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Catalyst 3750 Metro スイッチ Cisco
IOS コマンド
aaa accounting dot1x
Authentication, Authorization, Accounting（AAA; 認証、認可、アカウンティング）をイネーブルにし
て、802.1x セッションの回線ごとまたはインターフェイスごとの特定のアカウンティング方式を定
義する方式リストを作成するには、aaa accounting dot1x グローバル コンフィギュレーション コマ
ンドを使用します。802.1x アカウンティングをディセーブルにする場合は、このコマンドの no 形
式を使用します。
aaa accounting dot1x {name | default} start-stop {broadcast group {name | radius | tacacs+} [group
{name | radius | tacacs+} ...] | group {name | radius | tacacs+} [group {name | radius | tacacs+} ... ]}
no aaa accounting dot1x {name | default}

シンタックスの説明

name

サーバ グループ名。broadcast group および group キーワードのあとに入力す
る場合は、オプションです。

default

アカウンティング サービスのデフォルトのリストとしてあとに続くアカウン
ティング方式を使用します。

start-stop

プロセスの開始時に start アカウンティング通知を送信し、プロセスの終了時
に stop アカウンティング通知を送信します。start アカウンティング レコード
はバックグラウンドで送信されます。アカウンティング サーバが start アカウ
ンティング通知を受け取ったかどうかには関係なく、要求されたユーザ プロ
セスが開始されます。

broadcast

複数の AAA サーバへのアカウンティング レコードの送信をイネーブルにし、
各グループの最初のサーバにアカウンティング レコードを送信します。最初
のサーバが利用できない場合、スイッチはバックアップ サーバのリストを使
用して最初のサーバを識別します。

group

アカウンティング サービスに使用するサーバ グループを指定します。有効な
サーバ グループ名は次のとおりです。
•

name ― サーバ グループ名

•

radius ― 全 RADIUS ホストのリスト

•

tacacs+ ― 全 TACACS+ ホストのリスト

broadcast group および group キーワードのあとに入力する場合、group キー
ワードはオプションです。オプションの group キーワードより多くのキー
ワードを入力できます。
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radius

（任意）RADIUS 許可をイネーブルにします。

tacacs+

（任意）TACACS+ アカウンティングをイネーブルにします。

デフォルト

AAA アカウンティングはディセーブルです。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(25)EY

使用上のガイドライン

（注）

例

変更内容
このコマンドが導入されました。

このコマンドには、RADIUS サーバへのアクセスが必要です。

インターフェイス上で 802.1x RADIUS アカウンティングを設定する前に、dot1x reauthentication イ
ンターフェイス コンフィギュレーション コマンドの入力を推奨します。

次の例では、802.1x アカウンティングを設定する方法を示します。
Switch(config)# aaa accounting dot1x default start-stop group radius
Switch(config)#

（注）

関連コマンド

RADIUS 認証サーバは、AAA クライアントからの更新またはウォッチドッグ パケットを受け入れ
てロギングするように、適切に設定されている必要があります。

コマンド
aaa accounting dot1x

説明

dot1x reauthentication

定期的な再認証をイネーブルまたはディセーブルにします。

dot1x timeout reauth-period

再認証の間隔（秒）を指定します。

802.1x を実行しているインターフェイスで使用する 1 つまたは
複数の AAA 方式を指定します。
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aaa authentication dot1x
IEEE 802.1x を実行中のポートで使用する 1 つまたは複数の Authentication, Authorization, Accounting
（AAA; 認証、認可、アカウンティング）方式を指定するには、aaa authentication dot1x グローバル
コンフィギュレーション コマンドを使用します。認証をディセーブルにする場合は、このコマンド
の no 形式を使用します。
aaa authentication dot1x {default} method1 [method2...]
no aaa authentication dot1x {default}

シンタックスの説明

（注）

default

この引数に続いて一覧で示された認証方式を、ログイン時のデフォルトの
方式リストとして使用します。

method1 [method2...]

次のキーワードのうち、少なくとも 1 つを指定します。
•

enable ― イネーブル パスワードを認証用に使用します。

•

group radius ― すべての RADIUS サーバのリストを使用して認証し
ます。

•

line ― 回線パスワードを認証用に使用します。

•

local ― ローカル ユーザ名データベースを認証用に使用します。

•

local-case ― 大文字と小文字が区別されるローカル ユーザ名データ
ベースを認証用に使用します。

•

none ― 認証方式を使用しません。クライアントから提供される情報
を使用することなく、クライアントはスイッチによって自動的に認証
されます。

group tacacs+ キーワードは、コマンドラインのヘルプ ストリングには表示されていますが、サポー
トされていません。

デフォルト

認証は実行されません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

method 引数は、認証アルゴリズムがクライアントによって提供されたパスワードを確認するために
試行する方式のリストを、試行する順序で指定します。実際に 802.1x に準拠している唯一の方式
は、クライアント データが RADIUS 認証サーバに対して確認される group radius 方式です。残り
の方式は、ローカルに設定されたデータを使用することにより AAA がクライアントを認証できる
ようにするものです。たとえば、local および local-case 方式は、コンフィギュレーション ファイル
に保存されたユーザ名およびパスワードを使用します。enable および line 方式は、認証に enable お
よび line パスワードを使用します。
group radius を指定した場合、radius-server host グローバル コンフィギュレーション コマンドを使
用して RADIUS サーバを設定する必要があります。
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RADIUS サーバを使用していない場合には、ローカル ユーザ名データベースにアクセスして認証を
実行する local または local-case 方式を使用することができます。enable または line 方式を指定する
ことにより、クライアントがスイッチへアクセスできるようにするパスワードを提供することがで
きます。
設定された認証方式のリストを表示する場合は、show running-config 特権 EXEC コマンドを使用し
ます。

次の例では AAA をイネーブルにして 802.1x の認証リストを作成する方法を示します。この認証は、
最初に RADIUS サーバとの交信を試みます。この動作でエラーが返された場合、ユーザは認証無し
でアクセスすることが許可されます。

例

Switch(config)# aaa new-model
Switch(config)# aaa authentication dot1x default group radius none

設定を確認するには、show running-config 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
aaa new-model

説明
AAA アクセス制御モデルをイネーブルにします。構文情報については、
Cisco IOS Security Command Reference, Release 12.2 > Authentication,
Authorization, and Accounting > Authentication Commands を選択して
ください。

show running-config

稼働設定を表示します。構文情報については、次の URL の「Cisco IOS
Release 12.2 Command Reference」に表示されるページを参照してくださ
い。
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1835/prod_command_re
ference_list.html
「Cisco IOS Commands Master List, Release 12.2」を選択するとコマンド
が表示されます。
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action
VLAN（仮想 LAN）アクセス マップのエントリにアクションを設定するには、action アクセス マッ
プ コンフィギュレーションコマンドを使用します。アクションをデフォルト値（forward）に設定
する場合は、このコマンドの no 形式を使用します。
action {drop | forward}
no action

シンタックスの説明

drop

指定の条件に一致した場合、パケットをドロップします。

forward

指定の条件に一致した場合、パケットを転送します。

デフォルト

デフォルトのアクションは、パケットを転送する設定です。

コマンド モード

アクセス マップ コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

vlan access-map グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、アクセスマップ コン
フィギュレーションモードを開始します。
アクションに drop を指定した場合、match コマンドにおける Access Control List（ACL; アクセス コ
ントロール リスト）名の設定を含め、アクセス マップを定義してから VLAN に適用する必要があ
ります。アクセス マップの定義をしない場合、すべてのパケットはドロップされます。
アクセス マップ コンフィギュレーションモードで、match アクセス マップ コンフィギュレーショ
ンコマンドを使用し、VLAN マッピングの一致条件を定義します。パケットが条件に一致した場合
に発生するアクションを設定するには、action コマンドを使用します。
drop および forward のパラメータは、このコマンドの no 形式では使用されません。

例

次の例では、VLAN のアクセス マップ vmap4 を指定し、VLAN 5 および VLAN 6 に適用すること
で、アクセス リスト al2 に定義されたパケット一致条件と一致した場合、VLAN の IP パケットを
転送させています。
Switch(config)# vlan access-map vmap4
Switch(config-access-map)# match ip address al2
Switch(config-access-map)# action forward
Switch(config-access-map)# exit
Switch(config)# vlan filter vmap4 vlan-list 5-6

show vlan access-map 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。
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関連コマンド

コマンド
access-list {deny | permit}

説明
標準の番号制による Access Control List（ACL; アクセス コン
トロール リスト）を設定します。構文情報については、Cisco
IOS IP Command Reference, Volume 1 of 3:Addressing and
Services, Release 12.2 > IP Services Commands を選択してくだ
さい。

ip access-list

名前付きでアクセス リストを作成します。構文情報について
は、
Cisco IOS IP Command Reference, Volume 1 of 3:Addressing
and Services, Release 12.2 > IP Services Commands を選択して
ください。

mac access-list extended

名前付きで MAC アドレスのアクセス リストを作成します。

match（アクセス マップ コンフィ VLAN マッピングの一致条件を定義します。
ギュレーション）
show vlan access-map
スイッチで作成された VLAN アクセス マップを表示します。
vlan access-map
VLAN アクセス マップを作成します。
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archive download-sw
新しいイメージをスイッチにダウンロードするには、archive download-sw 特権 EXEC コマンドを
使用します。既存のイメージは上書きされるか、保存されます。
archive download-sw {/force-reload | /imageonly | /leave-old-sw | /no-set-boot | /overwrite | /reload |
/safe} source-url

シンタックスの説明

/force-reload

ソフトウェア イメージのダウンロードが成功したあと、無条件にシステムの
リロードを強制します。

/imageonly

Cisco IOS ソフトウェア イメージのみをダウンロードします。

/leave-old-sw

ダウンロードが成功したあと、古いソフトウェア バージョンを保存します。

/no-set-boot

新しいソフトウェア イメージのダウンロードが成功したあと、BOOT 環境変
数の設定は新しいソフトウェア イメージをポイントするように変更されませ
ん。

/overwrite

ダウンロードされたソフトウェア イメージで、フラッシュ メモリのソフト
ウェア イメージを上書きします。

/reload

変更された設定が保存されていない場合を除き、イメージのダウンロードに
成功したあとでシステムをリロードします。

/safe

現在のソフトウェア イメージを保存します。新しいイメージがダウンロード
されるまでは、新しいソフトウェア イメージ用の領域を作る目的で現在のソ
フトウェア イメージを削除しません。ダウンロード終了後に現在のイメージ
が削除されます。

source-url

ローカル ファイル システムまたはネットワーク ファイル システム用の送信
元 URL エイリアス。次のオプションがサポートされています。
•

ローカル フラッシュ ファイル システムの構文：
flash:

•

FTP の構文：
ftp:[[//username[:password]@location]/directory]/image-name.tar

•

Remote Copy Protocol（RCP）の構文：
rcp:[[//username@location]/directory]/image-name.tar

•

TFTP の構文：
tftp:[[//location]/directory]/image-name.tar

image-name.tar は、スイッチにダウンロードし、インストールするソフトウェ
ア イメージです。

（注）

デフォルト

no-version-check キーワードは、コマンドラインのヘルプ ストリングには表示されていますが、サ
ポートされていません。

現行のソフトウェア イメージは、ダウンロードされたイメージで上書きされません。
新しいイメージは flash: ファイル システムにダウンロードされます。
BOOT 環境変数は、flash: ファイル システムの新しいソフトウェア イメージを示すよう変更されま
す。
イメージ名では大文字と小文字が区別されます。イメージ ファイルは tar フォーマットで提供され
ます。
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コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

/safe または /leave-old-sw オプションを使用した場合に、十分なフラッシュ メモリがないと、新し
いイメージのダウンロードに失敗する場合があります。ソフトウェアを残すことによってフラッ
シュ メモリの空き容量が不足し、新しいイメージが入りきらなかった場合に、エラーが発生します。
/leave-old-sw オプションを使用したために、新しいイメージをダウンロードしても古いイメージを
上書きしなかった場合、delete 特権 EXEC コマンドを使用して古いイメージを削除することができ
ます。詳細は、「delete」
（p.2-67）を参照してください。
フラッシュ デバイスのイメージを、ダウンロードされたイメージで上書きする場合は、/overwrite
オプションを使用します。
/overwrite オプションなしでこのコマンドを指定する場合、ダウンロード アルゴリズムは、新しい
イメージが、スイッチ フラッシュ デバイスのイメージと同じではないことを確認します。イメー
ジが同じである場合には、ダウンロードは行われません。イメージが異なっている場合、古いイ
メージは削除され、新しいイメージがダウンロードされます。
新しいイメージをダウンロードしたあとで、reload 特権 EXEC コマンドを入力して新しいイメージ
の使用を開始するか、archive download-sw コマンドの /reload または /force-reload オプションを指
定してください。

次の例では、172.20.129.10 の TFTP サーバから新しいイメージをダウンロードし、スイッチ上でイ
メージを上書きする方法を示します。

例

Switch# archive download-sw /overwrite tftp://172.20.129.10/test-image.tar

次の例では、172.20.129.10 の TFTP サーバからソフトウェア イメージだけをスイッチにダウンロー
ドする方法を示します。
Switch# archive download-sw /imageonly tftp://172.20.129.10/test-image.tar

次の例では、ダウンロードが成功したあとで古いソフトウェア バージョンを保存する方法を示しま
す。
Switch# archive download-sw /leave-old-sw tftp://172.20.129.10/test-image.tar

関連コマンド

コマンド
archive tar

説明

archive upload-sw

スイッチの既存のイメージをサーバにアップロードします。

delete

フラッシュ メモリ デバイスのファイルまたはディレクトリを削除しま
す。

tar ファイルの作成、tar ファイル内のファイルを一覧表示、tar ファイル
からのファイル抽出を行います。
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archive tar
tar ファイルの作成、tar ファイル内のファイル一覧表示、tar ファイルからのファイル抽出を実行す
るには、archive tar 特権 EXEC コマンドを使用します。
archive tar {/create destination-url flash:/file-url} | {/table source-url} | {/xtract source-url
flash:/file-url [dir/file...]}

シンタックスの説明

/create destination-url
flash:/file-url

ローカル ファイル システムまたはネットワーク ファイル システムに
新しい tar ファイルを作成します。
destination-url には、ローカル ファイル システムまたはネットワーク
ファイル システムの宛先 URL エイリアス、および作成する tar ファイ
ルの名前を指定します。次のオプションがサポートされています。
•

ローカル フラッシュ ファイル システムの構文：
flash:

•

FTP の構文：
ftp:[[//username[:password]@location]/directory]/tar-filename.tar

•

Remote Copy Protocol（RCP）の構文：
rcp:[[//username@location]/directory]/tar-filename.tar

•

TFTP の構文：tftp:[[//location]/directory]/tar-filename.tar

tar-filename.tar は、作成する tar ファイルです。
flash:/file-url には、新しい tar ファイルが作成されるローカル フラッ
シュ ファイル システムの場所を指定します。
送信元ディレクトリ内のファイルまたはディレクトリのオプションの
リストを指定して、新しい tar ファイルに書き込むことができます。何
も指定しないと、このレベルのすべてのファイルおよびディレクトリ
が、新しく作成された tar ファイルに書き込まれます。
/table source-url

既存の tar ファイルの内容を画面に表示します。
source-url には、ローカル ファイル システムまたはネットワーク ファ
イル システムの送信元 URL エイリアスを指定します。次のオプション
がサポートされています。
•

ローカル フラッシュ ファイル システムの構文：
flash:

•

FTP の構文：
ftp:[[//username[:password]@location]/directory]/tar-filename.tar

•

RCP の構文：rcp:[[//username@location]/directory]/tar-filename.tar

•

TFTP の構文：tftp:[[//location]/directory]/tar-filename.tar

tar-filename.tar は、表示する tar ファイルです。
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/xtract source-url
flash:/file-url [dir/file...]

tar ファイルからローカル ファイル システムにファイルを抽出します。
source-url には、ローカル ファイル システムの送信元 URL エイリアス
を指定します。次のオプションがサポートされています。
•

ローカル フラッシュ ファイル システムの構文：
flash:

•

FTP の構文：
ftp:[[//username[:password]@location]/directory]/tar-filename.tar

•

RCP の構文：rcp:[[//username@location]/directory]/tar-filename.tar

•

TFTP の構文：tftp:[[//location]/directory]/tar-filename.tar

tar-filename.tar は、抽出が行われる tar ファイルです。
flash:/file-url [dir/file...] には、tar ファイルが抽出されるローカル フラッ
シュ ファイル システムの場所を指定します。tar ファイルから抽出され
るファイルまたはディレクトリのオプション リストを指定するには、
dir/file... オプションを使用します。何も指定されないと、すべてのファ
イルとディレクトリが抽出されます。

デフォルト

設定なし

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

ファイル名およびディレクトリ名では、大文字と小文字が区別されます。
イメージ名では、大文字と小文字が区別されます。

例

次の例では、tar ファイルを作成する方法を示します。このコマンドはローカル フラッシュ デバイ
スの new-configs ディレクトリの内容を、172.20.10.30 にある TFTP サーバの saved.tar という名前の
ファイルに書き込みます。
Switch# archive tar /create tftp:172.20.10.30/saved.tar flash:/new-configs

次の例では、フラッシュ メモリに存在する image-tv0-m.tar ファイルの内容を表示する方法を示しま
す。tar ファイルの内容は画面に表示されます。
Switch# archive tar /table flash:image-tv0-m.tar
info (219 bytes)
image-tv0-mz-121/ (directory)
image-tv0-mz-121/html/ (directory)
image-tv0-mz-121/html/foo.html (0 bytes)
image-tv0-mz-121/image-tv0-mz-121.bin (610856 bytes)
image-tv0-mz-121/info (219 bytes)
info.ver (219 bytes)

次の例では、image-tv0-mz-121/html のディレクトリとその内容のみを表示する方法を示します。
Switch# archive tar /table flash:image-tv0-m.tar image-tv0-mz-121/html
image-tv0-mz-121/html/ (directory)
image-tv0-mz-121/html/foo.html (0 bytes)
Catalyst 3750 Metro スイッチ コマンド リファレンス
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次の例では、172.20.10.30 の TFTP サーバ上にある tar ファイルの内容を抽出する方法を示します。
ここでは、ローカル フラッシュ ファイル システムのルート ディレクトリに単に new-configs ディレ
クトリを抽出しています。saved.tar ファイルの残りのファイルは無視されます。
Switch# archive tar /xtract tftp://172.20.10.30/saved.tar flash:/ new-configs

関連コマンド

コマンド
archive download-sw

説明

archive upload-sw

スイッチの既存のイメージをサーバにアップロードします。

新しいイメージをスイッチにダウンロードします。
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archive upload-sw
既存のスイッチ イメージをサーバにアップロードするには、archive upload-sw 特権 EXEC コマン
ドを使用します。
archive upload-sw destination-url

シンタックスの説明

destination-url

ローカル ファイル システムまたはネットワーク ファイル システムの宛先
URL エイリアス。次のオプションがサポートされています。
•

ローカル フラッシュ ファイル システムの構文：
flash:

•

FTP の構文：
ftp:[[//username[:password]@location]/directory]/image-name.tar

•

Remote Copy Protocol（RCP）の構文：
rcp:[[//username@location]/directory]/image-name.tar

•

TFTP の構文：
tftp:[[//location]/directory]/image-name.tar

image-name.tar は、サーバに保存するソフトウェア イメージの名前です。

デフォルト

flash: ファイル システムから現在稼働中のイメージをアップロードします。

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

Cisco IOS イメージと info ファイルの順でアップロードされます。これらのファイルがアップロー
ドされると、ソフトウェアは tar ファイルを作成します。
イメージ名では、大文字と小文字が区別されます。

次の例では、現在実行中のイメージを、172.20.140.2 の TFTP サーバへアップロードする方法を示し
ます。

例

Switch# archive upload-sw tftp://172.20.140.2/test-image.tar

関連コマンド

コマンド
archive download-sw

説明

archive tar

tar ファイルの作成、tar ファイル内のファイルを一覧表示、tar ファイル
からのファイル抽出を行います。

新しいイメージをスイッチにダウンロードします。
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arp access-list
Address Resolution Protocol（ARP; アドレス解決プロトコル）Access Control List（ACL; アクセス コ
ントロール リスト）を定義したり、以前定義したリストの最後にコマンドを追加したりするには、
スイッチ スタックまたはスタンドアロンのスイッチで arp access-list グローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。指定の ARP アクセス リストを削除するには、このコマンドの no
形式を使用します。
arp access-list acl-name
no arp access-list acl-name
このコマンドは、スイッチが拡張マルチレイヤ イメージ（EMI）を実行している場合のみ使用でき
ます。

シンタックスの説明

acl-name

デフォルト

ARP アクセス リストは定義されていません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(25)EY

使用上のガイドライン

ACL の名前

変更内容
このコマンドが導入されました。

arp access-list コマンドを入力すると、
ARP アクセス リスト コンフィギュレーションモードになり、
次のコンフィギュレーションコマンドが使用可能になります。
•

default：コマンドをデフォルト設定に戻します。

•

deny：拒否するパケットを指定します。詳細は、「deny（ARP アクセス リスト コンフィギュ
レーション）」（p.2-71）を参照してください。

•

exit：ARP アクセス リスト コンフィギュレーションモードを終了します。

•

no：コマンドを無効にする、またはデフォルト設定に戻します。

•

permit：転送するパケットを指定します。詳細は、
「permit（ARP アクセス リスト コンフィギュ
レーション）」（p.2-261）を参照してください。

指定した一致条件に基づいて、ARP パケットを転送したりドロップしたりするには、permit また
は deny アクセス リスト コンフィギュレーションコマンドを使用します。
ARP ACL が定義されている場合、ip arp inspection filter vlan グローバル コンフィギュレーション
コマンドを使用して VLAN（仮想 LAN）に ARP ACL を適用できます。IP/MAC（メディア アクセ
ス制御）アドレス バインドのみを含む ARP パケットは、ACL と比較されます。その他の全タイプ
のパケットは、検証されることなく入力 VLAN でブリッジングされます。ACL がパケットを許可
した場合、スイッチはパケットを転送します。明示的拒否ステートメントが原因で ACL がパケッ
トを拒否した場合、スイッチはパケットをドロップします。暗黙の拒否ステートメントが原因で
ACL がパケットを拒否した場合、スイッチはそのパケットを DHCP バインディングのリストと比
較します（ACL がスタティック、つまりパケットがバインディングと比較されない場合を除く）。
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次の例では、ARP アクセス リストを定義し、IP アドレスが 1.1.1.1 で MAC アドレスが 0000.0000.abcd
のホストからの ARP 要求と ARP 応答の両方を許可する方法を示します。

例

Switch(config)# arp access-list static-hosts
Switch(config-arp-nacl)# permit ip host 1.1.1.1 mac host 00001.0000.abcd
Switch(config-arp-nacl)# end

show arp access-list 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド

説明

deny（ARP アクセス リスト コン
フィギュレーション）
ip arp inspection filter vlan

DHCP バインディングとの照合に基づいて、ARP パケットを
拒否します。

permit

DHCP バインディングとの照合に基づいて、ARP パケットを
許可します。

show arp access-list

ARP アクセス リストについての詳細情報を表示します。

スタティック IP アドレスを設定されたホストからの ARP 要
求および応答を許可します。
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auto qos voip
QoS（Quality Of Service）ドメイン内の Voice over IP（VoIP）に対し、QoS を自動的に設定するに
は、auto qos voip インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。デフォルト
設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
auto qos voip {cisco-phone | cisco-softphone | trust}
no auto qos voip [cisco-phone | cisco-softphone | trust]

シンタックスの説明

cisco-phone

このポートが Cisco IP Phone に接続されていると識別し、自動的に VoIP の
QoS を設定します。着信パケットの QoS ラベルに信頼性が認められるのは、
Phone が検知される場合にかぎります。

cisco-softphone

このポートが、Cisco SoftPhone を実行しているデバイスに接続されていると
識別し、自動的に VoIP の QoS を設定します。

trust

このポートが信頼できるスイッチまたはルータに接続されていると識別し、
自動的に VoIP の QoS を設定します。着信パケットの QoS ラベルに信頼性が
認められます。ルーティングされないポートには、着信パケットの Class of
Service（CoS; サービス クラス）値に信頼性が認められます。ルーティングさ
れるポートには、Differentiated Services Code Point（DSCP; DiffServ コード ポ
イント）値に信頼性が認められます。

Auto-QoS は、ポート上でディセーブルに設定されています。

デフォルト

Auto-QoS がイネーブルの場合、Auto-QoS は入力パケット ラベルを使用して、トラフィックの分類、
パケット ラベルの割り当て、および入力キューと出力キューの設定を行います。表 2-1 にデフォル
ト設定を示します。
表 2-1

トラフィック タイプ、パケット ラベル、キュー

リアルタイム
ルーティング
STP1 BPDU2 ビデオ
VoIP データ VoIP 制御
その他すべての
プロトコル
トラフィック トラフィック トラフィック トラフィック トラフィック トラフィック
DSCP3
CoS

4

46

24、26

48

56

34

–

5

3

6

7

3

–

CoS から入力 2、3、4、5、6、7（キュー 2）
キューへの
マッピング
CoS から出力 5（キュー 1） 3、6、7（キュー 2）
キューへの
マッピング

0、1（キュー 1）

4（キュー 3） 2（キュー3） 0、1（キュー4）

1. STP = スパニング ツリー プロトコル
2. BPDU = ブリッジ プロトコル データ ユニット
3. DSCP = Diffserve コード ポイント
4. CoS = サービス クラス
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表 2-2 に、入力キューに対して生成された Auto-QoS の設定を示します。
表 2-2

入力キューに対する Auto-QoS の設定

入力キュー

キュー番号

CoS からキューへの キュー ウェイト
マッピング
（帯域幅）

SRR1 共有

1

0、1

81%

67%

プライオリティ

2

2、3、4、5、6、7

19%

33%

キュー（バッファ）
サイズ

1. SRR = シェイプド ラウンド ロビン。入力キューは共有モードのみサポートします。

表 2-3 に、出力キューセットに対して生成された Auto-QoS の設定を示します。
表 2-3

出力キューセットに対する Auto-QoS の設定

出力キュー1

キューセット内 CoS からキューへの キュー ウェイト キュー（バッファ）
のキュー番号
マッピング
（帯域幅）
サイズ
1

5

10%

10%

SRR 共有

2

3、6、7

10%

10%

SRR 共有

3

2、4

60%

26%

SRR 共有

4

0、1

20%

54%

プライオリティ
（シェーピング）

1. Enhanced Services（ES）ポートで、srr-queue bandwidth shape インターフェイス コンフィギュレーション コマン
ドは、生成された auto qos voip コマンド リストの一部ではありません。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容

12.2(25)EY

cisco-softphone キーワードが追加され、生成される Auto-QoS コンフィギュ
レーションが変更されました。

使用上のガイドライン

このコマンドが導入されました。

QoS ドメイン内の VoIP トラフィックに適切な QoS を設定する場合は、このコマンドを使用します。
QoS ドメインには、スイッチ、ネットワーク内部、QoS の着信トラフィックを分類することのでき
るエッジ装置などが含まれます。
Cisco IOS Release 12.2(25)EY より前のリリースでは、Auto-QoS によって、スイッチ ポートに Cisco
IP Phone が接続された VoIP のスイッチのみが設定されました。
Cisco IOS Release 12.2(25)EY 以降では、Auto-QoS によって、スイッチ ポートおよびルーテッド ポー
トに Cisco IP Phone が接続された VoIP のスイッチ、および Cisco SoftPhone アプリケーションを実
行しているデバイスが接続された VoIP のスイッチが設定されます。これらのリリースでは、Cisco
IP SoftPhone バージョン 1.3(3) 以降のみがサポートされます。接続されたデバイスは、Cisco Call
Manager バージョン 4 以降を使用している必要があります。
Auto-QoS のデフォルトを利用する場合、他の QoS コマンドを設定する前に、Auto-QoS をイネーブ
ルにする必要があります。Auto-QoS をイネーブルにしたあとに、Auto-QoS 設定の調整をすること
ができます。
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（注）

スイッチは Auto-QoS で生成されたコマンドを、CLI（コマンドライン インターフェイス）からの
入力のように適用します。既存のユーザ設定は、生成されたコマンドの適用を妨げる可能性、また
は生成されたコマンドによって上書きされる可能性があります（これらは警告なしで行われます）。
生成されたコマンドが正常に適用された場合、上書きされなかったユーザ入力の設定が、実行中の
設定に残っています。上書きされてしまったユーザ入力の設定は、現行の設定をメモリに保存せず
にスイッチをリロードすることによって、復旧することができます。生成されたコマンドの適用に
失敗した場合、以前実行していた設定が再度復旧します。

最初に Auto-QoS をイネーブルにしたポートでは、Auto-QoS が生成するグローバル コンフィギュ
レーション コマンドが実行され、それからインターフェイス コンフィギュレーション コマンドが
実行されます。他のポート上で Auto-QoS をイネーブルにした場合、Auto-QoS が生成するインター
フェイス コンフィギュレーション コマンドは、そのポート用に実行されます。
最初のポート上で Auto-QoS 機能をイネーブルにした場合、次のアクションが自動的に起こります。
•

QoS がグローバルにイネーブルになり（mls qos グローバル コンフィギュレーション コマン
ド）、そのあと、他のグローバル コンフィギュレーション コマンドが追加されます。

•

Cisco IP Phone に接続されたネットワークのエッジにあるポート上で、auto qos voip cisco-phone
インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力した場合、スイッチは信頼境界機
能をイネーブルにします。スイッチは Cisco Discovery Protocol（CDP; シスコ検出プロトコル）
を使用し、Cisco IP Phone の有無を検出します。Cisco IP Phone が検出された場合、ポート上の
入力分類の際に、パケットで受信された QoS 値を信頼するよう設定されます。Cisco IP Phone
が検出されない場合、入力分類の際にパケットで受信された QoS 値を信頼しないよう設定され
ます。スイッチは、表 2-2 および表 2-3 の設定に対応して、ポート上の入力キューおよび出力
キューを構成します。

•

Cisco SoftPhone を実行しているデバイスに接続されたネットワークのエッジにあるポート上で、
auto qos voip cisco-softphone インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力した場
合、スイッチはポリシングを使用してパケットがイン プロファイルであるかアウト オブ プロ
ファイルであるかを判別し、パケット上でのアクションを指定します。パケットに 24、26、ま
たは 46 の DSCP 値がない場合、またはパケットがアウト オブ プロファイルの場合、スイッチ
は DSCP 値を 0 に変更します。スイッチは、表 2-2 および表 2-3 にある設定に従って、ポート
上の入力キューおよび出力キューを構成します。

•

ネットワーク内部に接続されたポート上で、auto qos voip trust インターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを入力した場合、スイッチは、入力パケットでルーティングされないポー
トの CoS 値、またはルーティングされたポートの DSCP 値を信頼します（トラフィックが他の
エッジ装置ですでに分類されていることが前提条件になります）。スイッチは、表 2-2 および表
2-3 の設定に対応して、ポート上の入力キューおよび出力キューを構成します。

スタティック ポート、ダイナミック アクセス ポート、音声 VLAN アクセス ポート、およびトラン
ク ポートで Auto-QoS をイネーブルにすることができます。ルーテッド ポートの Cisco IP Phone で
Auto-QoS をイネーブルにする場合、固定 IP アドレスを IP Phone に割り当てる必要があります。
Auto-QoS がイネーブルまたはディセーブルになったときに自動的に生成された QoS コマンドを表
示するには、Auto-QoS をイネーブルにする前にデバッグをイネーブルにします。Auto-QoS のデバッ
グをイネーブルにするには、debug auto qos 特権 EXEC コマンドを使用します。詳細は、debug auto
qos コマンドを参照してください。

（注）

Cisco SoftPhone を実行しているデバイスがスイッチ ポートまたはルーテッド ポートに接続されて
いる場合、スイッチがサポートするのはポートあたり 1 つの Cisco SoftPhone アプリケーションのみ
です。
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Auto-QoS をイネーブルにしたあと、名前に AutoQoS を含むポリシーマップまたは集約ポリサーを
変更しないでください。ポリシーマップまたは集約ポリサーを変更する必要がある場合は、ポリ
シーマップまたは集約ポリサーをコピーし、そのコピーを変更します。生成されたポリシーマップ
の代わりに新しいポリシーマップを使用するには、生成されたポリシーマップをインターフェイス
から削除し、新しいポリシーマップを適用します。
ポート上で Auto-QoS をディセーブルにするには、no auto qos voip インターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。このポート用に生成された Auto-QoS インターフェイス コン
フィギュレーション コマンドのみ削除されます。Auto-QoS がイネーブルである最後のポートで no
auto qos voip コマンドを入力した場合、Auto-QoS 生成のグローバル コンフィギュレーション コマ
ンドが残っていたとしても、Auto-QoS はディセーブルになったと認識されます（グローバル コン
フィギュレーションに影響を受ける他のポートのトラフィック障害を回避するため）。no mls qos グ
ローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、Auto-QoS 生成のグローバル コンフィギュ
レーション コマンドをディセーブルにします。QoS がディセーブルの場合、パケットが修正されな
くなるため（パケットの CoS、DSCP、IP precedence の値は変更されない）、ポートの信頼性に関す
る概念はなくなります。トラフィックは Pass-Through モードでスイッチングされます（パケットは
書き換えられることなくスイッチングされ、ポリシング無しのベスト エフォートに分類されます）。

次の例では、ポート上で Auto-QoS をイネーブルにして、ポートに接続されたスイッチまたはルー
タが信頼できるデバイスである場合に、受信した着信パケット内の QoS ラベルを信頼する方法を示
します。

例

Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# auto qos voip trust

show auto qos voip interface interface-id 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することが
できます。

関連コマンド

コマンド
debug auto qos

説明

mls qos cos

デフォルトのポート CoS 値を定義するか、あるいはポー
ト上のすべての着信パケットにデフォルトの CoS 値を
割り当てます。

mls qos map {cos-dscp dscp1 ... dscp8 |
dscp-cos dscp-list to cos}

CoS から DSCP へのマッピングまたは DSCP から CoS へ
のマッピングを定義します。

mls qos queue-set output buffers

キューセットに対しバッファを割り当てます。

mls qos srr-queue input bandwidth

入力キューに対し SRR ウェイトを割り当てます。

mls qos srr-queue input buffers

入力キュー間にバッファを割り当てます。

mls qos srr-queue input cos-map

CoS 値を入力キューにマッピング、または CoS 値を
キューおよびしきい値 ID にマッピングします。

mls qos srr-queue input dscp-map

DSCP 値を入力キューにマッピング、または DSCP 値を
キューおよびしきい値 ID にマッピングします。

mls qos srr-queue input priority-queue

入力プライオリティ キューを設定し、帯域幅を保証しま
す。

mls qos srr-queue output cos-map

CoS 値を出力キューにマッピング、または CoS 値を
キューおよびしきい値 ID にマッピングします。

mls qos srr-queue output dscp-map

DSCP 値を出力キューにマッピング、または DSCP 値を
キューおよびしきい値 ID にマッピングします。

mls qos trust

ポートの信頼状態を設定します。

queue-set

キューセットに対しポートをマッピングします。

Auto-QoS 機能のデバッグをイネーブルにします。
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コマンド
show auto qos

説明

show mls qos interface

ポート レベルで QoS 情報を表示します。

srr-queue bandwidth shape

シェーピング ウェイトを割り当て、標準ポートにマッピ
ングされた 4 つの出力キュー上の帯域幅シェーピング
をイネーブルにします。

srr-queue bandwidth share

共有ウェイトを割り当て、ポートにマッピングされた 4
つの出力キュー上の帯域幅の共有をイネーブルにしま
す。

Auto-QoS 機能で生成された初期の内部設定を表示しま
す。

bandwidth
Enhanced Services（ES）ポートに適用された階層ポリシーマップに属するクラスの最小帯域幅を指
定または修正するには、bandwidth ポリシーマップ クラス コンフィギュレーションコマンドを使
用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
bandwidth {bandwidth-kbps | percent percent}
no bandwidth

シンタックスの説明

bandwidth-kbps

クラスに割り当てられる帯域幅の容量（単位：Kbps）。指定できる範囲は
200 ～ 2000000 です。
帯域幅の割り当ては、100 Kbps 単位で増分してください。そうしないと、
100 Kbps 未満はソフトウェアで切り捨てられます。

percent percent

親クラスに割り当てられる利用可能な帯域幅のパーセンテージ。指定でき
る範囲は 1 ～ 100 です。

デフォルト

帯域幅は指定されません。

コマンド モード

ポリシーマップ クラス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容

12.2(25)EY

階層サービス ポリシーが、ES ポートで受信される着信トラフィックに適
用できます。

使用上のガイドライン

このコマンドが導入されました。

bandwidth コマンドは、ES ポートに適用された階層ポリシーマップでのみ使用します。このコマン
ドは、物理レベル ポリシーマップのクラスデフォルト クラスでは使用できません。
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bandwidth

class-map グローバル コンフィギュレーション コマンドで定義されたクラスに対してポリシーマッ
プを設定する場合は、bandwidth コマンドを使用します。bandwidth コマンドは、スイッチ内でト
ラフィックの輻輳が発生する場合に、そのクラスのトラフィックの最小帯域幅を規定します。ス
イッチで輻輳が発生しない場合、このコマンドで指定した値以上の帯域幅をクラスで受信すること
ができます。Class-Based Weighted Fair Queuing（CBWFQ; クラスベース WFQ）は、クラスに属する
パケットのウェイトを、クラスに割り当てられた帯域幅から導出します。そして、ウェイトに基づ
いてクラスのキューが適正に処理されるようにします。

（注）

絶対帯域幅が提供されておらず、相対帯域幅しか保証されていない場合もあることに留意してくだ
さい。つまり、クラスの帯域幅は、指定したポート帯域幅のパーセンテージに常に比例することに
なります。リンク帯域幅が固定されている場合、クラス帯域幅の保証は、設定されたパーセンテー
ジに比例します。

以下の制約は、bandwidth コマンドに適用されます。
•

percent キーワードを使用する場合、単一ポリシーマップ内のクラス帯域幅のパーセンテージ
の合計は、99% を超えることはできません。パーセンテージの計算は、親クラス（親クラスの
場合、ポート）で利用可能な帯域幅が基準となります。

•

クラスで利用可能な帯域幅の容量は、親クラスによって予約されている帯域幅の容量によって
決まります。

•

帯域幅の設定容量は、レイヤ 2 のオーバーヘッドに対応できるサイズにする必要があります。

•

ポリシーマップでのクラス帯域幅の指定は、Kbps 単位でもパーセンテージでも行うことができ
ますが、両方を混在させないようにしてください。子のポリシーの帯域幅を Kbps 単位で指定
し（service-policy ポリシーマップ クラス コンフィギュレーションコマンドで設定）、親のポリ
シーの帯域幅をパーセンテージで指定することはできません。

•

物理レベル ポリシーマップのクラスデフォルト クラス マップには、bandwidth コマンドは使
用できません。

•

max-reserved-bandwidth インターフェイス コンフィギュレーション コマンドおよび bandwidth
インターフェイス コンフィギュレーション コマンドは、CLI（コマンドライン インターフェイ
ス）には表示されていますが、ES ポートではサポートされていません。

クラス ポリシーで bandwidth コマンドを設定する場合、親の VLAN（仮想 LAN）レベルポリシー
でも bandwidth または shape ポリシーマップ クラス コンフィギュレーションコマンドを設定する
必要があります。
クラス ポリシーで queue-limit または random-detect ポリシーマップ クラス コンフィギュレーショ
ンコマンドを設定する場合、その前に bandwidth または shape ポリシーマップ クラス コンフィギュ
レーションコマンドを設定しておく必要があります。
同一ポリシーマップ内の同一クラスで、bandwidth、queue-limit、random-detect、および shape ポ
リシーマップ クラス コンフィギュレーションコマンドと、priority ポリシーマップ クラス コンフィ
ギュレーションコマンドを一緒に使用することはできません。ただし、これらのコマンドを同一ポ
リシーマップ内で使用することはできます。
クラス設定されたポリシーマップを service-policy インターフェイス コンフィギュレーション コマ
ンドで ES ポートに適用する場合、利用可能な帯域幅がスイッチで判別されます。
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例

次の例では、silver-class というクラスに最小帯域幅 2000 Kbps を設定する方法を示します。このク
ラスは、スイッチ設定にすでに存在します。
Switch(config)# policy-map polmap6
Switch(config-pmap)# class silver-class
Switch(config-pmap-c)# bandwidth 2000

次の例では、CBWFQ の設定時に、class1 に帯域幅の 30%、class2 に帯域幅の 25% を保証する方法
を示します。2 つのクラスを持つポリシーマップが作成され、ES ポートに適用されます。
Switch(config)# policy-map policy1
Switch(config-pmap)# class class1
Switch(config-pmap-c)# bandwidth percent 50
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# class class2
Switch(config-pmap-c)# bandwidth percent 25
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# end
Switch(config)# interface gigabitethernet1/1/1
Switch(config-if)# service-policy input policy1

次の例では、Low Latency Queueing（LLQ; 低遅延キューイング）および CBWFQ を設定する際に帯
域幅を保証する方法を示します。この例では、voice1 というクラスで LLQ がイネーブルになります。
Switch(config)# policy-map policy1
Switch(config-pmap)# class class1
Switch(config-pmap-c)# bandwidth percent 50
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# class class2
Switch(config-pmap-c)# bandwidth percent 25
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# class voice1
Switch(config-pmap-c)# priority
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# end
Switch(config)# interface gigabitethernet1/1/1
Switch(config-if)# service-policy output policy1

設定を確認するには、show policy-map 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
class

説明

policy-map

複数のポートに適用することによってサービス ポリシーを指定するこ
とができるポリシーマップを作成、または変更します。

priority

完全優先キューをイネーブルにし、ES ポートに適用されたポリシー
マップに属するトラフィックのクラスにプライオリティを設定します。

queue-limit

ES ポートに適用されたポリシーマップのテール ドロップに対して、最
大しきい値を設定します。

random-detect

ES ポートに適用されたポリシーマップの Weighted Random Early
Detection（WRED; 重み付けランダム早期検出）を設定します。

トラフィック ポリシーを作成または変更するクラスの名前を指定しま
す。

service-policy（ポリシー サービス ポリシーを、ポリシーマップ内の QoS（Quality Of Service）ポ
マップ クラス）
リシーとして作成します。
shape
ES ポートに適用されたポリシーマップのトラフィック シェーピングを
イネーブルにします。
show policy-map
QoS ポリシーマップを表示します。
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boot boothlpr
特別なイメージをメモリへロードするには、boot boothlpr グローバル コンフィギュレーション コ
マンドを使用します。2 つめのイメージをメモリにロードして起動することができます。この変数
が使用されるのは、内部開発およびテストだけです。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの
no 形式を使用します。
boot boothlpr filesystem:/file-url
no boot boothlpr

シンタックスの説明

filesystem:

フラッシュ ファイル システムのエイリアスです。システム ボード フラッシュ
デバイスには flash: を使用します。

/file-url

ブート可能なヘルパー イメージのパス（ディレクトリ）および名前

デフォルト

ヘルパー イメージはロードされません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

ファイル名およびディレクトリ名では、大文字と小文字が区別されます。
このコマンドは、BOOTHLPR 環境変数の設定を変更します。詳細は、付録 A「Catalyst 3750 Metro
スイッチ ブート ローダー コマンド」を参照してください。

関連コマンド

コマンド
show boot

説明
BOOT 環境変数の設定を表示します。
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boot config-file
システム設定の不揮発性コピーの読み込みおよび書き込みを行うためにソフトウェアが使用する
ファイル名を指定するには、boot config-file グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用し
ます。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
boot config-file flash:/file-url
no boot config-file

シンタックスの説明

flash:/file-url

デフォルト

デフォルトのコンフィギュレーション ファイルは、flash:config.text です。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

コンフィギュレーション ファイルのパス（ディレクトリ）および名前

変更内容
このコマンドが導入されました。

ファイル名およびディレクトリ名では、大文字と小文字が区別されます。
このコマンドは、CONFIG_FILE 環境変数の設定を変更します。詳細は、付録 A「Catalyst 3750 Metro
スイッチ ブート ローダー コマンド」を参照してください。

関連コマンド

コマンド
show boot

説明
BOOT 環境変数の設定を表示します。
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boot enable-break
自動ブート プロセスの中断をイネーブルにするには、boot enable-break グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用し
ます。
boot enable-break
no boot enable-break

シンタックスの説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

ディセーブル。コンソール上で Break キーを押しても自動ブート プロセスを中断することはできま
せん。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを入力すると、フラッシュ ファイル システムが初期化されたあとで Break キーを押
すことにより、自動ブート プロセスを中断することができます。

（注）

このコマンドの設定に関わりなく、スイッチ前面パネルの MODE ボタンを押せば、いつでも自動
ブート プロセスを中断することができます。

このコマンドは、ENABLE_BREAK 環境変数の設定を変更します。詳細は、付録 A「Catalyst 3750
Metro スイッチ ブート ローダー コマンド」を参照してください。

関連コマンド

コマンド
show boot

説明
BOOT 環境変数の設定を表示します。
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boot helper
ブート ローダー初期化中に動的にファイルをロードして、ブート ローダーの機能を拡張または
パッチするには、boot helper グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。このコ
マンドをデフォルト設定に戻す場合は、このコマンドの no 形式を使用します。
boot helper filesystem:/file-url ...
no boot helper

シンタックスの説明

filesystem:

フラッシュ ファイル システムのエイリアスです。システム ボード フラッ
シュ デバイスには flash: を使用します。

/file-url

ローダ初期化中に動的にロードするためのパス（ディレクトリ）および
ロード可能なファイルのリスト。イメージ名はセミコロンで区切ります。

デフォルト

ヘルパー ファイルはロードされません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

この変数が使用されるのは、内部開発およびテストだけです。
ファイル名およびディレクトリ名では、大文字と小文字が区別されます。
このコマンドは、HELPER 環境変数の設定を変更します。詳細は、付録 A「Catalyst 3750 Metro ス
イッチ ブート ローダー コマンド」を参照してください。

関連コマンド

コマンド
show boot

説明
BOOT 環境変数の設定を表示します。
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boot helper-config-file
ヘルパー イメージが使用するコンフィギュレーション ファイルの名前を指定するには、boot
helper-config-file グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。このコマンドが設定
されていない場合は、CONFIG_FILE 環境変数によって指定されたファイルが、ロードされたすべ
てのバージョンのソフトウェアに使用されます。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no
形式を使用します。
boot helper-config-file filesystem:/file-url
no boot helper-config file

シンタックスの説明

filesystem:

フラッシュ ファイル システムのエイリアスです。システム ボード フラッ
シュ デバイスには flash: を使用します。

/file-url

ロードするパス（ディレクトリ）およびヘルパー コンフィギュレーション
ファイル

デフォルト

ヘルパー コンフィギュレーション ファイルは指定されません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

この変数が使用されるのは、内部開発およびテストだけです。
ファイル名およびディレクトリ名では、大文字と小文字が区別されます。
このコマンドは、HELPER_CONFIG_FILE 環境変数の設定を変更します。詳細は、付録 A「Catalyst
3750 Metro スイッチ ブート ローダー コマンド」を参照してください。

関連コマンド

コマンド
show boot

説明
BOOT 環境変数の設定を表示します。
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boot manual
次のブート サイクル中にスイッチの手動起動をイネーブルにするには、boot manual グローバル コ
ンフィギュレーション コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形
式を使用します。
boot manual
no boot manual

シンタックスの説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

手動による起動はディセーブルです。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

次にシステムを再起動すると、スイッチはブート ローダー モードで起動します。これは switch: プ
ロンプトによってわかります。システムを起動する場合は、boot ブート ローダー コマンドを使用
してブート可能なイメージの名前を指定します。
このコマンドは、MANUAL_BOOT 環境変数の設定を変更します。詳細は、付録 A「Catalyst 3750
Metro スイッチ ブート ローダー コマンド」を参照してください。

関連コマンド

コマンド
show boot

説明
BOOT 環境変数の設定を表示します。
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boot private-config-file
プライベート コンフィギュレーションの不揮発性コピーの読み込みおよび書き込みを行うために
ソフトウェアが使用するファイル名を指定するには、boot private-config-file グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使
用します。
boot private-config-file filename
no boot private-config-file

シンタックスの説明

filename

デフォルト

デフォルトのコンフィギュレーション ファイルは、private-config です。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

プライベート コンフィギュレーション ファイルの名前

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

ファイル名では、大文字と小文字が区別されます。

例

次の例では、プライベート コンフィギュレーション ファイルの名前を pconfig と指定する方法を示
します。
Switch(config)# boot private-config-file pconfig

関連コマンド

コマンド
show boot

説明
BOOT 環境変数の設定を表示します。
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boot system
次のブート サイクル中にロードするイメージを指定するには、boot system グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使
用します。
boot system filesystem:/file-url ...
no boot system

シンタックスの説明

filesystem:

フラッシュ ファイル システムのエイリアスです。システム ボード フラッシュ
デバイスには flash: を使用します。

/file-url

ブート可能なイメージのパス（ディレクトリ）および名前。各イメージ名は
セミコロンで区切ります。

デフォルト

スイッチは、BOOT 環境変数内の情報を使用して、自動的にシステムを起動しようとします。この
変数が設定されていない場合、スイッチは、フラッシュ ファイル システム全体に再帰的な縦型検
索を行って、最初の実行可能イメージをロードして実行しようとします。ディレクトリの縦型検索
では、検出した各サブディレクトリを完全に検索してから元のディレクトリでの検索を続けます。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

ファイル名およびディレクトリ名では、大文字と小文字が区別されます。
archive download-sw 特権 EXEC コマンドを使用してシステム イメージを保存している場合、boot
system コマンドを使用する必要はありません。boot system コマンドは自動的に処理され、ダウン
ロードされたイメージがロードされます。
このコマンドは、BOOT 環境変数の設定を変更します。詳細は、付録 A「Catalyst 3750 Metro スイッ
チ ブート ローダー コマンド」を参照してください。

関連コマンド

コマンド
show boot

説明
BOOT 環境変数の設定を表示します。

Catalyst 3750 Metro スイッチ コマンド リファレンス
OL-9645-04-J

2-29

第2章

Catalyst 3750 Metro スイッチ Cisco IOS コマンド

channel-group

channel-group
EtherChannel グ ル ー プ に ポ ー ト を 割 り 当 て、EtherChannel モ ー ド を イ ネ ー ブ ル に す る に は、
channel-group インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。ポートを
EtherChannel グループから削除する場合は、このコマンドの no 形式を使用します。
channel-group channel-group-number mode {active | {auto [non-silent]} | {desirable [non-silent]} |
on | passive}
no channel-group
PAgP モード：
channel-group channel-group-number mode {{auto [non-silent]} | {desirable [non-silent}}
LACP モード：
channel-group channel-group-number mode {active | passive}
On モード：
channel-group channel-group-number mode on

シンタックスの説明

channel-group-number

チャネルグループ番号を指定します。指定できる範囲は 1 ～ 12 です。

mode

ポートの EtherChannel モードを指定します。

active

無条件で Link Aggregation Control Protocol（LACP）をイネーブルにします。
active モードは、ポートをネゴシエーション ステートにします。この場合、
ポートは LACP パケットを送信することによって、他のポートとのネゴシ
エーションを開始します。チャネルは、active モードまたは passive モード
の別のポート グループで形成されます。

auto

Port Aggregation Protocol（PAgP; ポート集約プロトコル）装置が検出され
た場合に限り、PAgP をイネーブルにします。
auto モードは、ポートをパッシブ ネゴシエーション ステートにします。こ
の場合、ポートは受信する PAgP パケットに応答しますが、PAgP パケッ
ト ネゴシエーションを開始することはありません。チャネルは、desirable
モードの別のポート グループでだけ形成されます。auto がイネーブルの
場合、サイレント動作がデフォルトになります。

desirable

PAgP を無条件でイネーブルにします。
desirable モードは、ポートをアクティブ ネゴシエーション ステートにし
ます。この場合、ポートは PAgP パケットを送信することによって、他の
ポートとのネゴシエーションを開始します。チャネルは、desirable モード
または auto モードの別のポート グループで形成されます。desirable がイ
ネーブルの場合、サイレント動作がデフォルトになります。

non-silent
on

（任意）他の装置からのトラフィックが予想されている場合に auto または
desirable キーワードとともに使用されます。
on モードをイネーブルにします。
on モードでは、使用可能な EtherChannel が存在するのは、両方の接続ポー
ト グループが on モードになっている場合だけです。

passive

LACP 装置が検出された場合に限り、LACP をイネーブルにします。
passive モードは、ポートをネゴシエーション ステートにします。この場
合、ポートは受信する LACP パケットに応答しますが、LACP パケット ネ
ゴシエーションを開始することはありません。チャネルは、active モード
の別のポート グループでだけ形成されます。
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デフォルト

チャネルグループは割り当てられません。
モードは設定されていません。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

レ イ ヤ 2 の EtherChannel は、物 理 ポ ー ト を チ ャ ネ ル グ ル ー プ に 割 り 当 て る 前 に、interface
port-channel グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用してポート チャネルを作成する
必要はありません。代わりに、channel-group インターフェイス コンフィギュレーション コマンド
を使用できます。論理インターフェイスが作成されていない状態でチャネルグループが最初の物理
ポートを取得すると、ポート チャネルは自動的に作成されます。ポート チャネルを最初に作成し
た場合、channel-group-number と port-channel-number を同一にするか、または新しい番号を使用で
きます。新しい番号を使用した場合、channel-group コマンドは動的に新しいポート チャネルを作
成します。
チャネルグループの一部である物理ポートに割り当てられた IP アドレスをディセーブルにする必
要はありませんが、これをディセーブルにすることを強く推奨します。
interface port-channel コマンドの次に no switchport インターフェイス コンフィギュレーション コ
マンドを使用することで、レイヤ 3 のポート チャネルを作成できます。インターフェイスをチャネ
ル グループに適用する前に、ポート チャネルの論理インターフェイスを手動で設定してください。
EtherChannel を設定したあと、ポート チャネル上で変更された設定は、ポート チャネルに割り当て
られたすべての物理ポートに適用されます。物理ポートに適用された設定の変更は、設定を適用し
たポートのみに有効です。EtherChannel のすべてのポートのパラメータを変更する場合、ポート
チャネルにコンフィギュレーションコマンドを適用します（スパニングツリーのコマンド、または
トランクとしてレイヤ 2 の EtherChannel を設定するコマンドなど）。
auto モードまたは desirable モードとともに non-silent を指定しなかった場合は、サイレントが指
定されているものとみなされます。サイレント モードを設定するのは、PAgP 非対応で、かつほと
んどパケットを送信しない装置にスイッチを接続する場合です。サイレント パートナーの例は、ト
ラフィックを生成しないファイル サーバ、またはパケット アナライザなどです。この場合、物理
ポート上で稼働している PAgP は、そのポートを動作可能にしません。ただし、PAgP は動作可能
で、チャネル グループにポートを付与したり、伝送用ポートを使用することができます。リンクの
両端はサイレントに設定することはできません。
on モードの場合、使用可能な EtherChannel が存在するのは、on モードのポート グループが、同じ
く on モードの別のポート グループに接続する場合だけです。

注意

（注）

on モードの使用には注意が必要です。これは手動の設定であり、EtherChannel の両端のポートに
は、同一の設定が必要です。グループの設定を誤ると、パケット損失またはスパニングツリーの
ループが発生することがあります。

Enhanced-services（ES）ポートは、非 ES ポートとはバンドルできません。
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PAgP および LACP モードの両方で EtherChannel を設定することは避けてください。PAgP と LACP
の動作している EtherChannel グループを同じスイッチ上に共存させることはできます。個々の
EtherChannel グループは PAgP または LACP のどちらかを実行できますが、相互運用することはで
きません。
channel-protocol インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用してプロトコルを設定
する場合、設定は channel-group インターフェイス コンフィギュレーション コマンドで上書きされ
ることはありません。
802.1x のポートとしてアクティブな EtherChannel のメンバーであるポートを設定することは避けて
ください。まだアクティブになっていない EtherChannel 上のポートで 802.1x をイネーブルにして
も、そのポートは EtherChannel に加入しません。

（注）

Cisco IOS リリース 12.2(25)EY より前のソフトウェア リリースで、まだアクティブになっていない
EtherChannel 上のポートで 802.1x をイネーブルにしても、そのポートは EtherChannel に加入しませ
ん。

EtherChannel のポートとしてセキュア ポートを設定、またはセキュア ポートとして EtherChannel
ポートを設定することは避けてください。
設定の注意事項の一覧については、このリリースに対応するソフトウェア ガイドの「Configuring
EtherChannels」を参照してください。

注意

例

物理 EtherChannel ポート上で、レイヤ 3 のアドレスをイネーブルにすることは避けてください。物
理 EtherChannel ポート上でブリッジ グループを割り当てることは、ループ発生の原因になるため、
行わないようにしてください。

次の例では、EtherChannel を設定する方法を示します。ポートが、VLAN 10 内のスタティック アク
セス ポートとして、PAgP モードが desirable のチャネル 5 に割り当てられます。
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface range fastethernet1/0/4 -5
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)# channel-group 5 mode desirable
Switch(config-if-range)# end

次の例では、EtherChannel を設定する方法を示します。ポートが、VLAN 10 内のスタティック アク
セス ポートとして、LACP モードが active のチャネル 5 に割り当てられます。
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface range fastethernet1/0/4 -5
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)# channel-group 5 mode active
Switch(config-if-range)# end

設定を確認するには、show running-config 特権 EXEC コマンドを使用します。
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関連コマンド

コマンド
channel-protocol

説明

interface port-channel

ポート チャネルへのアクセスや、ポート チャネルの作成を行います。

show etherchannel

チャネルの EtherChannel 情報を表示します。

show lacp

LACP チャネル グループ情報を表示します。

show pagp

PAgP チャネル グループ情報を表示します。

show running-config

稼働設定を表示します。構文情報については、次の URL の「Cisco IOS
Release 12.2 Command Reference」に表示されるページを参照してくださ
い。
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1835/prod_command_re
ference_list.html

チャネリングを管理するため、ポート上で使用されるプロトコルを制限
します。

「Cisco IOS Commands Master List, Release 12.2」を選択するとコマンド
が表示されます。
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channel-protocol
ポートで使用するプロトコルを制限することによりチャネリングを管理するには、channel-protocol
インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、こ
のコマンドの no 形式を使用します。
channel-protocol {lacp | pagp}
no channel-protocol

シンタックスの説明

lacp

Link Aggregation Control Protocol（LACP）で EtherChannel を設定します。

pagp

Port Aggregation Protocol（PAgP; ポート集約プロトコル）で EtherChannel を設
定します。

デフォルト

EtherChannel に割り当てられているプロトコルはありません。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

channel-protocol コマンドは、チャネルを LACP または PAgP に制限するためのみに使用します。
channel-protocol コマンドを使用してプロトコルを設定する場合、設定は channel-group インター
フェイス コンフィギュレーション コマンドで上書きされることはありません。
channel-group インターフェイス コンフィギュレーション コマンドは、EtherChannel のパラメータ
設定に使用してください。また、channel-group コマンドは、EtherChannel に対しモードを設定する
こともできます。
EtherChannel グループ上で、PAgP および LACP モードの両方をイネーブルにすることはできませ
ん。
PAgP と LACP には互換性がありません。両方ともチャネルの終端は同じプロトコルを使用する必
要があります。

次の例では、EtherChannel を管理するプロトコルとして LACP を指定する方法を示します。

例

Switch(config-if)# channel-protocol lacp

show etherchannel [channel-group-number] protocol 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認す
ることができます。

関連コマンド

コマンド
channel-group

説明

show etherchannel protocol

EtherChannel のプロトコル情報を表示します。

EtherChannel グループにイーサネット ポートを割り当てます。
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class
トラフィック ポリシーを作成または変更するクラスの名前を指定するには、class ポリシーマップ
コンフィギュレーションコマンドを使用します。ポリシーマップから既存のクラスを削除する場合
は、このコマンドの no 形式を使用します。
class class-name
no class class-name

シンタックスの説明

class-name

デフォルト

クラスは定義されません。

コマンド モード

ポリシーマップ コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

トラフィック ポリシーを設定または変更する、あらかじめ定義されたトラ
フィック クラスの名前。クラスは以前 class-map class-map-name グローバル
コンフィギュレーション コマンドで作成されたものです。

変更内容
このコマンドが導入されました。

class コマンドを使用する前に、
class-map グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、
クラスでのパケット照合に使用するクラス マップを作成しておく必要があります。また、policy-map
グローバル コンフィギュレーション コマンドによってポリシーマップを識別し、ポリシーマップ
コンフィギュレーションモードを開始する必要があります。ポリシーマップを指定すると、ポリシー
マップ内で新規クラスのトラフィック ポリシーを設定したり、既存クラスのトラフィック ポリシー
を変更したりすることができます。ポリシーマップ内で class コマンドによって指定するクラス名
は、class-map グローバル コンフィギュレーション コマンドで設定されたクラス マップ、一致条件
に、そのクラスの特性（そのポリシー）が関連付けられます。service-policy インターフェイス コン
フィギュレーション コマンドを使用して、ポリシーマップをポートに適用します。
class コマンドを入力すると、スイッチがポリシーマップ クラス コンフィギュレーションモードに
入り、次のコンフィギュレーションコマンドが使用可能になります。
•

bandwidth：ポリシーマップに属するクラスに割り当てられる最小帯域幅を指定、または修正
します。詳細は、bandwidth コマンドを参照してください。このコマンドは、Enhanced Services
（ES）ポートに適用された階層ポリシーマップでのみ有効です。

•

exit：ポリシーマップ クラス コンフィギュレーションモードを終了し、ポリシーマップ コン
フィギュレーションモードに戻ります。

•

no：コマンドをデフォルト設定に戻します。

•

police：トラフィックのクラスに単一レート ポリサー、集約ポリサー、または Committed
Information Rate（CIR; 認定情報速度）および PIR（Peak Information Rate; 最大情報レート）を使
用する二重レート トラフィック ポリサーを指定します。ポリサーは、帯域幅の限度およびそ
の限度を超過した場合に実行するアクションを指定します。詳細は、police および police
aggregate コマンドを参照してください。二重レート ポリサーの詳細については、police cir お
よび police cir percent コマンドを参照してください。二重レート トラフィック ポリサーのコマ
ンドは、ES ポートに適用された階層ポリシーマップでのみ有効です。

•

priority：トラフィックのクラスのためのプライオリティ キュー（Low Latency Queueing ［LLQ;
低遅延キューイング］）をイネーブルにします。詳細は、priority コマンドを参照してください。
このコマンドは、ES ポートに適用された階層ポリシーマップでのみ有効です。
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•

queue-limit：ES ポートに適用されたポリシーマップに設定されたクラスのテール ドロップに
対して、最大パケットしきい値を設定します。詳細は、queue-limit コマンドを参照してくださ
い。このコマンドは、ES ポートに適用された階層ポリシーマップでのみ有効です。

•

random-detect：廃棄ポリシーとして Weighted Random Early Detection（WRED; 重み付けランダ
ム早期検出）を設定します。詳細は、random-detect コマンドを参照してください。このコマ
ンドは、ES ポートに適用された階層ポリシーマップでのみ有効です。

•

service-policy：サービス ポリシーを、ポリシーマップ内の QoS（Quality Of Service）ポリシー
として作成します（階層サービス ポリシー）。詳細は、service-policy（ポリシーマップ クラス）
コマンドを参照してください。このコマンドは、ES ポートに適用された階層ポリシーマップで
のみ有効です。

•

set：IP トラフィックを、パケット内で、Class of Service（CoS; サービス クラス）
、Differentiated
Services Code Point（DSCP; DiffServ コード ポイント）
、IP-precedence、または Multiprotocol Label
Switching（MPLS; マルチプロトコル ラベル スイッチング）Experimental（EXP）ビットを設定
することによって分類します。詳細は、set コマンドを参照してください。一部のキーワード
は、ES ポートに適用された階層ポリシーマップでのみ有効です。

•

shape：ポリシーマップ内でトークン バケット CIR を設定します。詳細は、shape コマンドを参
照してください。このコマンドは、ES ポートに適用された階層ポリシーマップでのみ有効です。

•

trust：トラフィック クラスの信頼状態を定義します。詳細は、trust コマンドを参照してくださ
い。

スイッチでは、ポリシーマップ内で、デフォルト クラスをはじめ、最大 8 個のクラスが利用できま
す。一致条件を満たしていないパケットは、デフォルト トラフィック クラスのメンバーとして分
類されます。デフォルト トラフィック クラスを設定するには、class ポリシーマップ クラス コン
フィギュレーションコマンドでクラス名として class-default を指定します。他のトラフィック クラ
スと同様、デフォルト トラフィック クラスを修正することができます（ポリシーを設定してポリ
シングしたり、シェーピングするなど）が、削除することはできません。
ポリシーマップ内で、クラスデフォルトは、ポリシーマップ内では明示的に一致していなくても親
のポリシーには一致しているトラフィックに適用されます。親のポリシーを設定しない場合、親の
ポリシーは物理ポートとなります。物理レベル ポリシーマップでは、設定可能な唯一のクラスはク
ラスデフォルトです。
ES ポートに適用された階層ポリシーマップで、queue-limit ポリシーマップ クラス コンフィギュ
レーションコマンドまたは random-detect ポリシーマップ クラス コンフィギュレーションコマン
ドを使用して、テール ドロップまたは WRED パケット ドロップを使用するためのクラス ポリシー
を定義します。同一クラス ポリシー内で queue-limit コマンドと random-detect コマンドを一緒に
使用することはできませんが、同一ポリシーマップ内の異なるクラス ポリシーでは 2 つのコマンド
が混在してもかまいません。
ES ポートに適用された階層ポリシーマップでは、クラス ポリシーで queue-limit または
random-detect ポリシーマップ クラス コンフィギュレーションコマンドを設定する場合、その前に
bandwidth または shape ポリシーマップ クラス コンフィギュレーションコマンドを設定しておく
必要があります。
クラスにポリシーを設定し、その帯域幅を指定し、ポリシーマップを ES ポートに適用する場合、
クラスの帯域幅要件を満たせるかどうかは、Class-Based Weighted Fair Queuing（CBWFQ; クラスベー
ス WFQ）によって判定されます。満たせる場合、CBWFQ によって、クラスの状態を管理するため
に必要な内部データ構造が作成され、キューが割り当てられます。クラスの帯域幅要件が満たされ
ないと判定された場合、エラー メッセージが表示され、ポリシーは適用されません。クラスが削除
されると、ポートで利用可能な帯域幅が、そのクラスにそれまで割り当てられていた分だけ増分さ
れます。
ポリシーマップ コンフィギュレーションモードに戻るには、exit コマンドを使用します。特権 EXEC
モードに戻るには、end コマンドを使用します。
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例

次の例では、policy1 という名前のポリシーマップを作成する方法を示します。ポリシーが入力ポー
トに適用された場合、class1 で定義されたすべての着信トラフィックを照合し、IP DSCP を 10 に設
定してから、平均レート 1 Mbps、バースト 20 KB でトラフィックをポリシングします。プロファ
イルを超過したトラフィックは、ポリシングされた DSCP マップから得た DSCP 値にマークダウン
され、送信されます。
Switch(config)# class-map class1
Switch(config-cmap)# exit
Switch(config)# policy-map policy1
Switch(config-pmap)# class class1
Switch(config-pmap-c)# set ip dscp 10
Switch(config-pmap-c)# police 1000000 20000 exceed-action policed-dscp-transmit
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# exit
Switch(config)# interface fastethernet1/0/4
Switch(config-if)# service-policy input policy1

次の例では、policy1 という名前の出力ポリシーマップに 2 つのクラス ポリシーを設定する方法を
示します。class1 には、外部 VLAN ID（VLAN 2）および内部 VLAN ID（3 ～ 8）でパケットを照
合する 802.1Q トンネリング トラフィックのためのポリシーを指定します。
Switch(config)# class-map match-all class1
Switch(config-cmap)# match vlan 2
Switch(config-cmap)# match vlan inner 3 - 8
Switch(config-cmap)# exit
Switch(config)# policy-map policy1
Switch(config-pmap)# class class1
Switch(config-pmap-c)# bandwidth 2000
Switch(config-pmap-c)# queue-limit 40
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# exit
Switch(config)# interface gigabitethernet1/1/1
Switch(config-if)# service-policy output policy1

class1 では、輻輳のイベントで、このクラスに最低 2000 Kbps の帯域幅が使用されると予想されま
す。このクラスのために予約されるキューでは、テール ドロップが発生する前に 40 のパケットを
持つことができます。
次の例では、デフォルト クラスをシェーピングする方法を示します。この設定では、クラスレベル
のポリシーマップと VLAN（仮想 LAN）レベルのポリシーマップとを関連付けてから、VLAN レベ
ルのポリシーマップと物理レベルのポリシーマップとを関連付けます。
Switch(config)# class-map my-class
Switch(config-cmap)# match ip precedence 1
Switch(config-cmap)# exit
Switch(config)# class-map my-logical-class
Switch(config-cmap)# match vlan 5
Switch(config-cmap)# exit
Switch(config)# policy-map my-class-policy
Switch(config-pmap)# class my-class
Switch(config-pmap-c)# set ip precedence 2
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# exit
Switch(config)# policy-map my-logical-policy
Switch(config-pmap)# class my-logical-class
Switch(config-pmap-c)# shape average 400000000
Switch(config-pmap-c)# service-policy my-class-policy
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# exit
Switch(config)# policy-map my-physical-policy
Switch(config-pmap)# class class-default
Switch(config-pmap-c)# shape average 500000000
Switch(config-pmap-c)# service-policy my-logical-policy
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次の例では、2 つのトラフィック クラスを持つ階層クラス レベルのポリシーマップを作成する方法
を示します。クラスの一方にはクラス レベルの分類と二重レート ポリサーがあり、もう一方はデ
フォルトのトラフィック クラスです。一致条件を満たしていないパケットは、デフォルト トラ
フィック クラスのメンバーとして分類され、このトラフィックの IP precedence は 0 にリセットさ
れます。
Switch(config)# class-map match-all classprece1
Switch(config-cmap)# match ip precedence 1
Switch(config-cmap)# exit
Switch-config)# policy-map precedencepolice
Switch(config-pmap)# class classprece1
Switch(config-pmap-c)# police cir 100000000 pir 200000000 conform-action
set-prec-transmit 2 exceed-action set-prec-transmit 3 violate-action set-prec-transmit 4
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# class class-default
Switch(config-pmap-c)# set ip precedence 0

直前の階層 QoS の例では、最初のトラフィック クラスには 1 つの一致ステートメントのみがあり
ます。ただし、階層ポリシーマップは複数の一致ステートメントをサポートできます。
設定を確認するには、show policy-map 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
bandwidth

説明

class-map

名前を指定したクラスとパケットとの比較に使用されるクラス
マップを作成します。

police

トラフィックのクラスのための単一レート トラフィック ポリ
サーを設定します。

police cir

トラフィックのクラスのための二重レート トラフィック ポリ
サーを設定します。

police cir percent

利用可能な帯域幅のパーセンテージに基づいて、トラフィック
のクラスのための二重レート トラフィック ポリサーを設定し
ます。

policy-map

複数のポートに適用することによってサービス ポリシーを指定
することができるポリシーマップを作成、または変更します。

priority

完全優先キューをイネーブルにし、ES ポートに適用されたポリ
シーマップに属するトラフィックのクラスにプライオリティを
設定します。

queue-limit

ES ポートに適用されたポリシーマップのテール ドロップに対
して、最大しきい値を設定します。

ES ポートに適用されたポリシーマップのクラスに割り当てら
れる最低帯域幅を指定、または修正します。

random-detect

ES ポートに適用されたポリシーマップの WRED を設定します。

service-policy（インターフェイ
ス コンフィギュレーション）

policy-map グローバル コンフィギュレーション コマンドで定
義したポリシーマップを、ポートに適用します。

service-policy（ポリシーマップ
クラス）
set

サービス ポリシーを、ポリシーマップ内の QoS ポリシーとして
作成します。
パケットに CoS、DSCP、IP precedence、または MPLS EXP ビッ
トを設定することによって、IP トラフィックを分類します。

shape

ES ポートに適用されたポリシーマップのトラフィック シェー
ピングをイネーブルにします。

show policy-map

QoS ポリシーマップを表示します。

trust

class ポリシーマップ コンフィギュレーションコマンドで分類
されたトラフィックに、信頼状態を定義します。
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class-map
パケットと名前を指定したクラスとのマッチングを行うためにクラス マップを作成し、クラス
マップ コンフィギュレーション モードを開始するには、class-map グローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。既存のクラス マップを削除し、グローバル コンフィギュレーショ
ン モードに戻る場合は、このコマンドの no 形式を使用します。
class-map [match-all | match-any] class-map-name
no class-map [match-all | match-any] class-map-name

シンタックスの説明

match-all

（任意）このクラス マップ内のすべての一致の論理積をとります。クラス
マップ内のすべての基準が一致する必要があります。

match-any

（任意）このクラス マップ内の一致ステートメントの論理和をとります。
クラス マップ内の 1 つまたは複数の基準が一致する必要があります。

class-map-name

デフォルト

クラス マップ名

クラス マップは定義されません。
match-all または match-any キーワードがどちらとも指定されない場合、デフォルトは match-all に
なります。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

クラス マップ一致条件を作成または変更したいクラスの名前を指定し、クラス マップ コンフィ
ギュレーションモードを開始する場合は、このコマンドを使用します。クラスに対して設定した一
致条件と照らしてパケットが確認され、パケットがそのクラスに属するものかどうかが判断されま
す。パケットが指定の条件に一致した場合、そのパケットはクラスのメンバーとみなされ、トラ
フィック ポリシーで設定された QoS（Quality Of Service）仕様に従って転送されます。
最大 4093 個のクラス マップを作成できます。
class-map コマンドを入力すると、スイッチがクラス マップ コンフィギュレーションモードに入り、
次のコンフィギュレーションコマンドが使用可能になります。
•

description：クラス マップを記述します（最大 200 文字）。show class-map 特権 EXEC コマン
ドは、クラス マップの記述およびクラス マップ名を表示します。

•

exit：QoS クラス マップ コンフィギュレーションモードを終了します。

•

match：分類基準を設定します。詳細は、match（クラス マップ コンフィギュレーション）コ
マンドを参照してください。

•

no：クラス マップから一致ステートメントを削除します。

•

rename：現行のクラス マップ名を変更します。すでに使用した名前をクラス マップに適用す
る場合、A class-map with this name already exists メッセージが表示されます。

1 つのクラス マップで設定できる Access Control List（ACL; アクセス コントロール リスト）は 1 つ
だけです。ACL には複数の Access Control Entry（ACE; アクセス コントロール エントリ）を含める
ことができます。ACL を含むクラス マップは、Enhanced-Services（ES）ポートに適用された出力ポ
リシーまたは ES ポートに適用された階層入力ポリシーではサポートされません。
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例

次の例では、103 という名前のアクセス リストの単一条件一致を使い、class1 と呼ばれるクラス
マップを設定する方法を示します。
Switch(config)# access-list 103 permit ip any any dscp 10
Switch(config)# class-map class1
Switch(config-cmap)# match access-group 103
Switch(config-cmap)# exit

次の例では、クラス マップの class1 を削除する方法を示します。
Switch(config)# no class-map class1

show class-map 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド
class
match（クラス マップ コンフィ
ギュレーション）
policy-map

show class-map

説明
トラフィック ポリシーを作成または変更するクラスの名前を
指定します。
クラス マップの一致条件を定義します。
複数のポートに適用することによってサービス ポリシーを指
定することができるポリシーマップを作成、または変更しま
す。
QoS クラス マップを表示します。
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clear ip arp inspection log
ダイナミック Address Resolution Protocol（ARP; アドレス解決プロトコル）インスペクション ログ
バッファをクリアするには、スイッチ スタックまたはスタンドアロン スイッチで、clear ip arp
inspection log 特権 EXEC コマンドを使用します。
clear ip arp inspection log
このコマンドは、スイッチが拡張マルチレイヤ イメージ（EMI）を実行している場合のみ使用でき
ます。

シンタックスの説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

デフォルトは定義されていません。

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

リリース
12.2(25)EY

例

変更内容
このコマンドが導入されました。

次の例では、ログ バッファの内容をクリアする方法を示します。
Switch# clear ip arp inspection log

show ip arp inspection log 特権コマンドを入力すれば、ログがクリアされたことを確認できます。

関連コマンド

コマンド
arp access-list

説明

ip arp inspection log-buffer

ダイナミック ARP インスペクション ログ バッファを設定しま
す。

ip arp inspection vlan logging

VLAN ごとにロギングするパケットのタイプを制御します。

show ip arp inspection log

ダイナミック ARP インスペクション ログ バッファの設定およ
び内容を表示します。

ARP Access Control List（ACL; アクセス コントロール リスト）
を定義します。
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clear ip arp inspection statistics
ダイナミック Address Resolution Protocol（ARP; アドレス解決プロトコル）インスペクション統計情
報をクリアするには、スイッチ スタックまたはスタンドアロン スイッチで、clear ip arp inspection
statistics 特権 EXEC コマンドを使用します。
clear ip arp inspection statistics [vlan vlan-range]
このコマンドは、スイッチが拡張マルチレイヤ イメージ（EMI）を実行している場合のみ使用でき
ます。

シンタックスの説明

vlan vlan-range

（任意）指定した VLAN（仮想 LAN）または複数の VLAN の統計情報をク
リアします。
VLAN ID 番号で識別された 1 つの VLAN、それぞれをハイフンで区切っ
た VLAN 範囲、またはカンマで区切った一連の VLAN を指定することが
できます。指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。

デフォルト

デフォルトは定義されていません。

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

リリース
12.2(25)EY

変更内容
このコマンドが導入されました。

次の例では、VLAN 1 の統計情報をクリアする方法を示します。

例

Switch# clear ip arp inspection statistics vlan 1

show ip arp inspection statistics vlan 1 特権 EXEC コマンドを入力すれば、統計情報が削除されたこ
とを確認できます。

関連コマンド

コマンド
show ip arp inspection statistics

説明
すべての VLAN または指定した VLAN の転送、ドロップ、
MAC（メディア アクセス制御）検証失敗、および IP 検証失
敗パケットの統計情報を表示します。
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clear ip dhcp snooping
DHCP スヌーピング バインディング データベース、DHCP スヌーピング バインディング データ
ベース エージェント統計情報、または DHCP スヌーピング統計情報カウンタをクリアするには、
clear ip dhcp snooping 特権 EXEC コマンドを使用します。
clear ip dhcp snooping {binding | database statistics | statistics}

シンタックスの説明

binding

DHCP スヌーピング バインディング データベースをクリアします。

database statistics

DHCP スヌーピング バインディング データベース エージェントの統計情
報をクリアします。

statistics

DHCP スヌーピング統計情報カウンタをクリアします。

デフォルト

デフォルトは定義されていません。

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

リリース
12.2(25)EY

変更内容

12.2(37)SE

statistics キーワードが追加されました。

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

clear ip dhcp snooping database statistics コマンドを入力すると、スイッチは、統計情報をクリアす
る前にバインディング データベースおよびバインディング ファイルにあるエントリを更新しませ
ん。

例

次の例では、DHCP スヌーピング バインディング データベース エージェントの統計情報をクリア
する方法を示します。
Switch# clear ip dhcp snooping database statistics

show ip dhcp snooping database 特権 EXEC コマンドを入力すれば、統計情報がクリアされたことを
確認できます。
次の例では、DHCP スヌーピング統計情報カウンタをクリアする方法を示します。
Switch# clear ip dhcp snooping statistics

show ip dhcp snooping statistics ユーザ EXEC コマンドを入力すれば、統計情報がクリアされたこと
を確認できます。

関連コマンド

コマンド
ip dhcp snooping

説明

ip dhcp snooping database

DHCP スヌーピング バインディング データベース エージェ
ントまたはバインディング ファイルを設定します。

show ip dhcp snooping binding

DHCP スヌーピング データベース エージェントの状態を表
示します。

VLAN（仮想 LAN）で DHCP スヌーピングをイネーブルにし
ます。
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コマンド
show ip dhcp snooping database

説明

show ip dhcp snooping statistics

DHCP スヌーピング統計情報を表示します。

DHCP スヌーピング バインディング データベース エージェ
ントの統計情報を表示します。

clear l2protocol-tunnel counters
プロトコル トンネル ポートのプロトコル カウンタをクリアするには、clear l2protocol-tunnel
counters 特権 EXEC コマンドを使用します。
clear l2protocol-tunnel counters [interface-id]

シンタックスの説明

interface-id

デフォルト

デフォルトは定義されていません。

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

（任意）クリアするプロトコル カウンタのインターフェイスを指定します。イ
ンターフェイスは、物理インターフェイスでもポート チャネルでもかまいま
せん。

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

スイッチまたは指定したインターフェイス上でプロトコル トンネル カウンタをクリアするには、
このコマンドを使用します。

例

次の例では、ポート上でレイヤ 2 プロトコル トンネル カウンタをクリアする方法を示します。
Switch # clear l2protocol-tunnel counters gigabitethernet1/0/2

show l2protocol-tunnel 特権 EXEC コマンドを入力すれば、情報が削除されたかどうかを確認するこ
とができます。

関連コマンド

コマンド
show l2protocol-tunnel

説明
レイヤ 2 プロトコル トンネリングに対して設定されたポート
の情報を表示します。
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clear lacp
Link Aggregation Control Protocol（LACP）チャネル グループのカウンタをクリアするには、clear
lacp 特権 EXEC コマンドを使用します。
clear lacp {channel-group-number counters | counters}

シンタックスの説明

channel-group-number
counters

（任意）チャネル グループ番号。指定できる範囲は 1 ～ 12 です。
トラフィックのカウンタをクリアします。

デフォルト

デフォルトは定義されていません。

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

clear lacp counters コマンドを使用することで、カウンタをすべてクリアできます。また、指定の
チャネル グループのカウンタのみをクリアする場合には、clear lacp channel-group-number counters
コマンドを使用します。

例

次の例では、すべてのチャネル グループ情報をクリアする方法を示します。
Switch# clear lacp counters

次の例では、グループ 4 の LACP トラフィックのカウンタをクリアする方法を示します。
Switch# clear lacp 4 counters

show lacp counters または show lacp 4 counters 特権 EXEC コマンドを入力すれば、情報が削除され
たかどうかを確認することができます。

関連コマンド

コマンド
show lacp

説明
LACP チャネル グループ情報を表示します。
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clear mac address-table
すべてのダイナミック MAC（メディア アクセス制御）アドレス、特定のダイナミック MAC アド
レス、特定のインターフェイス上のすべてのダイナミック アドレス、または特定の VLAN（仮想
LAN）上のすべてのダイナミック アドレスを MAC アドレス テーブルから削除するには、clear mac
address-table 特権 EXEC コマンドを使用します。このコマンドはまた MAC アドレス通知グローバ
ル カウンタもクリアします。
clear mac address-table {dynamic [address mac-addr | interface interface-id | vlan vlan-id] |
notification}

シンタックスの説明

dynamic

すべてのダイナミック MAC アドレスを削除します。

dynamic address mac-addr

（任意）指定されたダイナミック MAC アドレスを削除します。

dynamic interface interface-id

（任意）指定された物理ポートまたはポート チャネル上のすべて
のダイナミック MAC アドレスを削除します。

dynamic vlan vlan-id

（任意）指定された VLAN のすべてのダイナミック MAC アドレ
スを削除します。指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。

notification

履歴テーブルの通知をクリアし、カウンタをリセットします。

デフォルト

デフォルトは定義されていません。

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容
このコマンドが導入されました。

次の例では、ダイナミック アドレス テーブルから指定の MAC アドレスを削除する方法を示しま
す。

例

Switch# clear mac address-table dynamic address 0008.0070.0007

show mac address-table 特権 EXEC コマンドを入力すれば、情報が削除されたかどうかを確認する
ことができます。

関連コマンド

コマンド
mac address-table notification

説明

show mac address-table

MAC アドレス テーブルのスタティック エントリおよびダ
イナミック エントリを表示します。

show mac address-table notification

すべてのインターフェイスまたは指定されたインター
フェイスに対する MAC アドレス通知設定を表示します。

snmp trap mac-notification

特定のインターフェイス上の SNMP（簡易ネットワーク管
理プロトコル）MAC アドレス通知トラップをイネーブル
にします。

MAC アドレス通知機能をイネーブルにします。
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clear mac address-table move update
MAC（メディア アクセス制御）アドレス テーブル移行更新に関連するカウンタをクリアするには、
clear mac address-table move update 特権 EXEC コマンドを使用します。
clear mac address-table move update

シンタックスの説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

デフォルトは定義されていません。

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

リリース
12.2(25)SED

例

変更内容
このコマンドが導入されました。

次の例では、MAC アドレス テーブル移行更新に関連するカウンタをクリアする方法を示します。
Switch# clear mac address-table move update

show mac address-table move update 特権 EXEC コマンドを入力すれば、情報がクリアされたかどう
かを確認することができます。

関連コマンド

コマンド
mac address-table move update

説明

show mac address-table move update

スイッチの MAC アドレス テーブル移行更新情報を表示
します。

スイッチの MAC アドレス テーブル移行更新を設定しま
す。
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clear pagp
Port Aggregation Protocol（PAgP; ポート集約プロトコル）チャネル グループ情報をクリアするには、
clear pagp 特権 EXEC コマンドを使用します。
clear pagp {channel-group-number counters | counters}

シンタックスの説明

channel-group-number
counters

（任意）チャネル グループ番号。指定できる範囲は 1 ～ 12 です。
トラフィックのカウンタをクリアします。

デフォルト

デフォルトは定義されていません。

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

clear pagp counters コマンドを使用することで、カウンタをすべてクリアできます。また、指定の
チャネル グループのカウンタのみをクリアする場合には、clear pagp channel-group-number counters
コマンドを使用します。

例

次の例では、すべてのチャネル グループ情報をクリアする方法を示します。
Switch# clear pagp counters

次の例では、グループ 10 の PAgP トラフィックのカウンタをクリアする方法を示します。
Switch# clear pagp 10 counters

show pagp 特権 EXEC コマンドを入力すれば、情報が削除されたかどうかを確認することができま
す。

関連コマンド

コマンド
show pagp

説明
PAgP チャネル グループ情報を表示します。
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clear spanning-tree counters
スパニングツリーのカウンタをクリアするには、clear spanning-tree counters 特権 EXEC コマンド
を使用します。
clear spanning-tree counters [interface interface-id]

シンタックスの説明

interface interface-id

デフォルト

デフォルトは定義されていません。

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

（任意）指定のインターフェイス上にあるすべてのスパニングツリーのカ
ウンタをクリアします。有効なインターフェイスとしては、物理ポート、
VLAN（仮想 LAN）
、およびポート チャネルがあります。VLAN の使用範
囲は 1 ～ 4094 です。ポート チャネルの使用範囲は 1 ～ 12 です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

interface-id が指定されていない場合、すべてのインターフェイス上にあるスパニングツリーのカウ
ンタがクリアされます。

例

次の例では、すべてのインターフェイス上でスパニングツリーのカウンタをクリアする方法を示し
ます。
Switch# clear spanning-tree counters

関連コマンド

コマンド
show spanning-tree

説明
スパニングツリー ステート情報を表示します。
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clear spanning-tree detected-protocols
すべてのインターフェイス、または指定されたインターフェイスでプロトコル移行プロセスを再開
する（強制的に近接スイッチと再度ネゴシエートさせる）には、clear spanning-tree detected-protocols
特権 EXEC コマンドを使用します。
clear spanning-tree detected-protocols [interface interface-id]

シンタックスの説明

interface interface-id

デフォルト

デフォルトは定義されていません。

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

（任意）指定されたインターフェイスでプロトコル移行プロセスを再開し
ます。有効なインターフェイスとしては、物理ポート、VLAN（仮想 LAN）
、
およびポート チャネルがあります。VLAN の使用範囲は 1 ～ 4094 です。
ポート チャネルの使用範囲は 1 ～ 12 です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

Rapid Per-VLAN Spanning-Tree Plus（Rapid-PVST+）
プロトコル、または Multiple Spanning-Tree Protocol
（MSTP）が動作するスイッチは、組み込みのプロトコル移行機能をサポートしていて、802.1D のレ
ガシー スイッチと相互運用させることができます。Rapid-PVST+ スイッチまたは MSTP スイッチ
が、プロトコルのバージョンが 0 に設定されているレガシー 802.1D コンフィギュレーション Bridge
Protocol Data Unit（BPDU; ブリッジ プロトコル データ ユニット）を受信した場合は、そのインター
フェイス上で 802.1D BPDU だけを送信します。Multiple Spanning-Tree（MST）スイッチは、レガ
シ ー BPDU、別 の リ ー ジ ョ ン に 関 連 付 け ら れ た MST BPDU（バ ー ジ ョ ン 3）、ま た は Rapid
Spanning-Tree（RST）BPDU（バージョン 2）を受信したときは、そのインターフェイスがリージョ
ンの境界にあることを検知します。
ただし、それ以上 802.1D BPDU を受信しなければ、スイッチが自動的に Rapid-PVST+ または MSTP
モードに戻ることはありません。レガシー スイッチが指定スイッチでない場合、そのレガシー ス
イッチが削除されているかどうかを検知することはできません。この状況では、clear spanning-tree
detected-protocols コマンドを使用します。

例

次の例では、ポートでプロトコル移行プロセスを再開する方法を示します。
Switch# clear spanning-tree detected-protocols interface gigabitethernet1/0/1

関連コマンド

コマンド
show spanning-tree

説明

spanning-tree link-type

デフォルト リンクタイプの設定を上書きし、RST からフォワー
ディング ステートに移行する機能をイネーブルにします。

スパニングツリー ステート情報を表示します。
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clear vmps statistics
VLAN Query Protocol（VQP）クライアントが保持する統計情報をクリアするには、clear vmps
statistics 特権 EXEC コマンドを使用します。
clear vmps statistics

シンタックスの説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

デフォルトは定義されていません。

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

例

変更内容
このコマンドが導入されました。

次の例では、VLAN Membership Policy Server（VMPS; VLAN メンバシップ ポリシー サーバ）統計
情報をクリアする方法を示します。
Switch# clear vmps statistics

show vmps statistics 特権 EXEC コマンドを入力すれば、情報が削除されたかどうかを確認すること
ができます。

関連コマンド

コマンド
show vmps

説明
VQP バージョン、再確認間隔、再試行回数、VMPS IP アドレス、およ
び現在のサーバとプライマリ サーバを表示します。
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clear vtp counters
VLAN Trunking Protocol（VTP; VLAN トランキング プロトコル）およびプルーニング カウンタをク
リアするには、clear vtp counters 特権 EXEC コマンドを使用します。
clear vtp counters

シンタックスの説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

デフォルトは定義されていません。

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

例

変更内容
このコマンドが導入されました。

次の例では、VTP カウンタをクリアする方法を示します。
Switch# clear vtp counters

show vtp counters 特権 EXEC コマンドを入力すれば、情報が削除されたかどうかを確認することが
できます。

関連コマンド

コマンド
show vtp

説明
VTP 管理ドメイン、ステータス、カウンタの一般情報を表示します。
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cluster commander-address
このコマンドを入力する必要はありません。クラスタ コマンド スイッチは、スイッチがクラスタ
に加入した場合、MAC（メディア アクセス制御）アドレスをクラスタ メンバーのスイッチに自動
的に提供します。クラスタ メンバー スイッチは、この情報および他のクラスタ情報をその実行コ
ンフィギュレーション ファイルに追加します。デバッグまたはリカバリ手順の間だけスイッチをク
ラスタから削除する場合は、クラスタ メンバー スイッチ コンソール ポートから、このグローバル
コンフィギュレーション コマンドの no 形式を使用します。
cluster commander-address mac-address [member number name name vlan vlan-id]
no cluster commander-address

シンタックスの説明

mac-address

クラスタ コマンド スイッチの MAC アドレス

member number

（任意）設定されたクラスタ メンバー スイッチの番号。指定できる範囲は
0 ～ 15 です。

name name

（任意）設定されたクラスタの名前（最大 31 文字）

vlan vlan-id

（任意）コマンド スイッチとの通信に使用する VLAN（仮想 LAN）。指定
できる範囲は 1 ～ 4094 です。

デフォルト

このスイッチはどのクラスタのメンバーでもありません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

このコマンドは、クラスタ コマンド スイッチでのみ実行できます。
各クラスタ メンバーは、クラスタ コマンド スイッチを 1 つしか持てません。
クラスタ メンバー スイッチは、mac-address パラメータによりシステム リロード中にクラスタ コマ
ンド スイッチの ID を保持します。
あるクラスタ メンバー スイッチで no 形式を入力すれば、デバッグまたはリカバリ手順の間そのメ
ンバー スイッチをクラスタから削除することができます。通常は、メンバーがクラスタ コマンド
スイッチと通信ができなくなった場合にのみ、クラスタ メンバー スイッチ コンソール ポートから
このコマンドを入力することになります。通常のスイッチ構成では、クラスタ コマンド スイッチ
で no cluster member n グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力することによってのみ、
クラスタ メンバー スイッチを削除することを推奨します。
スタンバイ クラスタ コマンド スイッチがアクティブになった場合（クラスタ コマンド スイッチに
なった場合）、このスイッチは cluster commander-address 行をその設定から削除します。
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例

次の例では、実行中のクラスタ メンバーの設定から、その出力を一部示します。
Switch(config)# show running-configuration
（テキスト出力は省略）
cluster commander-address 00e0.9bc0.a500 member 4 name my_cluster
（テキスト出力は省略）

次の例では、クラスタ メンバー コンソールでクラスタからメンバーを削除する方法を示します。
Switch # configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# no cluster commander-address

show cluster 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド
show cluster

説明
スイッチが属するクラスタのステータスおよびサマリーを表示します。
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cluster discovery hop-count
候補スイッチの拡張検出用にホップ カウントの制限を設定するには、クラスタ コマンド スイッチ
上で cluster discovery hop-count グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。デ
フォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
cluster discovery hop-count number
no cluster discovery hop-count

シンタックスの説明

number

デフォルト

ホップ カウントは 3 に設定されます。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

クラスタ コマンド スイッチが候補の検出を制限するクラスタ エッジからの
ホップの数。指定できる範囲は 1 ～ 7 です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

このコマンドは、クラスタ コマンド スイッチでのみ実行できます。このコマンドは、クラスタ メ
ンバー スイッチでは機能しません。
ホップ カウントが 1 に設定された場合、拡張検出はディセーブルになります。クラスタ コマンド
スイッチは、クラスタのエッジから 1 ホップの候補だけを検出します。クラスタのエッジとは、最
後に検出されたクラスタのメンバー スイッチと最初に検出された候補スイッチの間の点です。

例

次の例では、ホップ カウント制限を 4 に設定する方法を示します。このコマンドは、クラスタ コ
マンド スイッチから実行されます。
Switch(config)# cluster discovery hop-count 4

show cluster 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド
show cluster

説明

show cluster candidates

候補スイッチのリストを表示します。

スイッチが属するクラスタのステータスおよびサマリーを表示しま
す。
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cluster enable
このコマンド対応スイッチをクラスタ コマンド スイッチとしてイネーブルにし、クラスタ名を割
り当て、任意でメンバー番号を割り当てるには、コマンド対応スイッチ上で cluster enable グロー
バル コンフィギュレーション コマンドを使用します。すべてのメンバーを削除して、このコマン
ド スイッチを候補スイッチにする場合は、このコマンドの no 形式を使用します。
cluster enable name [command-switch-member-number]
no cluster enable

シンタックスの説明

name

クラスタ名（最大 31 文字）。指定できる文字は、英数字、
ダッシュ、および下線です。

command-switch-member-number

デフォルト

（任意）
クラスタのクラスタ コマンド スイッチにメンバー番
号を割り当てます。指定できる範囲は 0 ～ 15 です。

このスイッチはクラスタ コマンド スイッチではありません。
クラスタ名は定義されません。
スイッチがクラスタ コマンド スイッチである場合、メンバー番号は 0 です。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

このコマンドは、どのクラスタにも属していない任意のコマンド対応スイッチ上で入力します。装
置がすでにクラスタのメンバーとして設定されている場合、コマンドはエラーとなります。
クラスタ コマンド スイッチをイネーブルにするときには、クラスタに名前を付けてください。ス
イッチがすでにクラスタ コマンド スイッチとして設定されており、クラスタ名が以前の名前と異
なっている場合、コマンドはクラスタ名を変更します。

例

次の例では、クラスタ コマンド スイッチをイネーブルにし、クラスタに名前を付け、クラスタ コ
マンド スイッチ メンバー番号を 4 に設定する方法を示します。
Switch(config)# cluster enable Engineering-IDF4 4

show cluster 特権 EXEC コマンドを入力することで、クラスタ コマンド スイッチ上で設定を確認す
ることができます。

関連コマンド

コマンド
show cluster

説明
スイッチが属するクラスタのステータスおよびサマリーを表示します。
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cluster holdtime
スイッチ（コマンドまたはクラスタ メンバー スイッチ）が、他のスイッチのハートビート メッセー
ジを受信しなくなってからそのスイッチのダウンを宣言するまでの期間を秒単位で設定するには、
cluster holdtime グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。期間をデフォルト値
に設定する場合は、このコマンドの no 形式を使用します。
cluster holdtime holdtime-in-secs
no cluster holdtime

シンタックスの説明

holdtime-in-secs

デフォルト

デフォルトのホールド時間は 80 秒です。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

スイッチ（コマンドまたはクラスタ メンバー スイッチ）が、他のスイッ
チのダウンを宣言するまでの期間（秒）
。
指定できる範囲は 1 ～ 300 秒です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

クラスタ コマンド スイッチ上でのみ、このコマンドと cluster timer グローバル コンフィギュレー
ション コマンドを入力してください。設定がクラスタ内のすべてのスイッチ間で一貫性を持つよ
う、クラスタ コマンド スイッチはこの値をそのすべてのクラスタ メンバーに伝播します。
ホールド時間は、通常インターバル タイマー（クラスタ タイマー）の倍数として設定されます。た
とえば、スイッチのダウンを宣言するまでには、（ホールド時間 / 間隔）（いずれも単位は秒）回の
ハートビート メッセージが連続して抜けます。

例

次の例では、クラスタ コマンド スイッチでインターバル タイマーおよび期間を変更する方法を示
します。
Switch(config)# cluster timer 3
Switch(config)# cluster holdtime 30

show cluster 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド
show cluster

説明
スイッチが属するクラスタのステータスおよびサマリーを表示します。
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cluster member
クラスタに候補を追加するには、クラスタ コマンド スイッチ上で cluster member グローバル コン
フィギュレーション コマンドを使用します。メンバーをクラスタから削除する場合は、このコマン
ドの no 形式を使用します。
cluster member [n] mac-address H.H.H [password enable-password] [vlan vlan-id]
no cluster member n

シンタックスの説明

n

クラスタ メンバーを識別する番号。指定できる範囲は 0 ～ 15 です。

mac-address H.H.H

クラスタ メンバー スイッチの MAC（メディア アクセス制御）アドレ
ス（16 進数）

password
enable-password

候補スイッチのパスワードをイネーブルにします。候補スイッチにパス
ワードがない場合、パスワードは必要ありません。

vlan vlan-id

（任意）クラスタ コマンド スイッチが候補をクラスタに追加するときに
使用される VLAN（仮想 LAN）ID。指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。

デフォルト

新しくイネーブルになったクラスタ コマンド スイッチには、関連するクラスタ メンバーはありま
せん。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

このコマンドは、候補をクラスタに追加したり、メンバーをクラスタから削除したりする場合にク
ラスタ コマンド スイッチでのみ入力することができます。このコマンドをクラスタ コマンド ス
イッチ以外のスイッチで入力すると、スイッチはコマンドを拒否し、エラー メッセージを表示しま
す。
スイッチをクラスタから削除する場合はメンバー番号を入力してください。ただし、スイッチをク
ラスタに追加する場合には、メンバー番号を入力する必要はありません。クラスタ コマンド スイッ
チは、次に利用可能なメンバー番号を選択し、これをクラスタに加入しているスイッチに割り当て
ます。
候補スイッチがクラスタに加入した場合には、認証を行うためにそのスイッチのイネーブル パス
ワードを入力してください。パスワードは、実行コンフィギュレーションまたはスタートアップ コ
ンフィギュレーションには保存されません。候補スイッチがクラスタのメンバーになったあと、そ
のパスワードはクラスタ コマンド スイッチ パスワードと同じになります。
スイッチが、設定されたホスト名を持たない場合、クラスタ コマンド スイッチは、メンバー番号
をクラスタ コマンド スイッチ ホスト名に追加し、これをクラスタ メンバー スイッチに割り当てま
す。
VLAN ID を指定していない場合、クラスタ コマンド スイッチは自動的に VLAN を選択し、候補を
クラスタに追加します。

Catalyst 3750 Metro スイッチ コマンド リファレンス

2-58

OL-9645-04-J

第2章

Catalyst 3750 Metro スイッチ Cisco IOS コマンド
cluster member

例

次の例では、スイッチをメンバー 2、MAC アドレス 00E0.1E00.2222、パスワード key としてクラス
タに追加する方法を示しています。クラスタ コマンド スイッチは、VLAN 3 を経由して候補をクラ
スタに追加します。
Switch(config)# cluster member 2 mac-address 00E0.1E00.2222 password key vlan 3

次の例では、MAC アドレス 00E0.1E00.3333 のスイッチをクラスタに追加する方法を示します。こ
のスイッチにはパスワードはありません。クラスタ コマンド スイッチは、次に利用可能なメンバー
番号を選択し、これをクラスタに加入しているスイッチに割り当てます。
Switch(config)# cluster member mac-address 00E0.1E00.3333

クラスタ コマンド スイッチで show cluster members 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確
認することができます。

関連コマンド

コマンド
show cluster

説明

show cluster candidates

候補スイッチのリストを表示します。

show cluster members

クラスタ メンバーに関する情報を表示します。

スイッチが属するクラスタのステータスおよびサマリーを表示し
ます。
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cluster outside-interface
クラスタの Network Address Translation（NAT; ネットワーク アドレス変換）の外部インターフェイ
スを設定し、IP アドレスのないメンバーがクラスタの外部にあるデバイスと通信できるようにする
には、cluster outside-interface グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。デフォ
ルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
cluster outside-interface interface-id
no cluster outside-interface

シンタックスの説明

interface-id

デフォルト

デフォルトの外部インターフェイスは、クラスタ コマンド スイッチによって自動的に選択されま
す。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

外部インターフェイスとして機能するインターフェイス。有効なインター
フェイスとしては、物理インターフェイス、ポート チャネル、または VLAN
があります。ポート チャネルの使用範囲は 1 ～ 12 です。VLAN の使用範囲
は 1 ～ 4094 です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

このコマンドは、クラスタ コマンド スイッチ上でのみ入力できます。クラスタ メンバー スイッチ
でコマンドを入力すると、エラー メッセージが表示されます。

例

次の例では、VLAN 1 に外部インターフェイスを設定する方法を示します。
Switch(config)# cluster outside-interface vlan 1

設定を確認するには、show running-config 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
show running-config

説明
稼働設定を表示します。構文情報については、次の URL の「Cisco IOS
Release 12.2 Command Reference」に表示されるページを参照してくださ
い。
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1835/prod_command_re
ference_list.html
「Cisco IOS Commands Master List, Release 12.2」を選択するとコマンド
が表示されます。
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cluster run
スイッチ上でクラスタリングをイネーブルにするには、cluster run グローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。スイッチでクラスタリングをディセーブルにする場合は、このコマ
ンドの no 形式を使用します。
cluster run
no cluster run

シンタックスの説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

すべてのスイッチでクラスタリングがイネーブルです。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

クラスタ コマンド スイッチで no cluster run コマンドを入力すると、クラスタ コマンド スイッチ
はディセーブルになります。クラスタリングはディセーブルになり、スイッチは候補スイッチにな
ることができません。
クラスタ メンバー スイッチで no cluster run コマンドを入力すると、このメンバー スイッチはクラ
スタから削除されます。クラスタリングはディセーブルになり、スイッチは候補スイッチになるこ
とができません。
クラスタに属していないスイッチで no cluster run コマンドを入力すると、クラスタリングはその
スイッチ上でディセーブルになります。このスイッチは候補スイッチになることができません。

例

次の例では、クラスタ コマンド スイッチでクラスタリングをディセーブルにする方法を示します。
Switch(config)# no cluster run

show cluster 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド
show cluster

説明
スイッチが属するクラスタのステータスおよびサマリーを表示します。
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cluster standby-group
既存の Hot Standby Router Protocol（HSRP; ホットスタンバイ ルータ プロトコル）にクラスタをバ
インドすることにより、クラスタ コマンド スイッチの冗長性をイネーブルにするには、cluster
standby-group グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。routing-redundancy キー
ワードを入力することで、同一の HSRP グループが、クラスタ コマンド スイッチの冗長性および
ルーティングの冗長性に対して使用できるようになります。デフォルト設定に戻すには、このコマ
ンドの no 形式を使用します。
cluster standby-group HSRP-group-name [routing-redundancy]
no cluster standby-group

シンタックスの説明

HSRP-group-name
routing-redundancy

クラスタにバインドされる HSRP グループの名前。グループ名は 32 文字
までです。
（任意）同一の HSRP スタンバイ グループをイネーブルにし、クラスタ コ
マンド スイッチの冗長性およびルーティングの冗長性に対して使用しま
す。

デフォルト

クラスタは、どの HSRP グループにもバインドされません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

このコマンドは、クラスタ コマンド スイッチ上でのみ入力できます。クラスタ メンバー スイッチ
でこれを入力すると、エラー メッセージが表示されます。
クラスタ コマンド スイッチは、クラスタ HSRP バインディング情報をすべてのクラスタ HSRP 対
応メンバーに伝播します。各クラスタ メンバー スイッチはバインディング情報を NVRAM（不揮
発性 RAM）に保存します。
HSRP グループ名は、有効なスタンバイ グループである必要があります。そうでない場合、エラー
が発生してコマンドが終了します。
クラスタにバインドする HSRP スタンバイ グループのすべてのメンバーに同じグループ名を使用
する必要があります。バインドされる HSRP グループのすべてのクラスタ HSRP 対応メンバーに同
じ HSRP グループ名を使用してください（クラスタを HSRP グループにバインドしない場合には、
クラスタのコマンド スイッチおよびメンバーに異なった名前を使用することができます）。
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例

次の例では、my_hsrp という名前の HSRP グループをクラスタにバインドする方法を示します。こ
のコマンドは、クラスタ コマンド スイッチ上から実行します。
Switch(config)# cluster standby-group my_hsrp

次の例では、ルーティングの冗長性およびクラスタの冗長性に対して my_hsrp という名前の HSRP
グループを使用する方法を示します。
Switch(config)# cluster standby-group my_hsrp routing-redundancy

次の例では、このコマンドがクラスタ コマンド スイッチから実行され、指定された HSRP スタン
バイ グループが存在しない場合のエラー メッセージを示します。
Switch(config)# cluster standby-group my_hsrp
%ERROR: Standby (my_hsrp) group does not exist

次の例では、このコマンドがクラスタ メンバー スイッチで実行された場合のエラー メッセージを
示します。
Switch(config)# cluster standby-group my_hsrp routing-redundancy
%ERROR: This command runs on a cluster command switch

show cluster 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。クラスタ内の冗
長性がイネーブルになっているかどうかは出力から確認できます。

関連コマンド

コマンド
standby ip

説明

show cluster

スイッチが属するクラスタのステータスおよびサマリーを表示します。

show standby

スタンバイ グループ情報を表示します。構文情報については、Cisco IOS
IP Command Reference, Volume 1 of 3:Addressing and Services, Release

インターフェイスで HSRP をイネーブルにします。構文情報について
は、Cisco IOS IP Command Reference, Volume 1 of 3:Addressing and
Services, Release 12.2 > IP Services Commands を選択してください。

12.2 > IP Services Commands を選択してください。
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cluster timer
ハートビート メッセージの間隔を秒単位で設定するには、cluster timer グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。デフォルト値の間隔を設定する場合は、このコマンドの no 形
式を使用します。
cluster timer interval-in-secs
no cluster timer

シンタックスの説明

interval-in-secs

デフォルト

8 秒間隔です。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

ハートビート メッセージ間の間隔（秒）。指定できる範囲は 1 ～ 300 秒で
す。

変更内容
このコマンドが導入されました。

このコマンドと cluster holdtime グローバル コンフィギュレーション コマンドは、クラスタ コマン
ド スイッチ上でのみ入力してください。設定がクラスタ内のすべてのスイッチ間で一貫性を持つよ
う、クラスタ コマンド スイッチはこの値をそのすべてのクラスタ メンバーに伝播します。
ホールド時間は通常ハートビート インターバル タイマー（クラスタ タイマー）の倍数として設定
されます。たとえば、スイッチのダウンを宣言するまでには、（ホールド時間 / 間隔）（いずれも単
位は秒）回のハートビート メッセージが連続して抜けます。

例

次の例では、クラスタ コマンド スイッチでハートビート間隔のタイマーおよび期間を変更する方
法を示します。
Switch(config)# cluster timer 3
Switch(config)# cluster holdtime 30

show cluster 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド
show cluster

説明
スイッチが属するクラスタのステータスおよびサマリーを表示します。
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define interface-range
インターフェイス範囲のマクロを作成するには、define interface-range グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。定義されたマクロを削除する場合は、このコマンドの no 形式
を使用します。
define interface-range macro-name interface-range
no define interface-range macro-name

シンタックスの説明

macro-name

インターフェイス範囲マクロの名前（最大 32 文字）

interface-range

インターフェイス範囲。インターフェイス範囲の有効値については、
「使
用上の注意事項」を参照してください。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

マクロ名は、最大 32 文字の文字列です。
マクロには、最大 5 つの範囲を含めることができます。
ある範囲内のすべてのインターフェイスは同じタイプ、つまり、すべてがファスト イーサネット
ポート、すべてがギガビット イーサネット ポート、すべてが EtherChannel ポート、またはすべて
が VLAN（仮想 LAN）のいずれかでなければなりません。ただし、マクロ内では複数のインター
フェイス タイプを組み合わせることができます。
interface-range を入力する場合は、次のフォーマットを使用します。
•

type {first-interface} - {last-interface}

•

interface-range を入力するときは、最初のインターフェイス番号とハイフンの間にスペースを
入れます。たとえば、fastethernet1/0/1 -5 ならば範囲は指定されますが、fastethernet1/0/1-5 で
は指定されません。

type および interface の有効値は次のとおりです。
•

vlan vlan-id（vlan-id の範囲が 1 ～ 4094）
VLAN インターフェイスを設定するには、interface vlan コマンドを使用する必要があります。
show running-config 特権 EXEC コマンドを使用すると、設定された VLAN インターフェイスを
表示することができます。show running-config コマンドで表示されない VLAN インターフェイ
スは、interface-range では使用できません。

•

port-channel port-channel-number（port-channel-number の範囲が 1 ～ 12）

•

fastethernet switch number（常に 1）/module/{first port} - {last port}

•

gigabitethernet switch number（常に 1）/module/{first port} - {last port}

物理インターフェイス
•

スイッチ番号は常に 1 です。
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•

モジュール番号は、10/100 ポートおよび標準 SFP モジュール スロットの場合 0、Enhanced
Services（ES）ポートの場合 1 です。

•

使用可能範囲は、type 1/module-number/number - number です（例：gigabitethernet 1/0/1 - 2）
。

範囲を定義するときは、ハイフン（-）の前にスペースが必要です。次に例を示します。
gigabitethernet1/0/1 - 2
複数の範囲を入力することもできます。複数の範囲を定義するときは、カンマ（,）の前の最初のエ
ントリのあとにスペースが必要です。カンマのあとのスペースは任意になります。次に例を示しま
す。
fastethernet1/0/3 , gigabitethernet1/0/1 - 2
fastethernet1/0/3 -4 , gigabitethernet1/0/1 - 2

例

次の例では、複数のインターフェイス マクロを作成する方法を示します。
Switch(config)# define interface-range macro1 fastethernet1/0/1 -2 , fastethernet1/0/5

関連コマンド

コマンド
interface range

説明

show running-config

稼働設定を表示します。構文情報については、次の URL の「Cisco IOS
Release 12.2 Command Reference」に表示されるページを参照してくださ
い。
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1835/prod_command_re
ference_list.html

複数のポートで 1 つのコマンドを同時に実行します。

「Cisco IOS Commands Master List, Release 12.2」を選択するとコマンド
が表示されます。
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delete
フラッシュ メモリ デバイス上のファイルまたはディレクトリを削除するには、delete 特権 EXEC コ
マンドを使用します。
delete [/force] [/recursive] filesystem:/file-url

シンタックスの説明

/force

（任意）削除を確認するプロンプトを抑制します。

/recursive

（任意）指定されたディレクトリおよびそのディレクトリに含まれるすべての
サブディレクトリおよびファイルを削除します。

filesystem:

フラッシュ ファイル システムのエイリアスです。
ローカル フラッシュ ファイル システムの構文：flash:

/file-url

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

削除するパス（ディレクトリ）およびファイル名

変更内容
このコマンドが導入されました。

/force キーワードを使用すると、削除プロセスにおいて削除の確認を要求するプロンプトが、最初
の 1 回のみとなります。
/force キーワードを指定せずに /recursive キーワードを使用すると、ファイルごとに削除の確認を
要求するプロンプトが表示されます。
プロンプト動作は、file prompt グローバル コンフィギュレーション コマンドの設定によって異な
ります。デフォルトでは、スイッチは、破壊的ファイル操作に関する確認をプロンプトで要求しま
す。このコマンドの詳細については、『Cisco IOS Command Reference』Release 12.2 を参照してくだ
さい。

例

次の例では、新しいイメージのダウンロードが正常に終了したあとに、古いソフトウェア イメージ
を含むディレクトリを削除する方法を示します。
Switch# delete /force /recursive flash:/old-image

dir filesystem: 特権 EXEC コマンドを入力すれば、ディレクトリが削除されたかどうかを確認するこ
とができます。

関連コマンド

コマンド
archive download-sw

説明
新しいイメージをスイッチにダウンロードし、既存のイメージを上書き
または保存します。
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deny
条件が一致した場合に、非 IP トラフィックの転送を回避するには、deny MAC（メディア アクセス
制御）アクセス リスト コンフィギュレーションコマンドを使用します。名前付き MAC アクセス
リストから拒否条件を削除する場合は、このコマンドの no 形式を使用します。
{deny | permit} {any | host src-MAC-addr | src-MAC-addr mask} {any | host dst-MAC-addr |
dst-MAC-addr mask} [type mask | aarp | amber | cos cos | dec-spanning | decnet-iv | diagnostic |
dsm | etype-6000 | etype-8042 | lat | lavc-sca | lsap lsap mask | mop-console | mop-dump | msdos |
mumps | netbios | vines-echo | vines-ip | xns-idp]
no {deny | permit} {any | host src-MAC-addr | src-MAC-addr mask} {any | host dst-MAC-addr |
dst-MAC-addr mask} [type mask | aarp | amber | cos cos | dec-spanning | decnet-iv | diagnostic |
dsm | etype-6000 | etype-8042 | lat | lavc-sca | lsap lsap mask | mop-console | mop-dump | msdos |
mumps | netbios | vines-echo | vines-ip | xns-idp]

シンタックスの説明

any

あらゆる送信元または宛先 MAC アドレスを拒否するために指定する
キーワード

host src MAC-addr |
src-MAC-addr mask

ホスト MAC アドレスおよびオプションのサブネット マスクを定義しま
す。パケットの送信元アドレスが定義されたアドレスに一致する場合、
そのアドレスからの非 IP トラフィックは拒否されます。

host dst-MAC-addr |
dst-MAC-addr mask

宛先 MAC アドレスおよびオプションのサブネット マスクを定義しま
す。パケットの宛先アドレスが定義されたアドレスに一致する場合、そ
のアドレスへの非 IP トラフィックは拒否されます。

type mask

（任意）Ethernet II または SNAP のカプセル化でパケットの Ethertype 番号
を使用し、パケットのプロトコルを識別します。
指定できる type の範囲は 0 ～ 65535 です（16 進数）。
mask は、一致テストの前に Ethertype に適用される don’t care ビットのマ
スクです。

aarp

（任意）データリンク アドレスをネットワーク アドレスにマッピングす
る Ethertype AppleTalk Address Resolution Protocol を選択します。

amber

（任意）EtherType DEC-Amber を選択します。

cos cos

（任意）0 ～ 7 の Class of Service（CoS; サービス クラス）番号を選択し、
プライオリティを設定します。CoS のフィルタリングはハードウェア内
でのみ実行可能です。cos オプションが設定されると、警告メッセージが
表示されます。

dec-spanning

（任意）EtherType Digital Equipment Corporation（DEC）スパニング ツリー
を選択します。

decnet-iv

（任意）EtherType DECnet Phase IV プロトコルを選択します。

diagnostic

（任意）EtherType DEC-Diagnostic を選択します。

dsm

（任意）EtherType DEC-DSM を選択します。

etype-6000

（任意）EtherType 0x6000 を選択します。

etype-8042

（任意）EtherType 0x8042 を選択します。

lat

（任意）EtherType DEC-LAT を選択します。

lavc-sca

（任意）EtherType DEC-LAVC-SCA を選択します。

lsap lsap-number mask

（任意）802.2 のカプセル化でパケットの LSAP 番号（0 ～ 65535）を使用
し、パケットのプロトコルを識別します。
mask は、一致テストの前に LSAP 番号に適用される don’t care ビットの
マスクです。
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（注）

mop-console

（任意）EtherType DEC-MOP Remote Console を選択します。

mop-dump

（任意）EtherType DEC-MOP Dump を選択します。

msdos

（任意）EtherType DEC-MSDOS を選択します。

mumps

（任意）EtherType DEC-MUMPS を選択します。

netbios

（任意）EtherType DEC-Network Basic Input/Output System（NETBIOS）を
選択します。

vines-echo

（任意）Banyan Systems による EtherType Virtual Integrated Network Service
（VINES）を選択します。

vines-ip

（任意）EtherType VINES IP を選択します。

xns-idp

（任意）
10 進数、
16 進数、
または 8 進数の任意の Ethertype である EtherType
Xerox Network Systems（XNS）プロトコル スイート（0 ～ 65535）を選択
します。

appletalk は、コマンドラインのヘルプ ストリングには表示されますが、一致条件としてサポート
されていません。

IPX トラフィックにフィルタをかける場合、使用される IPX のカプセル化タイプに応じて、type mask
または lsap lsap mask キーワードを使用します。Novell 専門用語および Cisco IOS 専門用語で指定の
IPX のカプセル化タイプのフィルタ条件は、表 2-4 にリストされています。
表 2-4

IPX のフィルタリング条件

IPX のカプセル化タイプ
Cisco IOS 名

Novell 名

フィルタ条件

arpa

Ethernet II

Ethertype 0x8137

snap

Ethernet-snap

Ethertype 0x8137

sap

Ethernet 802.2

LSAP 0xE0E0

novell-ether

Ethernet 802.3

LSAP 0xFFFF

デフォルト

このコマンドには、デフォルトはありません。ただし、名前付き MAC Access Control List（ACL; ア
クセス コントロール リスト）のデフォルト アクションは deny です。

コマンド モード

MAC アクセス リスト コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容
このコマンドが導入されました。
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使用上のガイドライン

mac access-list extended グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、MAC アクセス
リスト コンフィギュレーションモードを開始します。
host キーワードを使用した場合、アドレス マスクを入力できません。host キーワードを使用しない
場合は、アドレス マスクを入力する必要があります。
Access Control Entry（ACE; アクセス コントロール エントリ）が Access Control List（ACL; アクセス
コントロール リスト）に追加された場合、リストの最後には暗黙の deny-any-any 条件が存在しま
す。すなわち、一致がない場合にはパケットは拒否されます。ただし、最初の ACE が追加される
前に、リストはすべてのパケットを許可します。

（注）

名前付き MAC 拡張アクセス リストに関する詳細については、このリリースに対応するソフトウェ
ア コンフィギュレーション ガイドを参照してください。

次の例では、あらゆる送信元から MAC アドレス 00c0.00a0.03fa へ送信される、NETBIOS トラフィッ
クを拒否するための名前付き MAC 拡張アクセス リストを定義する方法を示します。このリストに
一致するトラフィックは拒否されます。

例

Switch(config-ext-macl)# deny any host 00c0.00a0.03fa netbios.

次の例では、名前付き MAC 拡張アクセス リストから拒否条件を削除する方法を示します。
Switch(config-ext-macl)# no deny any 00c0.00a0.03fa 0000.0000.0000 netbios.

次の例では、Ethertype 0x4321 のすべてのパケットを拒否しています。
Switch(config-ext-macl)# deny any any 0x4321 0

show access-lists 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド
mac access-list extended

説明

permit

条件が一致した場合に、非 IP トラフィックが転送されるのを許可
します。

show access-lists

スイッチで設定される ACL を表示します。

非 IP トラフィック用に MAC アドレス ベースのアクセス リストを
作成します。
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deny（ARP アクセス リスト コンフィギュレーション）
DHCP バインディングに対する照合に基づいて Address Resolution Protocol（ARP; アドレス解決プロ
トコル）パケットを拒否するには、スイッチ スタックまたはスタンドアロン スイッチで deny ARP
アクセス リスト コンフィギュレーションコマンドを使用します。アクセス リストから指定の
Access Control Entry（ACE; アクセス コントロール エントリ）を削除するには、このコマンドの no
形式を使用します。
deny {[request] ip {any | host sender-ip | sender-ip sender-ip-mask} mac {any | host sender-mac |
sender-mac sender-mac-mask} | response ip {any | host sender-ip | sender-ip sender-ip-mask} [{any
| host target-ip | target-ip target-ip-mask}] mac {any | host sender-mac | sender-mac
sender-mac-mask} [{any | host target-mac | target-mac target-mac-mask}]} [log]
no deny {[request] ip {any | host sender-ip | sender-ip sender-ip-mask} mac {any | host sender-mac |
sender-mac sender-mac-mask} | response ip {any | host sender-ip | sender-ip sender-ip-mask} [{any
| host target-ip | target-ip target-ip-mask}] mac {any | host sender-mac | sender-mac
sender-mac-mask} [{any | host target-mac | target-mac target-mac-mask}]} [log]
このコマンドは、スイッチが拡張マルチレイヤ イメージ（EMI）を実行している場合のみ使用でき
ます。

シンタックスの説明

request

（任意）ARP 要求の照合を定義します。request が指定されていない
場合、すべての ARP パケットに対して照合が実行されます。

ip

送信側 IP アドレスを指定します。

any

すべての IP または MAC アドレスを拒否します。

host sender-ip

指定された送信側 IP アドレスを拒否します。

sender-ip sender-ip-mask

指定された範囲の送信側 IP アドレスを拒否します。

mac

送信側 MAC アドレスを拒否します。

host sender-mac

特定の送信側 MAC アドレスを拒否します。

sender-mac sender-mac-mask

指定された範囲の送信側 MAC アドレスを拒否します。

response ip

ARP 応答の IP アドレス値を定義します。

host target-ip

指定されたターゲット IP アドレスを拒否します。

target-ip target-ip-mask

指定された範囲のターゲット IP アドレスを拒否します。

mac

ARP 応答の MAC アドレス値を拒否します。

host target-mac

指定されたターゲット MAC アドレスを拒否します。

target-mac target-mac-mask

指定された範囲のターゲット MAC アドレスを拒否します。

log

（任意）パケットが ACE と一致したときロギングします。

デフォルト

デフォルト設定はありません。ただし、ARP アクセス リストの最後に、暗黙の deny ip any mac any
コマンドがあります。

コマンド モード

ARP アクセス リスト コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(25)EY

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

deny コマンドを追加して、一致条件に基づいて ARP パケットを廃棄できます。
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次の例では、ARP アクセス リストを定義し、IP アドレスが 1.1.1.1 で MAC アドレスが 0000.0000.abcd
のホストからの ARP 要求と ARP 応答の両方を拒否する方法を示します。

例

Switch(config)# arp access-list static-hosts
Switch(config-arp-nacl)# deny ip host 1.1.1.1 mac host 0000.0000.abcd
Switch(config-arp-nacl)# end

show arp access-list 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド
arp access-list

説明

ip arp inspection filter vlan

スタティック IP アドレスを設定されたホストからの ARP 要求お
よび応答を許可します。

permit

DHCP バインディングとの照合に基づいて、ARP パケットを許可
します。

show arp access-list

ARP アクセス リストについての詳細情報を表示します。

ARP Access Control List（ACL; アクセス コントロール リスト）を
定義します。
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dot1x auth-fail max-attempts
ポートが制限付き VLAN（仮想 LAN）に変更される前に許可される最大認証試行回数を設定するに
は、dot1x auth-fail max-attempts インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用しま
す。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
dot1x auth-fail max-attempts max-attempts
no dot1x auth-fail max-attempts

シンタックスの説明

max-attempts

デフォルト

デフォルトの試行回数は 3 回です。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(25)SED

ポートが制限付き VLAN に変更される前に許可される最大認証試行回数
を指定します。指定できる範囲は 1 ～ 3 です。デフォルト値は 3 です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

VLAN で許可される最大認証試行回数を再設定する場合、変更が有効になるのは再認証タイマーが
期限切れになったあとです。

例

次の例では、ポート 3 の制限付き VLAN にポートが変更される前に許可される最大認証試行回数を
2 に設定する方法を示します。
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/3
Switch(config-if)# dot1x auth-fail max-attempts 2
Switch(config-if)# end
Switch(config)# end
Switch#

show dot1x [interface interface-id] 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができま
す。

関連コマンド

コマンド
dot1x auth-fail vlan [vlan id]

説明

dot1x max-reauth-req [count]

ポートが無許可ステートに移行する前に、スイッチが認証プ
ロセスを再開する最大回数を設定します。

show dot1x [interface interface-id]

指定されたポートの IEEE 802.1x の状態を表示します。

オプションの制限付き VLAN 機能をイネーブルにします。
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dot1x auth-fail vlan
ポート上の制限付き VLAN（仮想 LAN）をイネーブルにするには、dot1x auth-fail vlan インター
フェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマ
ンドの no 形式を使用します。
dot1x auth-fail vlan vlan-id
no dot1x auth-fail vlan vlan-id

シンタックスの説明

vlan-id

デフォルト

制限付き VLAN は設定されません。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(25)SED

使用上のガイドライン

VLAN を指定します。指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

次のように設定されたポート上では、制限付き VLAN を設定できます。
•

シングルホスト（デフォルト）モード

•

認証用 auto モード

再認証をイネーブルにする必要があります。再認証がディセーブルになっている場合、制限付き
VLAN のポートは再認証要求を受信しません。再認証プロセスを開始するには、制限付き VLAN が
リンクダウン イベントまたは Extensible Authentication Protocol（EAP）イベントをポートから受信
する必要があります。ホストがハブ経由で接続されている場合、そのホストが切断されているとき
はポートがリンクダウン イベントを受け取ることができず、その結果として、次の再認証試行が行
われるまで新しいホストを検出できません。
サプリカントが認証に失敗した場合、ポートは制限付き VLAN に移行し、EAP success メッセージ
がサプリカントに送信されます。サプリカントには実際の認証失敗が通知されないため、この制限
付きネットワーク アクセスについて混乱が生じる恐れがあります。EAP success メッセージは、次
の理由から送信されます。
•

EAP success メッセージが送信されない場合、サプリカントは 60 秒（デフォルト）ごとに
EAP-start メッセージを送信して認証を試行します。

•

一部のホスト（たとえば、Windows XP を実行しているデバイスなど）は、EAP success メッ
セージを受信するまで DHCP を実装できません。

サプリカントは、EAP success メッセージをオーセンティケータから受け取ったあと、ユーザ名と
パスワードの誤った組み合せをキャッシュし、再認証のたびにその情報を再利用することがありま
す。サプリカントがユーザ名とパスワードの正しい組み合わせを送信するまで、ポートは制限付き
VLAN のままになります。
レイヤ 3 ポートに使用される内部 VLAN は、制限付き VLAN として設定できません。
VLAN を制限付き VLAN と音声 VLAN の両方に設定することはできません。そのように設定する
と、Syslog メッセージが生成されます。
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制限付き VLAN ポートが無許可ステートになった場合、認証プロセスが再開されます。サプリカン
トが認証プロセスに再度失敗した場合、オーセンティケータは保持ステートで待機します。サプリ
カントが正常に再認証されたあと、すべての IEEE 802.1x ポートが再初期化され、通常の IEEE 802.1x
ポートとして扱われます。
制限付き VLAN を別の VLAN として再設定する場合、制限付き VLAN のポートも変更され、各ポー
トは現在の許可ステートのままになります。
制限付き VLAN を VLAN データベースからシャットダウンまたは削除すると、制限付き VLAN の
ポートはただちに無許可ステートとなり、認証プロセスが再開されます。制限付き VLAN のコン
フィギュレーションが存在しているため、オーセンティケータは保持ステートで待機しません。制
限付き VLAN が非アクティブになっている間、制限付き VLAN がアクティブになったときにポー
トがただちに制限付き VLAN に置かれるように、すべての認証試行がカウントされます。
制限付き VLAN は、単一ホスト モード（デフォルトのポート モード）でのみサポートされます。
このため、ポートが制限付き VLAN に置かれた場合、サプリカントの MAC（メディア アクセス制
御）アドレスが MAC アドレス テーブルに追加され、そのポートに表示される他の MAC アドレス
はセキュリティ違反として扱われます。

例

次の例では、ポート 1 に 制限付き VLAN を設定する方法を示します。
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# dot1x auth-fail vlan 40
Switch(config-if)# end
Switch(config)# end
Switch#

show dot1x [interface interface-id] 特権 EXEC コマンドを入力すれば、コンフィギュレーションを確
認することができます。

関連コマンド

コマンド
dot1x auth-fail max-attempts [max-attempts]
show dot1x [interface interface-id]

説明
サプリカントを制限付き VLAN に割り当てる前に
許可される認証試行回数を設定します。
指定されたポートの IEEE 802.1x の状態を表示しま
す。
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dot1x default
設定可能な 802.1x のパラメータをデフォルト値にリセットするには、dot1x default インターフェイ
ス コンフィギュレーション コマンドを使用します。
dot1x default

シンタックスの説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

デフォルト値は次のとおりです。
•

ポートごとの 802.1x プロトコルのイネーブル ステートはディセーブルです（強制認証）。

•

再認証の試行間隔の秒数は 3600 秒です。

•

定期的な再認証はディセーブルです。

•

待機時間は 60 秒です。

•

再伝送時間は 30 秒です。

•

最高再伝送回数は 2 回です。

•

ホスト モードはシングル ホストです。

•

クライアントのタイムアウト時間は 30 秒です。

•

認証サーバのタイムアウト時間は 30 秒です。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容
このコマンドが導入されました。

次の例では、設定可能な 802.1x パラメータをリセットする方法を示します。

例

Switch(config-if)# dot1x default

show dot1x [interface interface-id] 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができま
す。

関連コマンド

コマンド
show dot1x [interface interface-id]

説明
指定されたポートの 802.1x の状態を表示します。
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dot1x guest-vlan
アクティブな VLAN（仮想 LAN）を 802.1x のゲスト VLAN として指定するには、dot1x guest-vlan
インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、こ
のコマンドの no 形式を使用します。
dot1x guest-vlan vlan-id
no dot1x guest-vlan

シンタックスの説明

vlan-id

デフォルト

ゲスト VLAN は設定されません。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

アクティブな VLAN を 802.1x のゲスト VLAN として指定します。指定でき
る範囲は 1 ～ 4094 です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

ゲスト VLAN を設定する際、サーバに Extensible Authentication Protocol over LAN（EAPOL）の要求
または識別フレームの応答がなければ、802.1x に対応していないクライアントはゲスト VLAN に配
置されます。認証できない 802.1x 対応のクライアントは、ネットワークへのアクセスが認められま
せん。
ゲスト VLAN は、単一ホスト モードおよび複数ホスト モードの 802.1x ポート上でサポートされま
す。
スイッチは EAPOL パケットの履歴を保持します。リンクの存続時間内に別の EAPOL パケットが
インターフェイス上で検出された場合、ゲスト VLAN 機能はディセーブルになります。ポートがす
でにゲスト VLAN ステートである場合、ポートは無許可ステートに戻され、認証が再開されます。
EAPOL 履歴はリンクの損失でリセットされます。
dot1x guest-vlan supplicant グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力すると、この動作
がディセーブルになります。
スイッチ ポートがゲスト VLAN に移行すると、IEEE 802.1x 対応以外の任意の数のクライアントが、
アクセスを許可されます。IEEE 802.1x 対応のクライアントがゲスト VLAN が設定されたのと同じ
ポートに加入した場合、そのポートはユーザ設定のアクセス VLAN で無許可ステートになり、認証
が再開されます。
ゲスト VLAN は、単一ホスト モードおよび複数ホスト モードの IEEE 802.1x ポート上でサポート
されます。
RSPAN VLAN または音声 VLAN 以外、アクティブなすべての VLAN は、802.1x のゲスト VLAN と
して設定できます。ゲスト VLAN の機能は、内部 VLAN（ルーティング ポート）またはトランク
ポート上ではサポートされません。サポートされるのはアクセス ポートのみです。
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次の例では、VLAN 5 を 802.1x のゲスト VLAN として指定します。

例

Switch(config-if)# dot1x guest-vlan 5

show dot1x [interface interface-id] 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができま
す。

関連コマンド

コマンド
show dot1x [interface interface-id]

説明
指定されたポートの 802.1x の状態を表示します。
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dot1x host-mode
dot1x port-control インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを auto に設定された 802.1x
許可ポート上で、ホスト（クライアント）数を 1 つ、または複数に設定するには、dot1x host-mode
インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、こ
のコマンドの no 形式を使用します。
dot1x host-mode {multi-host | single-host}
no dot1x host-mode [multi-host | single-host]

シンタックスの説明

multi-host

スイッチ上で複数のホストをイネーブルにします。

single-host

スイッチ上で単一のホストをイネーブルにします。

デフォルト

デフォルト設定は、single-host モードです。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

802.1x 対応のポートを単一のクライアントに制限する場合、または 802.1x 対応ポートに複数のクラ
イアントを適用する場合にこのコマンドを使用します。複数ホストのモードでは、接続されたホス
トのうち 1 つが許可されれば、すべてのホストのネットワーク アクセスも許可されます。ポートが
無許可ステートになった場合（再認証が失敗した場合、または Extensible Authentication Protocol over
LAN [EAPOL]-Logoff メッセージを受信した場合）には、接続されたすべてのクライアントがネッ
トワーク アクセスを拒否されます。
このコマンドを入力する前に、使用するポート上で dot1x port-control インターフェイス コンフィ
ギュレーション コマンドが auto に設定されていることを確認してください。

例

次の例では、802.1x をグローバルにイネーブル化する方法、ポート上で 802.1x をイネーブルにする
方法、および複数ホスト モードをイネーブルにする方法を示します。
Switch(config)# dot1x system-auth-control
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# dot1x port-control auto
Switch(config-if)# dot1x host-mode multi-host

show dot1x [interface interface-id] 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができま
す。

関連コマンド

コマンド
show dot1x [interface interface-id]

説明
指定されたポートの 802.1x の状態を表示します。
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dot1x initialize
ポート上で新しく認証セッションを初期化する前に、指定の 802.1x 対応ポートを、手動で無許可ス
テートに戻すには、dot1x initialize 特権 EXEC コマンドを使用します。
dot1x initialize interface interface-id

シンタックスの説明

interface interface-id

デフォルト

デフォルト設定はありません。

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

ポートが初期化されます。

変更内容
このコマンドが導入されました。

このコマンドを使用し、802.1x の状態にあるマシンを初期化することで、認証環境を新規に設定し
ます。このコマンドを入力したあと、ポートの状態は無許可になります。
このコマンドに no 形式はありません。

例

次の例では、ポートを手動で初期化する方法を示します。
Switch# dot1x initialize interface gigabitethernet1/0/2

show dot1x [interface interface-id] 特権 EXEC コマンドを入力すれば、無許可のポートの状態を確認
することができます。

関連コマンド

コマンド
show dot1x [interface interface-id]

説明
指定されたポートの 802.1x の状態を表示します。
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dot1x max-reauth-req
ポートが無許可ステートに移行する前に、スイッチが認証プロセスを再開する最大回数を設定する
には、dot1x max-reauth-req インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。デ
フォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
dot1x max-reauth-req count
no dot1x max-reauth-req

シンタックスの説明

count

デフォルト

デフォルトは 2 回です。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(25)EY

ポートが無許可ステートに移行する前に、スイッチが認証プロセスを再開す
る回数。指定できる範囲は 1 ～ 10 です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

このコマンドのデフォルト値は、リンクの信頼性が低下した場合や、特定のクライアントおよび認
証サーバの動作に問題がある場合など、異常な状況に対する調整を行う必要があるときに限って変
更してください。

例

次の例では、ポートが無許可ステートに移行する前に、スイッチが認証プロセスを再開する回数を
4 に設定する方法を示します。
Switch(config-if)# dot1x max-reauth-req 4

show dot1x [interface interface-id] 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができま
す。

関連コマンド

コマンド
dot1x max-req

説明

dot1x timeout tx-period

スイッチが EAP-Request/Identity フレームに対するクライア
ントからの応答を待ち、要求を再送信するまでの秒数を設定
します。

show dot1x [interface interface-id]

指定されたポートの 802.1x の状態を表示します。

スイッチが認証プロセスを再開する前に、
（応答を受信しな
かった場合に）Extensible Authentication Protocol（EAP）フレー
ムを認証サーバに転送する最大回数を設定します。

Catalyst 3750 Metro スイッチ コマンド リファレンス
OL-9645-04-J

2-81

第2章

Catalyst 3750 Metro スイッチ Cisco IOS コマンド

dot1x max-req

dot1x max-req
スイッチが認証プロセスを再開する前に（応答を受信しないことが前提）、Extensible Authentication
Protocol（EAP）フレームを認証サーバからクライアントに送信する最大回数を設定するには、dot1x
max-req インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。デフォルト設定に戻す
には、このコマンドの no 形式を使用します。
dot1x max-req count
no dot1x max-req

シンタックスの説明

count

デフォルト

デフォルトは 2 回です。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

スイッチが認証プロセスを再開する前に、EAP フレームを認証サーバから送
信する回数。指定できる範囲は 1 ～ 10 です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

このコマンドのデフォルト値は、リンクの信頼性が低下した場合や、特定のクライアントおよび認
証サーバの動作に問題がある場合など、異常な状況に対する調整を行う必要があるときに限って変
更してください。

例

次の例では、スイッチが認証プロセスを再始動する前に、EAP フレームを送信する回数として 5 を
設定する方法を示します。
Switch(config-if)# dot1x max-req 5

show dot1x [interface interface-id] 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができま
す。

関連コマンド

コマンド
dot1x timeout tx-period

説明

show dot1x [interface interface-id]

指定されたポートの 802.1x の状態を表示します。

スイッチが EAP-Request/Identity フレームに対するクライア
ントからの応答を待ち、要求を再送信するまでの秒数を設定
します。
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dot1x port-control
ポートの許可ステートを手動で制御するには、dot1x port-control インターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用し
ます。
dot1x port-control {auto | force-authorized | force-unauthorized}
no dot1x port-control

シンタックスの説明

auto

ポート上で 802.1x 認証をイネーブルにし、スイッチおよびクライアント間
の 802.1x 認証交換に基づきポートを許可または無許可ステートに移行さ
せます。

force-authorized

ポート上で 802.1x 認証をディセーブルにし、認証情報の交換を必要とせず
に、ポートを許可ステートに移行させます。ポートはクライアントとの
802.1x ベース認証を行わずに、通常のトラフィックを送受信します。

force-unauthorized

クライアントからの認証試行をすべて無視し、ポートを強制的に無許可ス
テートに移行させることによって、このポート経由のすべてのアクセスを
拒否します。スイッチはポートを通してクライアントに認証サービスを提
供することができません。

デフォルト

デフォルトの設定は force-authorized です。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

指定のポート上で 802.1x をイネーブルにする前に、dot1x system-auth-control グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用し、スイッチ上の 802.1x をグローバルにイネーブルにする必要が
あります。
802.1x プロトコルは、レイヤ 2 のスタティック アクセス ポート、音声 VLAN（仮想 LAN）のポー
ト、およびレイヤ 3 のルーティング ポート上でサポートされます。
ポートが、次の項目の 1 つとして設定されていない場合に auto キーワードを使用することができ
ます。
•

トランク ポート ― トランク ポートで 802.1x をイネーブルにしようとすると、エラー メッセー
ジが表示され、802.1x はイネーブルになりません。802.1x 対応ポートをトランクに変更しよう
としても、エラー メッセージが表示され、ポート モードは変更されません。

•

ダイナミック ポート ― ダイナミック モードのポートは、ネイバーとトランク ポートへの変更
をネゴシエートする場合があります。ダイナミック ポートで 802.1x をイネーブルにしようと
すると、エラー メッセージが表示され、802.1x はイネーブルになりません。802.1x 対応ポート
をダイナミックに変更しようとしても、エラー メッセージが表示され、ポート モードは変更
されません。

•

ダイナミック アクセス ポート ― ダイナミック アクセス（VLAN Query Protocol [VQP]）ポート
で 802.1x をイネーブルにしようとすると、エラー メッセージが表示され、802.1x はイネーブ
ルになりません。802.1x 対応ポートを変更してダイナミック VLAN を割り当てようとしても、
エラー メッセージが表示され、VLAN 設定は変更されません。
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•

EtherChannel ポート ― ポートで 802.1x をイネーブルにする前に、EtherChannel から削除する必
要があります。EtherChannel または EtherChannel 内のアクティブなポート上で 802.1x をイネー
ブルにしようとすると、エラー メッセージが表示され、802.1x はイネーブルになりません。ま
だアクティブになっていない EtherChannel 上のポートで 802.1x をイネーブルにしても、その
ポートは EtherChannel に加入しません。

•

Switched Port Analyzer（SPAN; スイッチド ポート アナライザ）および Remote SPAN（RSPAN）
の宛先ポート ― SPAN または RSPAN の宛先ポート上の 802.1x をイネーブルにできます。ただ
し、SPAN または RSPAN の宛先としてポートが削除されないかぎり、802.1x はディセーブル
です。SPAN または RSPAN 送信元ポートでは 802.1x をイネーブルにすることができます。

スイッチ上で、802.1x をグローバルにディセーブルにする場合、no dot1x system-auth-control グロー
バル コンフィギュレーション コマンドを使用します。特定のポート上で、802.1x をディセーブル
にする場合、no dot1x port-control インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用しま
す。

次の例では、ポートで 802.1x をイネーブルにする方法を示します。

例

Switch(config)# interface fastethernet1/0/1
Switch(config-if)# dot1x port-control auto

show dot1x [interface interface-id] 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができま
す。

関連コマンド

コマンド
show dot1x [interface interface-id]

説明
指定されたポートの 802.1x の状態を表示します。
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dot1x re-authenticate
指定された 802.1ｘ 対応ポートの再認証を手動で開始するには、dot1x re-authenticate 特権 EXEC コ
マンドを使用します。
dot1x re-authenticate interface interface-id

シンタックスの説明

interface interface-id

デフォルト

デフォルト設定はありません。

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

再認証するポート

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用すれば、再認証（re-authperiod）および自動再認証の間に設定した秒数を待つ
ことなくクライアントを再認証することができます。

例

次の例では、ポートに接続されたデバイスを手動で再認証する方法を示します。
Switch# dot1x re-authenticate interface fastethernet1/0/1
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dot1x reauthentication
定期的なクライアントの再認証をイネーブルにするには、dot1x reauthentication インターフェイス
コンフィギュレーション コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no
形式を使用します。
dot1x reauthentication
no dot1x reauthentication

シンタックスの説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

定期的な再認証はディセーブルです。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

dot1x timeout reauth-period インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して、定期
的に再認証を行う間隔の時間量を設定します。

例

次の例では、クライアントの定期的な再認証をディセーブルにする方法を示します。
Switch(config-if)# no dot1x reauthentication

次の例では、定期的な再認証をイネーブルにし、再認証の間隔を 4000 秒に設定する方法を示しま
す。
Switch(config-if)# dot1x reauthentication
Switch(config-if)# dot1x timeout reauth-period 4000

show dot1x [interface interface-id] 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができま
す。

関連コマンド

コマンド
dot1x timeout reauth-period

説明

show dot1x [interface interface-id]

指定されたポートの 802.1x の状態を表示します。

再認証の間隔（秒）を指定します。
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dot1x system-auth-control
802.1x をグローバルにイネーブルにするには、dot1x system-auth-control グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用し
ます。
dot1x system-auth-control
no dot1x system-auth-control

シンタックスの説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

802.1x はディセーブルです。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

802.1x をグローバルにイネーブルにする前に、Authentication, Authorization, Accounting（AAA; 認証、
認可、アカウンティング）をイネーブルにし、認証方式のリストを指定する必要があります。方式
のリストには、ユーザを認証するために照会する順番と認証方式が記載されています。

例

次の例では、スイッチ上で 802.1x をグローバルにイネーブルにする方法を示します。
Switch(config)# dot1x system-auth-control

show dot1x [interface interface-id] 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができま
す。

関連コマンド

コマンド
dot1x port-control

説明

show dot1x [interface interface-id]

指定されたポートの 802.1x の状態を表示します。

ポートの許可ステートの手動制御をイネーブルにします。
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dot1x timeout
802.1x のタイマーを設定するには、dot1x timeout インターフェイス コンフィギュレーション コマ
ンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
dot1x timeout {quiet-period seconds | reauth-period seconds | server-timeout seconds | supp-timeout
seconds | tx-period seconds}
no dot1x timeout {quiet-period | reauth-period | server-timeout | supp-timeout | tx-period}

シンタックスの説明

デフォルト

quiet-period seconds

スイッチがクライアントとの認証情報の交換に失敗したあと、待機状態
を続ける秒数。指定できる範囲は 1 ～ 65535 です。

reauth-period seconds

再認証の間隔（秒）。指定できる範囲は 1 ～ 65535 です。

server-timeout seconds

認証サーバに対して、スイッチのパケット再送信を待機する秒数。指定
できる範囲は 30 ～ 65535 です。

supp-timeout seconds

802.1x クライアントに対して、スイッチのパケット再送信を待機する秒
数。指定できる範囲は 30 ～ 65535 です。

tx-period seconds

スイッチが EAP-Request/Identity フレームに対するクライアントからの
応答を待ち、要求を再送信するまでの秒数。指定できる範囲は 1 ～ 65535
です。

デフォルトの設定は次のとおりです。
reauth-period は 3600 秒です。
quiet-period は 60 秒です。
tx-period は 30 秒です。
supp-timeout は 30 秒です。
server-timeout は 30 秒です。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容

12.2(40)SE

tx-period の秒数範囲が適切ではありません。適切な範囲は 1 ～ 65535 で
す。

使用上のガイドライン

このコマンドが導入されました。

このコマンドのデフォルト値は、リンクの信頼性が低下した場合や、特定のクライアントおよび認
証サーバの動作に問題がある場合など、異常な状況に対する調整を行う必要があるときに限って変
更してください。
dot1x reauthentication インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して定期的な再
認証をイネーブルにしただけの場合、dot1x timeout reauth-period インターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドは、スイッチの動作に影響します。
待機時間の間、スイッチはどのような認証要求も受け付けず、開始もしません。デフォルトよりも
小さい値を入力することによって、ユーザへの応答時間を短縮できます。
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例

次の例では、定期的な再認証をイネーブルにし、再認証の間隔を 4000 秒に設定する方法を示しま
す。
Switch(config-if)# dot1x reauthentication
Switch(config-if)# dot1x timeout reauth-period 4000

次の例では、スイッチの待機時間を 30 秒に設定する方法を示します。
Switch(config-if)# dot1x timeout quiet-period 30

次の例では、スイッチから認証サーバへの再送信時間を 25 秒に設定する方法を示します。
Switch(config)# dot1x timeout server-timeout 25

次の例では、EAP request フレームに対するスイッチからクライアントへの再送信時間を 25 秒に設
定する方法を示します。
Switch(config-if)# dot1x timeout supp-timeout 25

次の例では、スイッチが EAP-Request/Identity フレームに対するクライアントからの応答を待ち、要
求を再送信するまでの時間を 60 秒に設定する方法を示します。
Switch(config-if)# dot1x timeout tx-period 60

show dot1x 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド
dot1x max-req

説明

dot1x reauthentication

クライアントの定期的再認証をイネーブルにします。

show dot1x

すべてのポートの 802.1x の状態を表示します。

スイッチが、認証プロセスを再始動する前に、EAP-Request/Identity
フレームを送信する最高回数を設定します。
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duplex
ファスト イーサネットおよびギガビット イーサネット ポートのデュプレックス モードを指定する
には、duplex インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。ポートをデフォ
ルト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
duplex {auto | full | half}
no duplex

シンタックスの説明

auto

自動によるデュプレックス設定をイネーブルにします（接続されたデバイス モー
ドにより、ポートが自動的に全二重モードか半二重モードかを判断します）。

full

全二重モードをイネーブルにします。

half

半二重モードをイネーブルにします（ファスト イーサネットのポートのみ）。

ファスト イーサネット ポートおよび 1000BASE-T Small Form-Factor Pluggable（SFP; 着脱可能小型
フォーム ファクタ）モジュールのデフォルトは auto です。

デフォルト

100BASE-FX MMF SFP モジュールのデフォルトは half です。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容

12.2(25)EY

100BASE-FX SFP モジュール用に、half キーワードのサポートが追加され
ました。

使用上のガイドライン

このコマンドが導入されました。

ファスト イーサネット ポートでは、接続されたデバイスがデュプレックス パラメータをオートネ
ゴシエートしない場合にポートを auto に設定すると、half を指定するのと同じ効果があります。
ギガビット イーサネット ポートでは、接続されたデバイスがデュプレックス パラメータをオート
ネゴシエートしない場合にポートを auto に設定すると、full を指定するのと同じ効果があります。
一部のポートによっては、全二重または半二重に設定することができます。このコマンドの適用可
能性は、スイッチが接続されているデバイスによって異なります。
両方のラインの終端が自動ネゴシエーションをサポートしている場合、デフォルトの自動ネゴシ
エーションを使用することを強く推奨します。片方のインターフェイスが自動ネゴシエーションを
サポートし、もう片方がサポートしていない場合、両方のインターフェイス上でデュプレックスと
速度を設定し、サポートされている側で auto の設定を使用してください。
速度が auto に設定されている場合、スイッチはリンクの反対側のデバイスと速度設定についてネ
ゴシエートし、速度をネゴシエートされた値に強制的に設定します。デュプレックス設定はリンク
の両端での設定が引き継がれますが、これにより、デュプレックス設定に矛盾が生じることがあり
ます。
10/100 Mbps ポートの場合、速度とデュプレックスの両方を特定の値に設定すると、リンクはネゴ
シエートされた速度とデュプレックス値で動作します。
10/100/1000 Mbps ポートの場合、速度とデュプレックスの両方を特定の値に設定すると、自動ネゴ
シエーションはディセーブルになります。
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Cisco IOS Release 12.2(25)EY 以降では、速度が auto に設定されている場合、デュプレックス設定を
行うことが可能です。
このコマンドは、1000BASE-T SFP モジュールまたは 100BASE-FX MMF SFP モジュールがポートに
搭載されていない場合、SFP モジュール ポートでは使用できません。他のすべての SFP モジュール
は全二重モードでのみ動作します。
•

1000BASE-T SFP モジュールが SFP モジュール ポートに搭載されている場合は、デュプレック
ス モードを auto または full に設定することができます。

•

100BASE-T SFP モジュールが SFP モジュール ポートに搭載されている場合は、デュプレック
ス モードを half または full に設定することができます。auto キーワードを使用できる場合で
も、100BASE-FX SFP モジュールは自動ネゴシエーションをサポートしないため、インターフェ
イスは半二重モード（デフォルト）になります。

（注） 100BASE-FX SFP モジュールは、ES ポートでサポートされません。

注意

インターフェイスの速度およびデュプレックス モードの設定を変更することで、再設定の間、イ
ンターフェイスのシャットダウンとインターフェイスの再イネーブル化が発生する場合がありま
す。

スイッチの速度およびデュプレックスのパラメータの設定に関する注意事項は、このリリースに対
応するソフトウェア コンフィギュレーション ガイドの「Configuring Interface Characteristics」の章
を参照してください。

例

次の例では、全二重で動作するようポートを設定する方法を示します。
Switch(config)# interface fastethernet1/0/11
Switch(config-if)# duplex full

設定を確認するには、show interfaces 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
show interfaces

説明

speed

10/100 または 10/100/1000 Mbps インターフェイスの速度を設定します。

スイッチのインターフェイスの設定を表示します。
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errdisable detect cause
特定の原因、またはすべての原因に対して、errdisable 検出をイネーブルにするには、errdisable
detect cause グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。errdisable 検出の機能を
ディセーブルにする場合は、このコマンドの no 形式を使用します。
errdisable detect cause {all | dtp-flap | gbic-invalid | l2ptguard| link-flap | loopback | pagp-flap}
no errdisable detect cause {all | dtp-flap | gbic-invalid | l2ptguard | link-flap | loopback | pagp-flap}

シンタックスの説明

all

すべての errdisable の原因に対して、エラー検出をイネーブルにします。

dtp-flap

Dynamic Trunking Protocol（DTP; ダイナミック トランキング プロトコル）フ
ラップのエラー検出をイネーブルにします。

gbic-invalid

（注）

無効な GBIC（ギガビット インターフェイス コンバータ）に対して、エラー
検出をイネーブルにします。このエラーは、無効な Small Form-Factor Pluggable
（SFP; 着脱可能小型フォーム ファクタ）モジュール インターフェイスが原因
です。

l2ptguard

レイヤ 2 プロトコル トンネルの errdisable の原因に対して、エラー検出をイ
ネーブルにします。

link-flap

リンクステートのフラップに対して、エラー検出をイネーブルにします。

loopback

検出されたループバックに対して、エラー検出をイネーブルにします。

pagp-flap

Port Aggregation Protocol（PAgP; ポート集約プロトコル）フラップ errdisable の
原因に対してエラー検出をイネーブルにします。

dhcp-rate-limit キーワードは、コマンドラインのヘルプ ストリングには表示されていますが、サ
ポートされていません。

デフォルト

検出はすべての原因に対してイネーブルです。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

原因（dtp-flap、gbic-invalid、l2ptguard、link-flap、loopback、および pagp-flap）は、errdisable ス
テートが発生した理由です。原因がインターフェイス上で検出された場合、インターフェイスは
errdisable ステートとなり、リンクダウン ステートに類似した動作ステートとなります。
この原因に対して、errdisable recovery グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力し、原
因の回復メカニズムを設定した場合、インターフェイスは errdisable ステートから抜け出し、すべ
ての原因がタイムアウトになったときに動作を再開します。回復メカニズムを設定していない場
合、shutdown および no shutdown コマンドを入力し、errdisable ステートから手動でインターフェ
イスを回復させる必要があります。
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例

次の例では、リンクフラップ errdisable 原因の errdisable 検出をイネーブルにする方法を示します。
Switch(config)# errdisable detect cause link-flap

show errdisable detect 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド
show errdisable detect

説明

show interfaces status err-disabled

インターフェイスのステータスまたは errdisable ステー
トにあるインターフェイスのリストを表示します。

errdisable の検出情報を表示します。
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errdisable recovery
回復メカニズムの変数を設定するには、errdisable recovery グローバル コンフィギュレーション コ
マンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
errdisable recovery {cause {all | arp-inspection | bpduguard | channel-misconfig | dtp-flap |
gbic-invalid | l2ptguard| link-flap | loopback | pagp-flap | psecure-violation | security-violation |
udld | vmps} | {interval interval}
no errdisable recovery {cause {all |arp-inspection | bpduguard | channel-misconfig | dtp-flap |
gbic-invalid | l2ptguard| link-flap | loopback | pagp-flap | psecure-violation | security-violation |
udld | vmps} | {interval interval}

シンタックスの説明

cause

errdisable をイネーブルにして、特定の原因から回復します。

all

すべての errdisable 原因から回復するタイマーをイネーブルにします。

arp-inspection

ダイナミック Address Resolution Protocol（ARP; アドレス解決プロトコル）
インスペクションのエラー検出をイネーブルにします。

bpduguard

Bridge Protocol Data Unit
（BPDU; ブリッジ プロトコル データ ユニット）ガー
ド errdisable ステートから回復するタイマーをイネーブルにします。

channel-misconfig

EtherChannel 設定ミス errdisable ステートから回復するタイマーをイネーブ
ルにします。

dtp-flap

Dynamic Trunking Protocol（DTP; ダイナミック トランキング プロトコル）
フラップ errdisable ステートから回復するタイマーをイネーブルにします。

gbic-invalid

無効な GBIC（ギガビット インターフェイス コンバータ）errdisable ステー
トから回復するタイマーをイネーブルにします。このエラーは、無効な
Small Form-Factor Pluggable（SFP; 着脱可能小型フォーム ファクタ）インター
フェイス状態であることが原因です。

l2ptguard

レイヤ 2 プロトコル トンネルの errdisable ステートから回復するタイマー
をイネーブルにします。

link-flap

リンクフラップ errdisable ステートから回復するタイマーをイネーブルにし
ます。

loopback

ループバック errdisable ステートから回復するタイマーをイネーブルにしま
す。

pagp-flap

Port Aggregation Protocol（PAgP; ポート集約プロトコル）フラップ errdisable
ステートから回復するタイマーをイネーブルにします。

psecure-violation

ポート セキュリティ違反ディセーブル ステートから回復するタイマーを
イネーブルにします。

security-violation

802.1x の違反ディセーブル ステートから回復するタイマーをイネーブルに
します。

udld

UniDirectional Link Detection（UDLD; 単方向リンク検出）errdisable ステート
から回復するタイマーをイネーブルにします。

vmps

VLAN Membership Policy Server（VMPS; VLAN メンバシップ ポリシー サー
バ）errdisable ステートから回復するタイマーをイネーブルにします。

interval interval

指定された errdisable ステートから回復する時間を指定します。指定できる
範囲は 30 ～ 86400 秒です。すべての原因に同じ間隔が適用されます。デ
フォルト間隔は 300 秒です。

（注）

errdisable recovery のタイマーは、設定された間隔値からランダムな
差で初期化されます。実際のタイムアウト値と設定された値の差
は、設定された間隔の 15% まで認められます。
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（注）

デフォルト

dhcp-rate-limit、unicast-flood、および channel-misconfig キーワードは、コマンドラインのヘルプ
ストリングには表示されていますが、サポートされていません。

すべての原因に対して回復はディセーブルです。
デフォルトの回復間隔は 300 秒です。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容

12.2(25)EY

arp-inspection キーワードが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドが導入されました。

原因（bpduguard、dtp-flap、gbic-invalid、l2ptguard、link-flap、loopback、pagp-flap、psecure-violation、
security-violation、udld、および vmps）は、errdisable ステートが発生した理由として定義されます。
原因がインターフェイス上で検出された場合、インターフェイスは errdisable ステートとなり、リ
ンクダウン ステートに類似した動作ステートとなります。その原因に対して errdisable の回復をイ
ネーブルにしない場合、インターフェイスは、shutdown および no shutdown インターフェイス コ
ンフィギュレーション コマンドが入力されるまで、errdisable ステートに置かれます。原因の回復
をイネーブルにした場合、インターフェイスは errdisable ステートから抜け出し、すべての原因が
タイムアウトになったときに動作を再開できるようになります。
それを行わない場合、手動でインターフェイスを errdisable ステートから回復するには、まず
shutdown コマンドを入力し、次に no shutdown コマンドを入力します。

例

次の例では、BPDU ガード errdisable 原因に対して回復タイマーをイネーブルにする方法を示しま
す。
Switch(config)# errdisable recovery cause bpduguard

次の例では、タイマーを 500 秒に設定する方法を示します。
Switch(config)# errdisable recovery interval 500

show errdisable recovery 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド
show etherchannel

説明

show interfaces status err-disabled

インターフェイスのステータスまたは errdisable ステート
にあるインターフェイスのリストを表示します。

errdisable の回復タイマー情報を表示します。
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ethernet evc
Ethernet Virtual Connection（EVC; イーサネット仮想接続）を定義し、EVC コンフィギュレーション
モードを開始するには、ethernet evc グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。
EVC を削除する場合は、このコマンドの no 形式を使用します。
ethernet evc evc-id
no ethernet evc evc-id

シンタックスの説明

evc-id

デフォルト

EVC は定義されません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(25)SEG

使用上のガイドライン

EVC の ID。1 ～ 100 文字の文字列に設定できます。

変更内容
このコマンドが導入されました。

ethernet evc evc-id コマンドを入力すると、スイッチが EVC コンフィギュレーションモードに入り、
次のコンフィギュレーションコマンドが使用可能になります。
•

default：EVC をデフォルト ステートに設定します。

•

exit：EVC コンフィギュレーションモードを終了し、グローバル コンフィギュレーション モー
ドに戻ります。

•

no：コマンドを無効にする、またはデフォルト設定に戻します。

•

oam protocol cfm svlan：イーサネット Operation, Administration, and Maintenance（OAM）プロト
コルを IEEE 802.1ag Connectivity Fault Management（CFM）およびパラメータを設定します。oam
protocol cfm svlan コマンドを参照してください。

•

uni count：EVC の User Network Interface（UNI; ユーザネットワーク インターフェイス）カウ
ントを設定します。uni count コマンドを参照してください。

次の例では、EVC を定義して EVC コンフィギュレーションモードを開始する方法を示します。

例

Switch(config)# ethernet evc test1
Switch(config-evc)#

関連コマンド

コマンド
service instance id ethernet evc-id

説明

show ethernet service evc

設定した EVC に関する情報を表示します。

イーサネット サービス インスタンスを設定し、EVC を適
用します。
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ethernet lmi
Ethernet Local Management Interface（E-LMI; イーサネット ローカル管理インターフェイス）をイネー
ブルにしてスイッチを Provider-Edge（PE; プロバイダー エッジ）または Customer-Edge（CE; カスタ
マー エッジ）デバイスとして設定するには、ethernet lmi グローバル コンフィギュレーション コマ
ンドを使用します。E-LMI をグローバルにディセーブルにするまたは E-LMI CE をディセーブルに
するには、このコマンドの no 形式を使用します。
ethernet lmi {ce | global}
no ethernet lmi {ce | global}

シンタックスの説明

ce

スイッチを E-LMI CE デバイスとしてイネーブルにします。

（注）

global

E-LMI はデフォルトでディセーブルです。E-LMI は CE モードでイ
ネーブルにするだけではなく、グローバルにまたはインターフェイス
でイネーブルにする必要があります。

スイッチで E-LMI をグローバルにイネーブルにします。デフォルトでは、ス
イッチは PE デバイスです。

デフォルト

E-LMI はディセーブルです。global キーワードを用いてイネーブルにする場合、スイッチはデフォ
ルトで PR デバイスです。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(25)SEG

変更内容

12.2(37)SE

ce キーワードが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドが導入されました。

E-LMI をグローバルにイネーブルにするには、ethernet lmi global コマンドを使用します。スイッチ
を E-LMI CE デバイスとしてイネーブルにするには、ethernet lmi ce コマンドを使用します。
インターフェイスで E-LMI はデフォルトでディセーブルであり、ethernet lmi interface インター
フェイス コンフィギュレーション コマンドを入力して明示的にイネーブルにする必要がありま
す。ethernet lmi global コマンドを使用すると、デバイス全体のすべてのインターフェイスで PE モー
ドの E-LMI をイネーブルにします。このコマンドの利点は、1 つのコマンドですべてのインター
フェイスの E-LMI をイネーブルにできることです。各インターフェイスの E-LMI を個別にイネー
ブルにする必要はありません。CE モードのインターフェイスをイネーブルにするには、ethernet
lmi ce グローバル コンフィギュレーション コマンドも入力する必要があります。
ethernet lmi global コマンドを入力したあとで特定のインターフェイスの E-LMI をディセーブルに
するには、no ethernet lmi interface インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力しま
す。
ethernet lmi interface インターフェイス コンフィギュレーション コマンドと ethernet lmi global グ
ローバル コンフィギュレーション コマンドを入力する順序が重要です。最後に入力したコマンド
が、その前に入力したコマンドを無効にします。
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（注）

ethernet lmi インターフェイス コンフィギュレーション コマンドの詳細については、次の URL を
参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6441/products_feature_guide09186a0080690f2d.html#wp1166797

スイッチを E-LMI CE デバイスとしてイネーブルにするには、ethernet lmi global および ethernet lmi
ce コマンドをどちらも入力します。デフォルトでは E-LMI はディセーブルです。E-LMI をイネー
ブルにしても ethernet lmi ce コマンドを入力しないかぎり、スイッチは PE モードです。
スイッチを E-LMI CE デバイスとして設定すると次のインターフェイス コンフィギュレーション
コマンドとキーワードが表示されますが、サポートされていません。
•

service instance

•

ethernet uni

•

ethernet lmi t392

次の例では、スイッチを E-LMI CE デバイスとして設定する方法を示します。

例

Switch(config)# ethernet lmi global
Switch(config)# ethernet lmi ce

関連コマンド

コマンド

説明

ethernet lmi（インターフェイス コンフィ ユーザネットワーク インターフェイスの E-LMI をイ
ギュレーション）
ネーブルにします。
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ethernet lmi ce-vlan map
Ethernet Local Management Interface（E-LMI; イーサネット ローカル管理インターフェイス）パラメー
タを設定するには、ethernet lmi ce-vlan map イーサネット サービス コンフィギュレーションコマン
ドを使用します。コンフィギュレーションを削除する場合は、このコマンドの no 形式を使用します。
ethernet lmi ce-vlan map {vlan-id | any | default | untagged}
no ethernet lmi ce-vlan map {vlan-id | any | default | untagged}

シンタックスの説明

vlan-id

マッピングする 1 つまたは複数のカスタマー VLAN（仮想 LAN）ID を入力し
ます。1 つの VLAN ID（指定できる範囲は 1 ～ 4094）、ハイフンで区切った
VLAN ID の範囲、またはカンマで区切った一連の VLAN ID を入力できます。

any

すべての VLAN（タグ付けされていない VLAN および 1 ～ 4094 の VLAN）を
マッピングします。

default

デフォルトのサービス インスタンスにマッピングします。サービス インスタ
ンスを VLAN または VLAN のグループにマッピング済みの場合、default キー
ワードを使用できます。

untagged

タグ付けされていない VLAN のみをマッピングします。

デフォルト

E-LMI マッピング パラメータは定義されません。

コマンド モード

イーサネット サービス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(25)SEG

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

特定の User Network Interface（UNI; ユーザネットワーク インターフェイス）の E-LMI カスタマー
VLAN から EVC へのマッピングを設定するには、このコマンドを使用します。
ethernet uni {bundle [all-to-one] | multiplex} インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを
入力して設定された、バンドル特性に E-LMI マッピング パラメータが関連付けられます。

例

•

デフォルト UNI 属性（バンドルおよびマルチプレクス）の使用では、複数の EVC および複数
の VLAN がサポートされます。

•

ethernet uni bundle コマンドの入力では、1 つまたは複数の VLAN を持つ 1 つの EVC のみがサ
ポートされます。

•

ethernet uni bundle all-to-one コマンドの入力では、複数の VLAN がサポートされますが、EVC
は 1 つのみサポートします。ethernet lmi ce-vlan map any イーサネット サービス コンフィギュ
レーションコマンドを使用する場合、事前に all-to-one バンドルをインターフェイス上で設定
する必要があります。

•

ethernet uni bundle コマンドの入力では、EVC ごとに 1 つの VLAN を持つ、複数の EVC がサ
ポートされます。

次の例では、E-LMI カスタマー VLAN から EVC へのマッピングを設定し、インターフェイスのサー
ビス インスタンス 333 にあるカスタマー VLAN に EVC test をマッピングする方法を示します。
Switch(config-if)# service instance 333 ethernet test
Switch(config-if-srv)# ethernet lmi ce-vlan map 101
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関連コマンド

コマンド
service instance id ethernet

説明

show ethernet service instance

設定したイーサネット サービス インスタンスに関する情報を
表示します。

イーサネット サービス インスタンスを定義し、イーサネット
サービス コンフィギュレーションモードを開始します。

ethernet oam remote-failure
イーサネット Operation, Administration, and Maintenance（OAM）リモート障害通知を設定するには、
ethernet oam remote-failure インターフェイス コンフィギュレーションまたはコンフィギュレー
ション テンプレート コマンドを使用します。コンフィギュレーションを削除する場合は、このコ
マンドの no 形式を使用します。
ethernet oam remote-failure {critical-event | dying-gasp | link-fault} action error-disable-interface
no ethernet oam remote-failure {critical-event | dying-gasp | link-fault} action

シンタックスの説明

デフォルト

critical-event

未指定のクリティカルなイベントが発生したとき、インターフェイスを
errdisable モードに変更するようにスイッチを設定します。

dying-gasp

回復不能な状態が発生したとき、インターフェイスを errdisable モードに変更
するようにスイッチを設定します。

link-fault

レシーバーが電源断を検出したとき、インターフェイスを errdisable モードに
変更するようにスイッチを設定します。

コンフィギュレーション テンプレート
インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド モード

イーサネット サービス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(35)SE

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

このコマンドは、イーサネット OAM テンプレートおよびインターフェイスに適用できます。イン
ターフェイス コンフィギュレーションのほうが、テンプレート コンフィギュレーションより優先
さ れ ま す。OAM テ ン プ レ ー ト コ ン フ ィ ギ ュ レ ー シ ョ ン モ ー ド を 開 始 す る に は、template
template-name グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。
リモート リンクがダウンした場合、リモート デバイスがディセーブルになった場合、またはリモー
ト デバイスがインターフェイス上のイーサネット OAM をディセーブルにした場合、errdisable アク
ションが実行されるように設定できます。
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Catalyst 3750 Metro スイッチは、Link Fault PDU または Critical Event OAM PDU を生成しませんが、
これらの PDU をリンクの相手側から受信した場合は処理します。イーサネット OAM がディセーブ
ルの場合、インターフェイスがシャット ダウンされている場合、インターフェイスが errdisable 状
態を入力した場合、またはスイッチが起動中の場合は、スイッチは Dying Gasp OAM PDU の生成と
受信をサポートします。停電による Dying Gasp PDU には応答しますが、生成することはできません。
イーサネット OAM プロトコルのコマンドとコンフィギュレーションの完全な説明については、次
の URL の Cisco IOS フィーチャ モジュールを参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6922/products_feature_guide09186a008067344c.html
CFM とイーサネット OAM コマンドのマニュアルについては、次の URL を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6922/products_command_reference_book09186a0080699104.html

例

次の例では、回復不可能なエラーが発生したときのリモート障害通知用イーサネット OAM テンプ
レートを設定する方法と、同テンプレートをインターフェイスに適用する方法を示します。
Switch(config)# template oam1
Switch(config-template)# ethernet oam remote-failure dying-gasp action error-disable
interface
Switch(config-template)# exit
Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
Switch(config-if)# source template oam1
Switch(config-if)# exit

次の例では、回復不可能なエラーが発生した場合のイーサネット OAM リモート障害通知を 1 つの
インターフェイス上に設定する方法を示します。
Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
Switch(config-if)# ethernet oam remote-failure dying-gasp action error-disable
interface
Switch(config-if)# exit

関連コマンド

コマンド
show ethernet oam status [interface interface-id]

説明
すべてのインターフェイスまたは指定された
インターフェイス上に設定済みのイーサネッ
ト OAM リモート障害条件を表示します。
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ethernet uni
User Network Interface（UNI; ユーザネットワーク インターフェイス）バンドル属性を設定するには、
ethernet uni インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。デフォルトのバン
ドル設定に戻す場合は、このコマンドの no 形式を使用します。
ethernet uni {bundle [all-to-one] | multiplex}
no ethernet uni {bundle | multiplex}

シンタックスの説明

bundle

all-to-one
multiplex

マルチプレクスなしのバンドルをサポートするように UNI を設定します。こ
のサービスは、Ethernet Virtual Connection（EVC）にマッピングされた 1 つま
たは複数の Customer Edge（CE; カスタマー エッジ）-VLAN（仮想 LAN）ID
を持つ UNI で EVC を 1 つのみサポートします。
（任意）EVC にマッピングされた UNI およびすべての CE VLAN で 1 つの EVC
でのバンドルをサポートするように UNI を設定します。
バンドルなしのマルチプレクスをサポートするように UNI を設定します。
UNI には、各 EVC にマッピングされた 1 つの CE-VLAN ID を持つ、1 つまた
は複数の EVC があります。

デフォルト

バンドルおよびマルチプレクス属性が設定されていない場合、デフォルトはマルチプレクス付きバ
ンドルです。その場合、UNI には各 EVC にマッピングされた 1 つのまたは複数の CE VLAN を持
つ、1 つまたは複数の EVC があります。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(25)SEG

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

UNI 属性は、インターフェイスが関連バンドル VLAN、マルチプレクス EVC、およびそれらの組み
合わせを持つという機能を決定します。
UNI にバンドルとマルチプレクス両方のサービスを行わせたい場合、バンドルまたはマルチプレク
スを設定する必要はありません。バンドルのみ、またはマルチプレクスのみを行わせたい場合、適
宜設定する必要があります。
UNI サービス タイプを設定、変更、削除する場合、EVC および CE-VLAN ID 設定をチェックして、
コンフィギュレーションと UNI サービス タイプが一致していることを確認します。コンフィギュ
レーションが一致していない場合、コマンドは拒否されます。
ethernet lmi ce-vlan map any サービス コンフィギュレーションコマンドを使用する場合、事前に
all-to-one バンドルをインターフェイス上で設定する必要があります。詳細は、ethernet lmi ce-vlan
map を参照してください。

例

次の例では、マルチプレクスなしのバンドルを設定する方法を示します。
Switch(config-if)# ethernet uni bundle

UNI サービス タイプを確認するには、show ethernet service interface detail 特権 EXEC コマンドを
入力します。
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関連コマンド

コマンド
show ethernet service interface

説明
サービス タイプなど、インターフェイス上のイーサネット
サービス インスタンスに関する情報を表示します。

ethernet uni id
イーサネット User Network Interface（UNI; ユーザネットワーク インターフェイス）ID を作成する
には、ethernet uni インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。UNI ID を削
除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
ethernet uni id name
no ethernet uni id

シンタックスの説明

name

デフォルト

UNI ID は作成されません。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(25)SEG

使用上のガイドライン

イーサネット UNI ID を識別します。名前は、所定のサービス インスタンス
の一部であるすべての UNI に対して一意でなければならず、64 文字の長さま
で設定できます。

変更内容
このコマンドが導入されました。

ポートに UNI ID を設定する場合、その ID は、ポート上で設定されるすべてのメンテナンス エン
ド ポイント（MEP）のデフォルト名として使用されます。
Customer Edge（CE; カスタマー エッジ）デバイスに直接接続されたすべてのポートで、ethernet uni
id name コマンドを入力する必要があります。指定された ID がデバイスで一意になっていない場合、
エラー メッセージが表示されます。

例

次の例では、一意の UNI を識別する方法を示します。
Switch(config-if)# ethernet uni id test2

関連コマンド

コマンド
show ethernet service interface

説明
サービス タイプなど、インターフェイス上のイーサネット
サービス インスタンスに関する情報を表示します。
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flowcontrol
インターフェイスに対するフロー制御ステートを設定するには、flowcontrol インターフェイス コ
ンフィギュレーション コマンドを使用します。特定のデバイスに対して send が実行可能、かつオ
ンの状態で、接続のもう一方の側で輻輳を検出した場合、休止フレームを送信することによって、
リンクの相手側またはリモート デバイスに輻輳を通知します。デバイスに対してフロー制御
receive がオンであり、休止フレームを受信した場合、データ パケットの送信を停止します。こう
することにより、輻輳期間中にデータ パケットの損失を防ぎます。
フロー制御をディセーブルにする場合は、receive off キーワードを使用します。
flowcontrol receive {desired | off | on}

（注）

シンタックスの説明

スイッチは休止フレームのみ受信できます。

receive

インターフェイスがリモート デバイスからフロー制御パケットを受信できる
かどうかを設定します。

desired

インターフェイスは、接続されたデバイスでフロー制御パケットを送信する
必要があるもの、またはフロー制御パケットを送信する必要はないが送信す
ることのできるものと連携して稼働することができます。

off

接続されたデバイスがフロー制御パケットをインターフェイスに送信する機
能はオフになります。

on

インターフェイスは、接続されたデバイスでフロー制御パケットを送信する
必要があるもの、またはフロー制御パケットを送信する必要はないが送信す
ることのできるものと連携して稼働することができます。

デフォルト

デフォルトは、flowcontrol receive off に設定されています。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

このスイッチでは、送信フロー制御の休止フレームはサポートされません。
on および desired キーワードは同一の結果になることに注意してください。
flowcontrol コマンドを使用してポートが輻輳中にトラフィック レートを制御するよう設定する場
合、フロー制御はポート上で次の条件のうちの 1 つに設定されます。
•

receive on または desired：ポートは休止フレームを送信できませんが、接続されたデバイスで
休止フレームを送信しなければならないもの、または送信できるものと組み合わせて使用でき
ます。休止フレームの受信は可能です。

•

receive off：フロー制御はどちらの方向にも動作しません。輻輳が生じても、リンクの相手側に
通知はなく、どちら側のデバイスも休止フレームの送受信を行いません。
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表 2-5 は、各設定の組み合わせによるローカル ポートおよびリモート ポート上のフロー制御の結果
を示したものです。表は receive desired キーワードの使用時と receive on キーワードの使用時の結
果が同一になることを前提としています。
表 2-5

フロー制御設定およびローカル / リモート ポート フロー制御解決

フロー制御設定

フロー制御解決

ローカル デバイス

リモート デバイス

ローカル デバイス

リモート デバイス

send off/receive on

send on/receive on

受信のみ行います。

送受信を行います。

send on/receive off

受信のみ行います。

送信のみ行います。

send desired/receive on

受信のみ行います。

送受信を行います。

send desired/receive off

受信のみ行います。

送信のみ行います。

send off/receive on

受信のみ行います。

受信のみ行います。

send off/receive off

送受信を行いません。

送受信を行いません。

send on/receive on

送受信を行いません。

送受信を行いません。

send on/receive off

送受信を行いません。

送受信を行いません。

send desired/receive on

送受信を行いません。

送受信を行いません。

send desired/receive off

送受信を行いません。

送受信を行いません。

send off/receive on

送受信を行いません。

送受信を行いません。

send off/receive off

送受信を行いません。

送受信を行いません。

send off/receive off

例

次の例では、リモート ポートによってフロー制御がサポートされないようにローカル ポートを設
定する方法を示します。
Switch(config-if)# flowcontrol receive off

設定を確認するには、show interfaces 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
show interfaces

説明
入出力フロー制御を含むスイッチのインターフェイス設定を表示しま
す。
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interface port-channel
ポ ー ト チ ャ ネ ル の 論 理 イ ン タ ー フ ェ イ ス へ の ア ク セ ス、ま た は 作 成 を 行 う に は、interface
port-channel グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。ポート チャネルを削除
する場合は、このコマンドの no 形式を使用します。
interface port-channel port-channel-number
no interface port-channel port-channel-number

シンタックスの説明

port-channel-number

デフォルト

ポート チャネル論理インターフェイスは定義されません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

ポート チャネル番号。指定できる範囲は 1 ～ 12 です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

レイヤ 2 の EtherChannel に関しては、物理ポートをチャネルグループに割り当てる前にポート チャ
ネルを作成する必要はありません。代わりに、channel-group インターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを使用できます。チャネルグループが最初の物理ポートを取得すると、ポート チャ
ネルは自動的に作成されます。ポート チャネルを最初に作成した場合、channel-group-number と
port-channel-number を同一にするか、または新しい番号を使用できます。新しい番号を使用した場
合、channel-group コマンドは動的に新しいポート チャネルを作成します。
interface port-channel コマンドの次に no switchport インターフェイス コンフィギュレーション コ
マンドを使用することで、レイヤ 3 のポート チャネルを作成できます。インターフェイスをチャネ
ル グループに適用する前に、ポート チャネルの論理インターフェイスを手動で設定してください。
チャネル グループ内の 1 つのポート チャネルだけが許可されます。

注意

ポート チャネル インターフェイスをルーティング ポートとして使用する場合、チャネル グループ
に割り当てられた物理ポート上のレイヤ 3 に、アドレスを割り当てないようにしてください。

注意

レイヤ 3 のポート チャネル インターフェイスとして使用されているチャネル グループの物理ポー
ト上で、ブリッジ グループを割り当てることは、ループ発生の原因になるため行わないようにし
てください。スパニング ツリーもディセーブルにする必要があります。

interface port-channel コマンドを使用する場合は、次の注意事項に従ってください。
•

Cisco Discovery Protocol（CDP）を使用する場合には、これを物理ポート上でのみ設定してくだ
さい。ポート チャネルでは設定できません。

•

802.1x のポートとしてアクティブな EtherChannel のメンバーであるポートを設定することは避
けてください。まだアクティブになっていない EtherChannel 上のポートで 802.1x をイネーブル
にしても、そのポートは EtherChannel に加入しません。
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設定の注意事項の一覧については、このリリースに対応するソフトウェア ガイドの「Configuring
EtherChannels」を参照してください。

例

次の例では、ポート チャネル 5 を作成する方法を示します。
Switch(config)# interface port-channel 5

show running-config または show etherchannel channel-group-number detail 特権 EXEC コマンドを入
力すれば、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド
channel-group

説明

show etherchannel

チャネルの EtherChannel 情報を表示します。

show running-config

稼働設定を表示します。構文情報については、次の URL の「Cisco IOS
Release 12.2 Command Reference」に表示されるページを参照してくださ
い。
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1835/prod_command_re
ference_list.html

EtherChannel グループにイーサネット ポートを割り当てます。

「Cisco IOS Commands Master List, Release 12.2」を選択するとコマンド
が表示されます。
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interface range
インターフェイス範囲設定モードの開始、および複数のポートにおけるコマンドを同時に実行する
には、interface range グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。インターフェイ
ス範囲を削除する場合は、このコマンドの no 形式を使用します。
interface range {port-range | macro name}
no interface range {port-range | macro name}

シンタックスの説明

port-range

ポート範囲。port-range の有効値のリストについては、「使用上の注意事項」
を参照してください。

macro name

マクロ名を指定します。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

インターフェイス範囲を設定するモードを開始して入力した、すべてのインターフェイスのパラ
メータは、その範囲内のすべてのインターフェイスに対する属性になります。
VLAN（仮想 LAN）では、既存の VLAN の Switch Virtual Interface（SVI; スイッチ仮想インターフェ
イス）でのみ interface range コマンドを使用することができます。VLAN の SVI を表示する場合は、
show running-config 特権 EXEC コマンドを入力します。表示されない VLAN は、interface range コ
マンドで使用することはできません。interface range コマンドのもとで入力したコマンドは、この
範囲のすべての既存の VLAN SVI に適用されます。
あるインターフェイス範囲に対して行われた設定変更は、すべて NVRAM（不揮発性 RAM）に保
存されますが、インターフェイス範囲自体は NVRAM に保存されません。
インターフェイス範囲は 2 つの方法で入力することができます。
•

最大 5 つまでのインターフェイス範囲を指定。

•

定義済みのインターフェイス範囲マクロ設定を指定。

範囲内のすべてのインターフェイスは同じタイプ、つまり、すべてがファスト イーサネット ポー
ト、すべてがギガビット イーサネット ポート、すべてが EtherChannel ポート、またはすべてが
VLAN のいずれかでなければなりません。ただし、各範囲をカンマ（,）で区切ることにより、1 つ
のコマンドで最大 5 つのインターフェイス範囲を定義することができます。
port-range タイプおよびインターフェイスの有効値は次のとおりです。
•

vlan vlan-ID - vlan-ID（VLAN ID の範囲が 1 ～ 4094）

•

port-channel port-channel-number - port-channel-number（port-channel-number の範囲が 1 ～ 12）

（注） ポート チャネルの interface range コマンドを使用した場合、範囲内の最初と最後のポー
ト チャネル番号はアクティブなポート チャネルである必要があります。
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•

fastethernet switch number（常に 1）/module/{first port} - {last port}

•

gigabitethernet switch number（常に 1）/module/{first port} - {last port}

物理インターフェイス
•

スイッチ番号は常に 1 です。

•

モジュール番号は、10/100 ポートおよび標準 SFP モジュール スロットの場合 0、Enhanced
Services（ES）ポートの場合 1 です。

•

使用可能範囲は、type 1/module-number/number - number です（例：gigabitethernet 1/0/1 - 2）
。

範囲を定義するときは、最初の入力とハイフン（-）の間にスペースが必要です。
interface range gigabitethernet1/0/1 -2

複数の範囲を定義するときは、カンマ（,）の前に入力される最初のエントリのあとにもスペースが
必要です。
interface range fastethernet1/0/3 , gigabitethernet1/0/1 - 2
interface range fastethernet1/0/3 -5, fastethernet1/0/7 -8

同じコマンドでマクロとインターフェイス範囲の両方を指定することはできません。
port-range で、インターフェイスは単一でも指定できます（この場合、interface interface-id グロー
バル コンフィギュレーション コマンドと類似）。

（注）

例

インターフェイスの範囲の設定に関する詳細は、このリリースに対応するソフトウェア コンフィ
ギュレーション ガイドを参照してください。

次の例では、interface range コマンドを使用して、インターフェイス範囲設定モードを開始し、2 つ
のポートにコマンドを適用する方法を示します。
Switch(config)# interface range gigabitethernet1/0/1 - 2
Switch(config-if-range)#

次の例では、同じ機能に対して 1 つのポート範囲マクロ macro1 を使用する方法を示します。この
利点は、macro1 を削除するまで再利用できることです。
Switch(config)# define interface-range macro1 gigabitethernet1/0/1 - 2
Switch(config)# interface range macro macro1
Switch(config-if-range)#

関連コマンド

コマンド
define interface-range

説明

show running-config

稼働設定を表示します。構文情報については、次の URL の「Cisco IOS
Release 12.2 Command Reference」に表示されるページを参照してくださ
い。
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1835/prod_command_re
ference_list.html

インターフェイス範囲のマクロを作成します。

「Cisco IOS Commands Master List, Release 12.2」を選択するとコマンド
が表示されます。
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interface vlan
ダイナミックな Switch Virtual Interface（SVI; スイッチ仮想インターフェイス）へのアクセス、また
は作成を行い、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始するには、interface vlan
グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。SVI を削除する場合は、このコマン
ドの no 形式を使用します。
interface vlan vlan-id
no interface vlan vlan-id

シンタックスの説明

vlan-id

デフォルト

デフォルトの VLAN インターフェイスは VLAN 1 です。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

VLAN 番号。指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

VLAN 1 インターフェイスを削除することはできません。
SVI は、特定の VLAN に対して、初めて interface vlan vlan-id コマンドを入力すると作成されます。
vlan-id は、Inter Switch Link（ISL; スイッチ間リンク）上のデータ フレーム、802.1Q カプセル化ト
ランク、またはアクセス ポートで設定された VLAN ID と関連した VLAN タグに対応します。

（注）

物理ポートと関連付けられていない場合、SVI を作成してもアクティブにはなりません。

no interface vlan vlan-id コマンドを入力して SVI を削除した場合、削除されたインターフェイスは
show interfaces 特権 EXEC コマンドの出力には表示されなくなります。
削除した SVI は、削除したインターフェイスに対して interface vlan vlan-id コマンドを入力するこ
とで、元に戻すことができます。インターフェイスは復元しますが、以前の設定の大半は失われる
ことになります。
スイッチ上で設定された SVI の数と、他の設定された機能の数の相互関係によっては、ハードウェ
アの制限から、CPU の使用率に影響がでる可能性もあります。sdm prefer グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用し、システムのハードウェア リソースを、テンプレートおよび機能テー
ブルに基づいて再度割り当てることができます。詳細は、sdm prefer コマンドを参照してください。

例

次の例では、VLAN ID 23 で新しい SVI を作成し、インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを開始する方法を示します。
Switch(config)# interface vlan 23
Switch(config-if)#

show interfaces および show interfaces vlan vlan-id 特権 EXEC コマンドを入力することで、設定を確
認することができます。
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関連コマンド

コマンド
show interfaces vlan vlan-id

説明
すべてのインターフェイスまたは指定の VLAN の管理ス
テータスおよび動作ステータスを表示します。

ip access-group
レイヤ 2 またはレイヤ 3 インターフェイスへのアクセスを制御するには、ip access-group インター
フェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。インターフェイスからすべてのアクセ
ス グループ、または特定のアクセス グループを削除する場合は、このコマンドの no 形式を使用し
ます。
ip access-group {access-list-number | name} {in | out}
no ip access-group [access-list-number | name] {in | out}

シンタックスの説明

access-list-number

IP Access Control List（ACL; アクセス コントロール リスト）の番号。指定
できる範囲は 1 ～ 199、または 1300 ～ 2699 です。

name

ip access-list グローバル コンフィギュレーション コマンドで指定された
IP ACL 名

in

着信パケットに対するフィルタリングを指定します。

out

発信パケットに対するフィルタリングを指定します。このキーワードは、
レイヤ 3 のインターフェイス上でのみ有効です。

デフォルト

インターフェイスにアクセス リストは適用されていません。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

インターフェイスに、名前付き、番号付き標準 IP アクセス リストまたは拡張 IP アクセス リストを
適用できます。名前によるアクセス リストを定義する場合、ip access-list グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。番号付けされたアクセス リストを定義する場合、access list グ
ローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。標準アクセス リストの範囲は 1 ～ 99 お
よび 1300 ～ 1999、または拡張アクセス リストの範囲は 100 ～ 199 および 2000 ～ 2699 の番号を使
用することができます。
このコマンドを使用し、アクセス リストをレイヤ 2 またはレイヤ 3 のインターフェイスに適用でき
ます。ただし、レイヤ 2 のインターフェイス（ポート ACL）には、次のような制限があることに注
意してください。
•

ACL は内部方向に対してのみ適用できます。out キーワードはレイヤ 2 のインターフェイスで
サポートされていません。

•

インターフェイスごとの IP ACL および MAC（メディア アクセス制御）ACL は 1 つずつのみ
適用できます。
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•

レイヤ 2 のインターフェイスはロギングをサポートしていません。log キーワードが IP ACL で
指定された場合、無視されます。

•

レイヤ 2 のインターフェイスに適用された IP ACL は IP パケットのみをフィルタにかけます。
IP パケットにフィルタをかけない場合、mac access-group インターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを MAC 拡張 ACL で使用します。

ユーザは同一のスイッチ上で、ルータ ACL、入力ポート ACL、VLAN（仮想 LAN）マップを使用
することができます。ただし、ポートの ACL はルータの ACL、または VLAN マップより優先され
ます。
•

入力ポートの ACL がインターフェイスに適用され、さらにインターフェイスがメンバーとなっ
ている VLAN に VLAN マップが適用された場合、ACL のポート上で受信した着信パケットは、
そのポート ACL でフィルタリングにかけられます。他のパケットは VLAN マップのフィルタ
が適用されます。

•

入力ルータの ACL および入力ポートの ACL が Switch Virtual Interface（SVI; スイッチ仮想イン
ターフェイス）に存在している場合、ポートの ACL が適用されたポート上で受信された着信
パケットには、ポート ACL のフィルタが適用されます。他のポートで受信した着信のルーティ
ング IP パケットには、ルータ ACL のフィルタが適用されます。他のパケットにはフィルタリ
ングされません。

•

出力ルータの ACL および入力ポートの ACL が SVI に存在している場合、ポートの ACL が適
用されたポート上で受信された着信パケットには、ポート ACL のフィルタが適用されます。発
信するルーティング IP パケットには、ルータ ACL のフィルタが適用されます。他のパケット
にはフィルタリングされません。

•

VLAN マップ、入力ルータの ACL、および入力ポートの ACL が SVI に存在している場合、ポー
トの ACL が適用されたポート上で受信された着信パケットには、ポート ACL のフィルタのみ
が適用されます。他のポートで受信した着信のルーティング IP パケットには、VLAN マップお
よびルータ ACL のフィルタが適用されます。他のパケットには、VLAN マップのフィルタの
み適用されます。

•

VLAN マップ、出力ルータの ACL、および入力ポートの ACL が SVI に存在している場合、ポー
トの ACL が適用されたポート上で受信された着信パケットには、ポート ACL のフィルタのみ
が適用されます。発信するルーティング IP パケットには、VLAN マップおよびルータ ACL の
フィルタが適用されます。他のパケットには、VLAN マップのフィルタのみ適用されます。

IP の ACL は、発信、または着信のレイヤ 3 インターフェイス両方に適用できます。
レイヤ 3 のインターフェイスでは、IP の ACL を各方向に 1 つ適用できます。
VLAN インターフェイス上の各方向（入力および出力）に VLAN マップおよびルータの ACL を 1
つずつのみ設定できます。
通常の着信アクセス リストでは、スイッチがパケットを受信したあと、アクセス リストと照合す
ることでパケットの送信元アドレスを確認します。IP の拡張アクセス リストはオプションで、宛
先 IP アドレスやプロトコル タイプ、ポート番号など、パケットの他のフィールドの部分を確認で
きます。アクセス リストがパケットを許可した場合、スイッチはパケットの処理を継続します。ア
クセス リストがパケットを拒否した場合、スイッチはパケットを廃棄します。アクセス リストが
レイヤ 3 のインターフェイスに適用された場合、パケットの廃棄に伴い（デフォルト設定）、Internet
Control Message Protocol（ICMP; インターネット制御メッセージ プロトコル）の Host Unreachable の
メッセージが生成されます。ICMP Host Unreachable メッセージは、レイヤ 2 インターフェイスで廃
棄されたパケットに対しては生成されません。
通常の発信アクセス リストでは、パケットを受信して、それを制御されたインターフェイスへ送信
したあと、スイッチがアクセス リストと照合することでパケットを確認します。アクセス リスト
がパケットを許可した場合、スイッチはパケットを送信します。アクセス リストがパケットを拒否
した場合、スイッチはパケットを廃棄し、デフォルトの設定では、ICMP Host Unreachable メッセー
ジが生成されます。
指定のアクセス リストが存在しない場合、すべてのパケットが通過します。
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例

次の例では、IP アクセス リスト 101 をポートの着信パケットに適用する例を示します。
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# ip access-group 101 in

show ip interface、show access-lists、または show ip access-lists 特権 EXEC コマンドを入力すること
で、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド
access list

説明
番号付けされた ACL を設定します。構文情報については、Cisco IOS IP
Command Reference, Volume 1 of 3:Addressing and Services, Release 12.2
> IP Services Commands を選択してください。

ip access-list

名前付き ACL を設定します。構文情報については、Cisco IOS IP
Command Reference, Volume 1 of 3:Addressing and Services, Release 12.2

show access-lists

スイッチで設定される ACL を表示します。

show ip access-lists

スイッチで設定される IP ACL を表示します。構文情報については、
Cisco IOS IP Command Reference, Volume 1 of 3:Addressing and

> IP Services Commands を選択してください。

Services, Release 12.2 > IP Services Commands を選択してください。
show ip interface

インターフェイスのステータスおよび設定情報を表示します。構文情報
については、Cisco IOS IP Command Reference, Volume 1 of 3:Addressing
and Services, Release 12.2 > IP Services Commands を選択してください。
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ip address
レイヤ 2 スイッチの IP アドレス、各 Switch Virtual Interface（SVI; スイッチ仮想インターフェイス）
の IP アドレス、レイヤ 3 スイッチのルーテッド ポートの IP アドレスを設定するには、ip address
インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。IP アドレスを削除したり、IP
処理をディセーブルにしたりする場合は、このコマンドの no 形式を使用します。
ip address ip-address subnet-mask [secondary]
no ip address [ip-address subnet-mask] [secondary]

シンタックスの説明

ip-address

IP アドレス

subnet-mask

関連する IP サブネットのマスク

secondary

（任意）設定されたアドレスをセカンダリ IP アドレスに指定します。この
キーワードが省略された場合、設定されたアドレスはプライマリ IP アド
レスになります。

デフォルト

IP アドレスは定義されていません。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

Telnet のセッションで、スイッチの IP アドレスを削除した場合、スイッチの接続が切断されます。
ホストは Internet Control Message Protocol（ICMP; インターネット制御メッセージ プロトコル）Mask
Request メッセージを使用してサブネット マスクを判断できます。ルータは、この要求に対して
ICMP Mask Reply メッセージで応答します。
no ip address コマンドを使って IP アドレスを削除することで、特定のインターフェイス上の IP プ
ロセスをディセーブルにできます。スイッチが、その IP アドレスのうちの 1 つを使用している他
のホストを検出した場合、コンソールにエラー メッセージを送信します。
オプションで secondary キーワードを使用することで、セカンダリ アドレスの番号を無制限に指定
することができます。システムがセカンダリの送信元アドレスのルーティングの更新以外にデータ
グラムを生成しないということを除けば、セカンダリ アドレスはプライマリ アドレスのように処
理されます。IP ブロードキャストおよび Address Resolution Protocol（ARP; アドレス解決プロトコ
ル）要求は適切に処理され、インターフェイスも IP のルーティング テーブルでルーティングしま
す。

（注）

ネットワーク セグメント上のすべてのルータがセカンダリのアドレスを使用した場合、同一のセ
グメント上にある他のデバイスも、同一のネットワークまたはサブネットからセカンダリ アドレ
スを使用しなければなりません。ネットワーク セグメント上のセカンダリ アドレスに整合性がな
いと、すぐにルーティングでループが発生します。
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OSPF（Open Shortest Path First）のルーティングの場合、インターフェイスのすべてのセカンダリ ア
ドレスが、プライマリ アドレスとして同一の OSPF 領域にあることを確認してください。
スイッチが、Bootstrap Protocol（BOOTP）または DHCP サーバから IP アドレスを受信し、そのス
イッチ IP アドレスを no ip address コマンドで削除した場合、IP 処理はディセーブルとなり、BOOTP
または DHCP サーバは、再びアドレスを割り当てることはできません。
レイヤ 3 スイッチは、各ルーテッド ポートおよび SVI に割り当てられた IP アドレスを持つことが
できます。設定するルーテッド ポートおよび SVI の数はソフトウェアでは制限されていません。た
だし、この番号と設定された他の機能との相互関係によっては、ハードウェア制限により、CPU 使
用率に影響がでる可能性があります。sdm prefer グローバル コンフィギュレーション コマンドを
使用し、システムのハードウェア リソースを、テンプレートおよび機能テーブルに基づいて再度割
り当てることができます。詳細は、sdm prefer コマンドを参照してください。

例

次の例では、サブネット ネットワークでレイヤ 2 スイッチの IP アドレスを設定する方法を示しま
す。
Switch(config)# interface vlan 1
Switch(config-if)# ip address 172.20.128.2 255.255.255.0

次の例では、レイヤ 3 スイッチ上のポートに IP アドレスを設定する方法を示します。
Switch(config)# ip multicast-routing
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# no switchport
Switch(config-if)# ip address 172.20.128.2 255.255.255.0

設定を確認するには、show running-config 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
show running-config

説明
稼働設定を表示します。構文情報については、次の URL の「Cisco IOS
Release 12.2 Command Reference」に表示されるページを参照してくださ
い。
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1835/prod_command_re
ference_list.html
「Cisco IOS Commands Master List, Release 12.2」を選択するとコマンド
が表示されます。
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ip arp inspection filter vlan
ダイナミック Address Resolution Protocol（ARP; アドレス解決プロトコル）インスペクションがイ
ネーブルの場合に固定 IP アドレスを設定したホストからの ARP 要求および応答を許可または拒否
するには、スイッチ スタックまたはスタンドアロン スイッチで ip arp inspection filter vlan グロー
バル コンフィギュレーション コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンド
の no 形式を使用します。
ip arp inspection filter arp-acl-name vlan vlan-range [static]
no ip arp inspection filter arp-acl-name vlan vlan-range [static]
このコマンドは、スイッチが拡張マルチレイヤ イメージ（EMI）を実行している場合のみ使用でき
ます。

シンタックスの説明

arp-acl-name

ARP Access Control List（ACL; アクセス コントロール リスト）の名前

vlan-range

VLAN の番号または範囲
VLAN ID 番号で識別された 1 つの VLAN、それぞれをハイフンで区切った
VLAN 範囲、またはカンマで区切った一連の VLAN を指定することができま
す。指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。

static

（任意）ARP ACL の暗黙の拒否を明示的拒否として扱い、ACL のそれまでの
コマンドと一致しないパケットをドロップするには、static を指定します。
DHCP バインディングは使用されません。
このキーワードを指定しない場合、パケットを拒否する明示的拒否が ACL に
存在しないことになり、パケットが ACL のコマンドに一致しない場合、DHCP
バインディングがパケットを許可するか拒否するかを決定します。

デフォルト

定義された ARP ACL は、どの VLAN にも適用されません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(25)EY

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

ARP ACL がダイナミック ARP インスペクションの VLAN に適用されるとき、IP/MAC（メディア
アクセス制御）アドレス バインディングを持つ ARP パケットのみが ACL と比較されます。ACL が
パケットを許可した場合、スイッチはパケットを転送します。その他の全タイプのパケットは、検
証されることなく入力 VLAN でブリッジングされます。
ACL の明示的拒否ステートメントが原因でスイッチがパケットを拒否した場合、パケットはドロッ
プされます。暗黙の拒否ステートメントが原因でスイッチがパケットを拒否した場合、パケットは
DHCP バインディングのリストと比較されます（ACL がスタティック、つまりパケットがバイン
ディングと比較されない場合を除く）。
ARP ACL を定義したり、あらかじめ定義されたリストの最後にコマンドを追加したりするには、
arp access-list acl-name グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。
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例

次の例では、ダイナミック ARP インスペクションの VLAN 1 に ARP ACL static-hosts を適用する方
法を示します。
Switch(config)# ip arp inspection filter static-hosts vlan 1

show ip arp inspection vlan 1 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド
arp access-list

説明
ARP ACL を定義します。

deny（ARP アクセス リスト コンフィ DHCP バインディングとの照合に基づいて、ARP パケッ
ギュレーション）
トを拒否します。
permit
DHCP バインディングとの照合に基づいて、ARP パケッ
トを許可します。
show arp access-list
ARP アクセス リストについての詳細情報を表示します。
show ip arp inspectionvlan vlan-range

指定した VLAN のダイナミック ARP インスペクション
の設定および動作状態を表示します。
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ip arp inspection limit
インターフェイスの着信 Address Resolution Protocol（ARP; アドレス解決プロトコル）要求および応
答の速度を制限するには、スイッチ スタックまたはスタンドアロン スイッチで ip arp inspection
limit インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。速度を制限することで、
DoS 攻撃（サービス拒絶攻撃）が発生した場合、ダイナミック ARP インスペクションがすべての
スイッチ リソースを使用することを防ぎます。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形
式を使用します。
ip arp inspection limit {rate pps [burst interval seconds] | none}
no ip arp inspection limit
このコマンドは、スイッチが拡張マルチレイヤ イメージ（EMI）を実行している場合のみ使用でき
ます。

シンタックスの説明

rate pps
burst interval seconds
none

1 秒あたりに処理される着信パケット数の上限を指定します。指定でき
る範囲は毎秒 0 ～ 2048 パケット（pps）です。
（任意）インターフェイスで高速 ARP パケットがモニタされる連続間隔
を秒単位で指定します。指定できる範囲は 1 ～ 15 秒です。
処理可能な着信 ARP パケットの速度に上限を指定しません。

ネットワークが毎秒 15 の新ホストに接続しているホストのあるスイッチド ネットワークであると
想定した場合、信頼できないインターフェイス上での速度は 15 pps です。

デフォルト

信頼できるすべてのインターフェイス上で、速度は無制限です。
バースト間隔は 1 秒です。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(25)EY

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

速度は、信頼できるインターフェイスと信頼できないインターフェイスの両方に適用されます。複
数のダイナミック ARP インスペクション対応 VLAN（仮想 LAN）にまたがってパケットを処理す
るには適切な速度を設定するか、none キーワードを使用して速度を無制限にします。
スイッチが、バーストの秒数を超えて、設定した速度以上のパケットを毎秒連続して受信すると、
インターフェイスは errdisable ステートになります。
インターフェイス上で速度制限を明示的に設定しない限り、インターフェイスの信頼状態を変更す
ると、速度制限もその信頼状態のデフォルト値に変更されます。速度制限を設定すると、インター
フェイスは信頼状態が変更されても、速度制限が設定された状態のままとなります。no ip arp
inspection limit インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力すると、インターフェイ
スはデフォルトの速度制限に戻ります。
アグリゲーションを反映させるためには、トランク ポートを高速に設定する必要があります。着信
パケットの速度がユーザ設定の速度を超えた場合、スイッチはインターフェイスを errdisable ステー
トにします。errdisable 回復機能では、回復設定に従って errdisable ステートからポートを自動的に
削除します。
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EtherChannel ポートの着信 ARP パケットの速度は、すべてのチャネル メンバーからの ARP パケッ
トの着信速度の合計に等しくなります。すべてのチャネル メンバーの着信 ARP パケットの速度を
調べたあとで、EtherChannel ポートの速度制限を設定してください。

例

次の例では、ポートの着信 ARP 要求の速度を 25 pps に制限し、インターフェイスのモニタ間隔を
5 秒間に設定する方法を示します。
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# ip arp inspection limit rate 25 burst interval 5

設定を確認するには、show ip arp inspection interfaces interface-id 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
show ip arp inspection interfaces

説明
指定したインターフェイスまたはすべてのインターフェイ
スの ARP パケットの信頼状態および速度制限を表示しま
す。
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ip arp inspection log-buffer
ダイナミック Address Resolution Protocol（ARP; アドレス解決プロトコル）インスペクション ログ
バッファを設定するには、スイッチ スタックまたはスタンドアロン スイッチで ip arp inspection
log-buffer グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、
このコマンドの no 形式を使用します。
ip arp inspection log-buffer {entries number | logs number interval seconds}
no ip arp inspection log-buffer {entries | logs}

シンタックスの説明

entries number

バッファにロギングするエントリ数。指定できる範囲は 0 ～ 1024 です。

logs number interval
seconds

指定した間隔でシステム メッセージを生成するのに必要なエントリ数
logs number の範囲は 0 ～ 1024 です。値を 0 に設定すると、エントリがロ
グ バッファに置かれますが、システム メッセージは生成されません。
interval seconds に指定できる範囲は、0 ～ 86400 秒（1 日）です。値を 0
に設定すると、システム メッセージが直ちに生成されます（ログ バッファ
は常に空です）。

ダイナミック ARP インスペクションがイネーブルになっている場合、拒否またはドロップされた
ARP パケットがロギングされます。

デフォルト

ログ エントリ数は 32 です。
システム メッセージ数は 1 秒あたり 5 に制限されています。
ロギング レート間隔は 1 秒です。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(25)EY

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

logs と interval のいずれのキーワードでも値 0 は許可されません。
logs 設定と interval 設定は連動します。logs number X が interval seconds Y より大きい場合、X を Y
で除算した（X/Y）システム メッセージが毎秒送信されます。それ以外の場合、Y を X で除算した
（Y/X）秒ごとに 1 つのシステム メッセージが送信されます。たとえば、logs number が 20 で、interval
seconds が 4 の場合、スイッチは 5 つのエントリに対して毎秒システム メッセージを生成し、一方
でログ バッファにはエントリが存在します。
ログ バッファ エントリは、1 つ以上のパケットを表すことができます。たとえば、インターフェイ
スが同一 ARP パラメータを持つ同一 VLAN（仮想 LAN）で多くのパケットを受信した場合、スイッ
チはログ バッファでパケットを 1 つのエントリとして結合し、1 つのエントリとしてシステム メッ
セージを生成します。
ログ バッファがオーバーフローした場合、これはログ イベントがログ バッファに適さないことを
意味し、show ip arp inspection log 特権 EXEC コマンドの出力表示が影響を受けます。表示内の -が、パケット カウントおよび時刻以外のすべてのデータの場所に表示されます。エントリには他の
統計情報は表示されません。表示にこのエントリが確認された場合、ログ バッファ内のエントリ数
を増やすか、ロギング レートを大きくしてください。
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例

次の例では、ログ バッファが最高 45 エントリまでを保持するように設定する方法を示します。
Switch(config)# ip arp inspection log-buffer entries 45

次の例では、ロギング レートを 4 秒ごと 20 ログ エントリに設定する方法を示します。このコン
フィギュレーションでは、スイッチは毎秒 5 エントリに対してシステム メッセージを生成し、一方
でログ バッファにエントリが存在します。
Switch(config)# ip arp inspection log-buffer logs 20 interval 4

show ip arp inspection log 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド
arp access-list

説明
ARP Access Control List（ACL; アクセス コントロール リスト）
を定義します。

clear ip arp inspection log

ダイナミック ARP インスペクション ログ バッファをクリア
します。

ip arp inspection vlan logging

VLAN ごとにロギングするパケットのタイプを制御します。

show ip arp inspection log

ダイナミック ARP インスペクション ログ バッファの設定お
よび内容を表示します。
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ip arp inspection trust
検査する着信 Address Resolution Protocol（ARP; アドレス解決プロトコル）パケットを決定するイン
ターフェイスの信頼状態を設定するには、スイッチ スタックまたはスタンドアロン スイッチで ip
arp inspection trust インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。デフォルト
設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
ip arp inspection trust
no ip arp inspection trust
このコマンドは、スイッチが拡張マルチレイヤ イメージ（EMI）を実行している場合のみ使用でき
ます。

シンタックスの説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

インターフェイスは信頼できない状態です。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(25)EY

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

スイッチは、信頼できるインターフェイスで受信される ARP パケットをチェックせず、単にパケッ
トを転送します。
信頼できないインターフェイスでは、スイッチはすべての ARP 要求および応答を代行受信します。
スイッチは、ローカル キャッシュを更新し、適切な宛先にパケットを転送する前に、代行受信した
パケットに有効な IP/MAC（メディア アクセス制御）アドレス バインディングがあることを確認し
ます。スイッチは無効なパケットをドロップし、ip arp inspection vlan logging グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドで指定したロギング コンフィギュレーションに従ってログ バッファにロ
ギングします。

例

次の例では、ポートを信頼できる状態に設定する方法を示します。
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# ip arp inspection trust

設定を確認するには、show ip arp inspection interfaces interface-id 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
ip arp inspection log-buffer

説明

show ip arp inspection interfaces

指定したインターフェイスまたはすべてのインターフェイ
スの ARP パケットの信頼状態および速度制限を表示します。

show ip arp inspection log

ダイナミック ARP インスペクション ログ バッファの設定お
よび内容を表示します。

ダイナミック ARP インスペクション ログ バッファを設定し
ます。
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ip arp inspection validate
ダイナミック Address Resolution Protocol（ARP; アドレス解決プロトコル）インスペクションで特定
のチェックを実行するには、スイッチ スタックまたはスタンドアロン スイッチで ip arp inspection
validate グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、
このコマンドの no 形式を使用します。
ip arp inspection validate {[src-mac] [dst-mac] [ip [allow zeros] ]}
no ip arp inspection validate [src-mac] [dst-mac] [ip [allow zeros] ]

シンタックスの説明

src-mac

イーサネット ヘッダーにある送信元 MAC（メディア アクセス制御）アドレ
スを、ARP 本体にある送信側 MAC アドレスと比較します。このチェックは、
ARP の要求と応答の両方で実行されます。
イネーブルになっている場合、異なる MAC アドレスのパケットは無効とし
て分類され、ドロップされます。

dst-mac

イーサネット ヘッダーにある宛先 MAC アドレスを、ARP 本体にあるター
ゲット MAC アドレスと比較します。このチェックは、ARP 応答に対して実
行されます。
イネーブルになっている場合、異なる MAC アドレスのパケットは無効とし
て分類され、ドロップされます。

ip

無効または予期せぬ IP アドレスがあるか、ARP 本体を比較します。アドレス
には、0.0.0.0、255.255.255.255、およびすべての IP マルチキャスト アドレス
を含みます。
送信側 IP アドレスは、すべての ARP 要求および応答で比較されます。ター
ゲット IP アドレスは、ARP 応答でのみ比較されます。

allow-zeros

センダ アドレス 0.0.0.0 （ARP プローブ）の ARP が拒否されないように IP 検
証テストを変更します。

デフォルト

チェックは実行されません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(25)EY

変更内容

12.2(37)SE

allow-zero キーワードが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドが導入されました。

キーワードを 1 つ以上指定する必要があります。各コマンドは、前のコマンドの設定を上書きしま
す。つまり、コマンドにより src-mac および dst-mac の検証がイネーブルになっていて、2 番めの
コマンドにより IP の検証のみがイネーブルになっている場合、src-mac および dst-mac の検証は、
2 番めのコマンドの結果としてディセーブルになります。
allow-zero キーワードは、次のように APR Access Control List（ACL; アクセス コントロール リスト）
と連動します。
•

ARP プローブを拒否するように ARP ACL が設定されている場合、allow-zero キーワードが指
定されていてもドロップされます。
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•

特に ARP プローブを許可するように ARP ACL を設定し、ip arp inspection validate ip コマンド
が設定されている場合、allow-zeros キーワードを設定しない限り ARP プローブがドロップさ
れます。

このコマンドの no 形式では、指定したチェックのみをディセーブルにします。どのオプションも
イネーブルになっていない場合、すべてのチェックがディセーブルになります。

次の例では、送信元 MAC 検証をイネーブルにする方法を示します。

例

Switch(config)# ip arp inspection validate src-mac

設定を確認するには、show ip arp inspection vlan vlan-range 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
show ip arp inspection vlan vlan-range

説明
指定した VLAN のダイナミック ARP インスペクション
の設定および動作状態を表示します。
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ip arp inspection vlan
ダイナミック Address Resolution Protocol（ARP; アドレス解決プロトコル）インスペクションを
VLAN 単位でイネーブルにするには、スイッチ スタックまたはスタンドアロン スイッチで ip arp
inspection vlan グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。デフォルト設定に戻す
には、このコマンドの no 形式を使用します。
ip arp inspection vlan vlan-range
no ip arp inspection vlan vlan-range
このコマンドは、スイッチが拡張マルチレイヤ イメージ（EMI）を実行している場合のみ使用でき
ます。

シンタックスの説明

vlan-range

VLAN の番号または範囲
VLAN ID 番号で識別された 1 つの VLAN、それぞれをハイフンで区切った
VLAN 範囲、またはカンマで区切った一連の VLAN を指定することができま
す。指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。

デフォルト

ARP インスペクションは、すべての VLAN でディセーブルです。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(25)EY

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

ダイナミック ARP インスペクションをイネーブルにする VLAN を指定する必要があります。
ダイナミック ARP インスペクションは、アクセス ポート、トランク ポート、EtherChannel ポート、
およびプライベート VLAN ポートでサポートされます。

例

次の例では、ダイナミック ARP インスペクションを VLAN 1 でイネーブルにする方法を示します。
Switch(config)# ip arp inspection vlan 1

設定を確認するには、show ip arp inspection vlan vlan-range 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
arp access-list

説明

show ip arp inspectionvlan vlan-range

指定した VLAN のダイナミック ARP インスペクション
の設定および動作状態を表示します。

ARP Access Control List（ACL; アクセス コントロール リ
スト）を定義します。
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ip arp inspection vlan logging
VLAN（仮想 LAN）ごとにロギングされるパケットのタイプを制御するには、スイッチ スタックま
たはスタンドアロン スイッチで ip arp inspection vlan logging グローバル コンフィギュレーション
コマンドを使用します。このロギングの制御をディセーブルにする場合、このコマンドの no 形式
を使用します。
ip arp inspection vlan vlan-range logging {acl-match {matchlog | none} | dhcp-bindings {all | none |
permit} | arp-probe}
no ip arp inspection vlan vlan-range logging {acl-match | dhcp-bindings | arp-probe}

シンタックスの説明

vlan-range

ロギング用に設定された VLAN を指定します。
VLAN ID 番号で識別された 1 つの VLAN、
それぞれをハイフンで区切っ
た VLAN 範囲、またはカンマで区切った一連の VLAN を指定すること
ができます。指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。

acl-match {matchlog |
none}

パケットのロギングが Access Control List（ACL; アクセス コントロール
リスト）の照合に基づくように指定します。
キーワードの意味は次のとおりです。

dhcp-bindings {permit |
all | none}

•

matchlog ― Access Control Entry（ACE; アクセス コントロール エン
トリ）で指定されたロギング設定を基にパケットをロギングしま
す。このコマンドで matchlog キーワードを指定し、permit または
deny Address Resolution Protocol（ARP; アドレス解決プロトコル）ア
クセス リスト コンフィギュレーションコマンドで log キーワード
を指定する場合、ACL で許可または拒否された ARP パケットがロ
ギングされます。

•

none ― ACL に一致するパケットをロギングしません。

DHCP バインディングの照合に基づくパケットのロギングを指定しま
す。
キーワードの意味は次のとおりです。

arp-probe

•

all ― DHCP バインディングに一致するすべてのパケットをロギン
グします。

•

none ― DHCP バインディングに一致するパケットをロギングしま
せん。

•

permit ― DHCP バインディングで許可されたパケットをロギング
します。

APR プローブであるために特別に許可されたパケットのロギングを指
定します。

デフォルト

すべての拒否またはドロップされたパケットがロギングされます。ARP プローブ パケットはロギ
ングされません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(25)EY

変更内容

12.2(37)SE

arp-probe キーワードが追加されました。

このコマンドが導入されました。
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使用上のガイドライン

ロギングされるという語の意味は、エントリがログ バッファに置かれ、システム メッセージが生
成されるということです。
acl-match および dhcp-bindings キーワードは、お互いに結合します。つまり、ACL 照合を設定する
とき、DHCP バインディング コンフィギュレーションはディセーブルにはなりません。ロギング基
準をデフォルトにリセットする場合は、このコマンドの no 形式を使用します。どちらのオプショ
ンも指定されていない場合、ARP パケットが拒否されたとき、すべてのタイプのロギングがリセッ
トされます。オプションは次のとおりです。
•

acl-match ― ACL 照合でのロギングは、拒否でのロギングにリセットされます。

•

dhcp-bindings ― DHCP バインディング照合でのロギングは、拒否でのロギングにリセットさ
れます。

acl-match または dhcp-bindings キーワードのいずれも指定されていない場合、すべての拒否パケッ
トがロギングされます。
ACL の最後にある暗黙的拒否には、log キーワードは含まれません。これは、ip arp inspection filter
vlan グローバル コンフィギュレーション コマンドで static キーワードを使用する場合、ACL が
DHCP バインディングを上書きするということです。一部の拒否パケットは、ARP ACL の最後で
deny ip any mac any log ACE を明示的に指定しないかぎり、ロギングされないことがあります。

例

次の例では、VLAN 1 での ARP インスペクションを設定し、ACL の permit コマンドに一致するパ
ケットをロギングする方法を示します。
Switch(config)# arp access-list test1
Switch(config-arp-nacl)# permit request ip any mac any log
Switch(config-arp-nacl)# permit response ip any any mac any any log
Switch(config-arp-nacl)# exit
Switch(config)# ip arp inspection vlan 1 logging acl-match matchlog

設定を確認するには、show ip arp inspection vlan vlan-range 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
arp access-list

説明

clear ip arp inspection log

ダイナミック ARP インスペクション ログ バッファを
クリアします。

ip arp inspection log-buffer

ダイナミック ARP インスペクション ログ バッファを
設定します。

show ip arp inspection log

ダイナミック ARP インスペクション ログ バッファの
設定および内容を表示します。

show ip arp inspection vlan vlan-range

指定した VLAN のダイナミック ARP インスペクショ
ンの設定および動作状態を表示します。

ARP ACL を定義します。
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ip dhcp snooping
DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにするには、ip dhcp snooping グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使
用します。
ip dhcp snooping
no ip dhcp snooping

シンタックスの説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

DHCP スヌーピングはディセーブルです。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(25)EY

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

DHCP スヌーピング設定を有効にするには、DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにする
必要があります。
ip dhcp snooping vlan vlan-id グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して VLAN（仮想
LAN）でスヌーピングをイネーブルにしないかぎり、DHCP スヌーピングはアクティブになりませ
ん。

例

次の例では、DHCP スヌーピングをイネーブルにする方法を示します。
Switch(config)# ip dhcp snooping

show ip dhcp snooping 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド
ip dhcp snooping vlan

説明

show ip dhcp snooping

DHCP スヌーピング設定を表示します。

show ip dhcp snooping binding

DHCP スヌーピング バインディング情報を表示します。

VLAN（仮想 LAN）で DHCP スヌーピングをイネーブルに
します。
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ip dhcp snooping binding
DHCP スヌーピング バインディング データベースを設定し、バインディング エントリをデータ
ベースに追加するには、ip dhcp snooping binding 特権 EXEC コマンドを使用します。バインディン
グ データベースからエントリを削除する場合は、このコマンドの no 形式を使用します。
ip dhcp snooping binding mac-address vlan vlan-id ip-address interface interface-id expiry seconds
no ip dhcp snooping binding mac-address vlan vlan-id ip-address interface interface-id

シンタックスの説明

mac-address

MAC（メディア アクセス制御）アドレスを指定します。

vlan vlan-id

VLAN（仮想 LAN）番号を指定します。指定できる範囲は 1 ～ 4904 です。

ip-address

IP アドレスを指定します。

interface interface-id

バインディング エントリの追加または削除を行うインターフェイスを指
定します。

expiry seconds

バインディング エントリが無効になるまでの間隔（秒）を指定します。指
定できる範囲は 1 ～ 4294967295 です。

デフォルト

デフォルト データベースは定義されていません。

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

リリース
12.2(25)EY

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

スイッチのテストまたはデバッグを行う場合は、このコマンドを使用します。
DHCP スヌーピング バインディング データベースでは、バインディングとも呼ばれる各データベー
ス エントリに、IP アドレス、関連 MAC アドレス、リース時間（16 進数）
、バインディングを適用
するインターフェイス、およびインターフェイスの属する VLAN があります。データベースには、
最大 512 個のバインディングを保有できます。
動的に設定されたバインディングのみを表示するには、show ip dhcp snooping binding 特権 EXEC
コマンドを使用します。ダイナミックおよびスタティックに設定されたバインディングを表示する
には、show ip source binding 特権 EXEC コマンドを使用します。

例

次の例では、VLAN 1 のポート上で、有効時間が 1000 秒の DHCP バインディング設定を生成する
方法を示します。
Switch# ip dhcp snooping binding 0001.1234.1234 vlan 1 172.20.50.5 interface
gigabitethernet1/0/1 expiry 1000

show ip dhcp snooping binding、または show ip dhcp source binding 特権 EXEC コマンドを入力すれ
ば、設定を確認することができます。
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関連コマンド

コマンド
ip dhcp snooping

説明
VLAN（仮想 LAN）で DHCP スヌーピングをイネーブルにし
ます。

show ip dhcp snooping binding

DHCP スヌーピング バインディング データベースでダイナ
ミックに設定されたバインディングおよび設定情報を表示し
ます。

show ip source binding

DHCP スヌーピング バインディング データベースでダイナ
ミックおよびスタティックに設定されたバインディングを表
示します。

ip dhcp snooping database
DHCP スヌーピング バインディング データベース エージェントを設定するには、ip dhcp snooping
database グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。エージェントをディセーブ
ルにする、タイムアウト値をリセットする、または書き込み遅延値をリセットするには、このコマ
ンドの no 形式を使用します。
ip dhcp snooping database {{flash:/filename | ftp://user:password@host/filename |
rcp://user@host/filename | tftp://host/filename} | timeout seconds | write-delay seconds}
no ip dhcp snooping database [timeout | write-delay]

シンタックスの説明

flash:/filename

データベース エージェントまたはバインディング ファイルが
フラッシュ メモリ内にあることを指定します。

ftp://user:password@host/filename

データベース エージェントまたはバインディング ファイルが
FTP サーバにあることを指定します。

rcp://user@host/filename

データベース エージェントまたはバインディング ファイルが
Remote Control Protocol（RCP）サーバにあることを指定します。

tftp://host/filename

データベース エージェントまたはバインディング ファイルが
TFTP サーバにあることを指定します。

timeout seconds

DHCP スヌーピング バインディング データベースの変更後、
データベース転送プロセスを停止する時期（秒）を指定します。
デフォルト値は 300 秒です。指定できる範囲は 0 ～ 86400 秒で
す。無期限を定義するには 0 を使用します。

write-delay seconds

バインディング データベースの変更後、転送を遅延させる期
間（秒）を指定します。デフォルト値は 300 秒です。指定でき
る範囲は 15 ～ 86400 です。

データベース エージェントまたはバインディング ファイルの URL は定義されていません。

デフォルト

タイムアウト値は 300 秒（5 分）です。
書き込み遅延値は 300 秒（5 分）です。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション
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コマンド履歴

使用上のガイドライン

リリース
12.2(25)EY

変更内容
このコマンドが導入されました。

DHCP スヌーピング バインディング データベースには、最大 512 個のバインディングを保有でき
ます。
データベースのリース時間を正確にするために、Network Time Protocol（NTP）がイネーブルで、次
の機能が設定されていることを推奨します。
•

NTP 認証

•

NTP ピアおよびサーバ アソシエーション

•

NTP ブロードキャスト サービス

•

NTP アクセス制限

•

NTP パケット送信元 IP アドレス

NTP が設定されている場合、スイッチのシステム クロックが NTP と同期されるときにだけ、スイッ
チはバインディングの変更をバインディング ファイルに書き込みます。
NVRAM（不揮発性 RAM）とフラッシュ メモリには、記憶容量に制限があるため、バインディン
グ ファイルを TFTP サーバに格納することを推奨します。スイッチが初めて URL にあるバインディ
ング ファイルにバインディングを書き込む前に、ネットワークベースの URL（TFTP や FTP など）
の設定済み URL に空のファイルを作成する必要があります。
DHCP スヌーピング バインディング データベースをスタック マスター NVRAM に保存するには、
ip dhcp snooping database flash:/filename コマンドを使用します。データベースは、スタック メン
バー NVRAM には保存されません。
エージェントをディセーブルにするには、no ip dhcp snooping database コマンドを使用します。
タイムアウト値をリセットするには、no ip dhcp snooping database timeout コマンドを使用します。
書き込み遅延値をリセットするには、no ip dhcp snooping database write-delay コマンドを使用します。

例

次の例では、directory という名前のディレクトリの IP アドレス 10.1.1.1 にバインディング ファイル
を格納する方法を示します。file という名前のファイルが、TFTP サーバに存在している必要があり
ます。
Switch(config)# ip dhcp snooping database tftp://10.1.1.1/directory/file

次の例では、file01.txt という名前のバインディング ファイルをスタック マスター NVRAM に格納
する方法を示します。
Switch(config)# ip dhcp snooping database flash:file01.txt

show ip dhcp snooping database 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド
ip dhcp snooping

説明

ip dhcp snooping binding

DHCP スヌーピング バインディング データベースを設定し
ます。

show ip dhcp snooping database

DHCP スヌーピング データベース エージェントの状態を表
示します。

VLAN（仮想 LAN）で DHCP スヌーピングをイネーブルに
します。
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ip dhcp snooping information option
DHCP オプション 82 データ挿入をイネーブルにするには、ip dhcp snooping information option グ
ローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。DHCP オプション 82 データ挿入をディ
セーブルにする場合は、このコマンドの no 形式を使用します。
ip dhcp snooping information option
no ip dhcp snooping information option

シンタックスの説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

DHCP オプション 82 データ挿入はイネーブルです。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(25)EY

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

DHCP スヌーピング設定を有効にするには、ip dhcp snooping グローバル コンフィギュレーション
コマンドを使用して、DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにする必要があります。
オプション 82 機能がイネーブルで、スイッチがホストから DHCP 要求を受信したとき、パケット
にオプション 82 情報が追加されます。オプション 82 情報には、スイッチの MAC（メディア アク
セス制御）アドレス（リモート ID サブオプション）と、パケットが受信されるポート識別子であ
る vlan-mod-port（回線 ID サブオプション）が含まれます。スイッチは、オプション 82 フィール
ドを含む DHCP 要求を DHCP サーバに転送します。
DHCP サーバは、パケットを受信するとリモート ID、回線 ID、またはその両方を使用して IP アド
レスを割り当て、単一リモート ID または回線 ID に割り当て可能な IP アドレス数の制限など、ポ
リシーを実装できます。次に、DHCP サーバは、DHCP 応答でオプション 82 フィールドをエコーさ
せます。
スイッチにより応答がサーバにリレーされた場合、DHCP サーバは応答をスイッチにユニキャスト
します。クライアントおよびサーバが同じサブネット上にある場合、サーバは応答をブロードキャ
ストします。スイッチはリモート ID および場合によっては回線 ID フィールドを検査し、本来オプ
ション 82 データに挿入されたものであるかを確認します。スイッチは、オプション 82 フィールド
を削除し、DHCP 要求を送信した DHCP ホストに接続しているスイッチ ポートにパケットを転送し
ます。

次の例では、DHCP オプション 82 データ挿入をイネーブルにする方法を示します。

例

Switch(config)# ip dhcp snooping information option

show ip dhcp snooping 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド
show ip dhcp snooping

説明

show ip dhcp snooping binding

DHCP スヌーピング バインディング情報を表示します。

DHCP スヌーピング設定を表示します。
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ip dhcp snooping information option allowed-untrusted
エッジ スイッチに接続されている信頼できないポートで受信したオプション 82 情報付きの DHCP
パケットを受け入れるように集約スイッチを設定するには、集約スイッチ上で ip dhcp snooping
information option allowed-untrusted グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。
スイッチがエッジ スイッチからのこれらのパケットをドロップするよう設定するには、このコマン
ドの no 形式を使用します。
ip dhcp snooping information option allowed-untrusted
no ip dhcp snooping information option allowed-untrusted

シンタックスの説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

スイッチは、エッジ スイッチに接続されている信頼できないポートで受信したオプション 82 情報
付き DHCP パケットをドロップします。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(25)EY

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

ホストの接続先であるエッジ スイッチにより、DHCP オプション 82 情報をネットワークのエッジ
で挿入します。また、集約スイッチ上で、DHCP スヌーピング、IP ソース ガード、またはダイナ
ミック Address Resolution Protocol（ARP; アドレス解決プロトコル）インスペクションなど、DHCP
セキュリティ機能をイネーブルにします。ただし、集約スイッチ上で DHCP スヌーピングがイネー
ブルになっている場合、スイッチは信頼できないポートで受信したオプション 82 情報付きパケッ
トをドロップし、信頼できるインターフェイス上の接続デバイスの DHCP スヌーピング バインディ
ングを学習しません。
ホストの接続先であるエッジ スイッチがオプション 82 情報を挿入し、集約スイッチで DHCP ス
ヌーピングを使用する場合、集約スイッチで ip dhcp snooping information option allowed-untrusted
コマンドを入力します。集約スイッチは、信頼できないポートで DHCP スヌーピング パケットを
受信した場合でも、ホストのバインディングを学習できます。また、集約スイッチで DHCP セキュ
リティ機能をイネーブルにすることもできます。集約スイッチの接続先であるエッジ スイッチの
ポートは、信頼できるポートとして設定されている必要があります。

（注）

例

信頼できないデバイスが接続されている集約スイッチ上で ip dhcp snooping information option
allowed-untrusted コマンドを入力しないでください。このコマンドを入力すると、信頼できないデ
バイスは、オプション 82 情報をスプーフィングします。

次の例では、エッジ スイッチからの信頼できないパケットにあるオプション 82 情報をチェックせ
ずにそのパケットを受け入れるように、アクセス スイッチを設定する方法を示します。
Switch(config)# ip dhcp snooping information option allowed-untrusted

show ip dhcp snooping 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。
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関連コマンド

コマンド
show ip dhcp snooping

説明

show ip dhcp snooping binding

DHCP スヌーピング バインディング情報を表示します。

DHCP スヌーピング設定を表示します。

ip dhcp snooping information option format remote-id
オプション 82 リモート ID サブオプションを設定するには、スイッチで ip dhcp snooping
information option format remote-id グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。
デフォルトのリモート ID サブオプションを設定するには、このコマンドの no 形式を使用します。
ip dhcp snooping information option format remote-id [string ASCII string | hostname]
no ip dhcp snooping information option format remote-id

シンタックスの説明

string ASCII-string

1 ～ 63 文字の ASCII 文字（スペースなし）を使用して、リモート ID を指
定します。

hostname

リモート ID としてスイッチのホスト名を指定します。

デフォルト

スイッチの MAC（メディア アクセス制御）アドレスはリモート ID です。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(25)SEE

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

DHCP スヌーピング設定を有効にするには、ip dhcp snooping グローバル コンフィギュレーション
コマンドを使用して、DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにする必要があります。
オプション 82 機能がイネーブルになっている場合、デフォルトのリモート ID サブオプションはス
イッチの MAC アドレスです。このコマンドにより、スイッチのホスト名または 63 文字までの ASCII
文字列（スペースは不可）のいずれかをリモート ID に設定できます。

（注）

ホスト名が 63 文字を超える場合、リモート ID 設定では 63 文字に切り捨てられます。

次の例では、オプション 82 リモート ID サブオプションを設定する方法を示します。

例

Switch(config)# ip dhcp snooping information option format remote-id hostname

show ip dhcp snooping ユーザ EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。
関連コマンド

コマンド
ip dhcp snooping vlan information option
format-type circuit-id string

説明

show ip dhcp snooping

DHCP スヌーピング設定を表示します。

オプション 82 回線 ID サブオプションを設定します。
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ip dhcp snooping limit rate

ip dhcp snooping limit rate
インターフェイスが 1 秒ごとに受信可能な DHCP メッセージ数を設定するには、ip dhcp snooping
limit rate インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。デフォルト設定に戻
すには、このコマンドの no 形式を使用します。
ip dhcp snooping limit rate rate
no ip dhcp snooping limit rate

シンタックスの説明

rate

デフォルト

DHCP スヌーピングの速度制限はディセーブルです。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(25)EY

使用上のガイドライン

インターフェイスが 1 秒ごとに受信できる DHCP メッセージ数。指定できる
範囲は 1 ～ 2048 です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

通常、速度制限は信頼できないインターフェイスに適用されます。信頼できるインターフェイスに
速度制限を設定する場合、信頼できるインターフェイスはスイッチの複数 VLAN（仮想 LAN）
（一
部はスヌーピングなし）で DHCP トラフィックを集約することがあり、インターフェイスの速度制
限を高い値に設定する必要があることに注意してください。
速度制限を超えると、インターフェイスは errdisable になります。errdisable recovery dhcp-rate-limit
グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力し、エラー回復をイネーブルにした場合、イ
ンターフェイスはすべての原因がタイムアウトになったときに動作を再試行します。エラー回復メ
カニズムをイネーブルにしない場合、shutdown および no shutdown インターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドが入力されるまで、インターフェイスは errdisable ステートのままです。

例

次の例では、インターフェイスのメッセージの速度制限を 1 秒あたり 150 メッセージに設定する方
法を示します。
Switch(config-if)# ip dhcp snooping limit rate 150

show ip dhcp snooping 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド
errdisable recovery

説明

show ip dhcp snooping

DHCP スヌーピング設定を表示します。

show ip dhcp snooping binding

DHCP スヌーピング バインディング情報を表示します。

回復メカニズムを設定します。
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ip dhcp snooping trust

ip dhcp snooping trust
DHCP スヌーピングを目的として、ポートを信頼できる状態に設定するには、ip dhcp snooping trust
インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、こ
のコマンドの no 形式を使用します。
ip dhcp snooping trust
no ip dhcp snooping trust

シンタックスの説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

DHCP スヌーピングの信頼はディセーブルです。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(25)EY

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

DHCP サーバ、他のスイッチ、またはルータに接続されたポートを信頼できるポートとして設定し
ます。DHCP クライアントに接続されたポートを信頼できないポートとして設定します。

例

次の例では、ポートで DHCP スヌーピングの信頼をイネーブルにする方法を示します。
Switch(config-if)# ip dhcp snooping trust

show ip dhcp snooping 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド
show ip dhcp snooping

説明

show ip dhcp snooping binding

DHCP スヌーピング バインディング情報を表示します。

DHCP スヌーピング設定を表示します。
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ip dhcp snooping verify
信頼できないポートで、DHCP パケット内の送信元 MAC（メディア アクセス制御）アドレスがク
ライアント ハードウェア アドレスと一致していることを確認するようにスイッチを設定するに
は、ip dhcp snooping verify グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。スイッチ
が MAC アドレスを確認しないように設定する場合は、このコマンドの no 形式を使用します。
ip dhcp snooping verify mac-address
no ip dhcp snooping verify mac-address

シンタックスの説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

スイッチは、信頼できないポートで受信した DHCP パケットの送信元 MAC アドレスが、パケット
内のクライアント ハードウェア アドレスと一致することを確認します。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(25)EY

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

サービス プロバイダー ネットワークでは、スイッチが DHCP クライアントからのパケットを信頼
できないポートで受信すると、送信元 MAC アドレスと DHCP クライアント ハードウェア アドレ
スが一致するかどうか自動的に確認されます。アドレスが一致すると、スイッチはパケットを転送
します。アドレスが一致しない場合、スイッチはパケットをドロップします。

例

次の例では、MAC アドレスの検証をディセーブルにする方法を示します。
Switch(config)# no ip dhcp snooping verify mac-address

show ip dhcp snooping 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド
show ip dhcp snooping

説明
DHCP スヌーピング設定を表示します。
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ip dhcp snooping vlan

ip dhcp snooping vlan
VLAN で DHCP スヌーピングをイネーブルにするには、ip dhcp snooping vlan グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。VLAN（仮想 LAN）で DHCP スヌーピングをディセーブ
ルにする場合は、このコマンドの no 形式を使用します。
ip dhcp snooping vlan vlan-range
no ip dhcp snooping vlan vlan-range

シンタックスの説明

vlan vlan-range

DHCP スヌーピングをイネーブルにする VLAN ID または VLAN の範囲を
指定します。指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。
VLAN ID 番号で識別される単一の VLAN ID、カンマで区切られた一連の
VLAN ID、ハイフンで区切られた VLAN ID の範囲、またはスペースで区
切られた開始 VLAN ID と終了 VLAN ID を入力して区切られた VLAN ID
の範囲を入力できます。

デフォルト

すべての VLAN で DHCP スヌーピングはディセーブルです。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(25)EY

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにしてから、VLAN で DHCP スヌーピングをイネー
ブルにする必要があります。

例

次の例では、VLAN 10 で DHCP スヌーピングをイネーブルにする方法を示します。
Switch(config)# ip dhcp snooping vlan 10

show ip dhcp snooping 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド
show ip dhcp snooping

説明

show ip dhcp snooping binding

DHCP スヌーピング バインディング情報を表示します。

DHCP スヌーピング設定を表示します。
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ip dhcp snooping vlan information option format-type circuit-id string

ip dhcp snooping vlan information option format-type
circuit-id string
オプション 82 回線 ID サブオプションを設定するには、スイッチで ip dhcp snooping vlan information
option format-type circuit-id string インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用しま
す。デフォルトの回線 ID サブオプションを設定するには、このコマンドの no 形式を使用します。
ip dhcp snooping vlan vlan information option format-type circuit-id string ASCII-string
no ip dhcp snooping vlan vlan information option format-type circuit-id string

シンタックスの説明

vlan vlan

VLAN（仮想 LAN）ID を指定します。指定可能な範囲は 1 ～ 4094 です。

string ASCII-string

3 ～ 63 文字の ASCII 文字（スペースなし）を使用して、回線 ID を指定し
ます。

デフォルト

vlan-mod-port 形式のスイッチ VLAN およびポート識別子は、デフォルトの回線 ID です。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(25)SEE

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

DHCP スヌーピング設定を有効にするには、ip dhcp snooping グローバル コンフィギュレーション
コマンドを使用して、DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにする必要があります。
オプション 82 機能がイネーブルになっている場合、デフォルトの回線 ID サブオプションは、
vlan-mod-port 形式のスイッチ VLAN およびポート識別子です。このコマンドにより、ASCII 文字
列を回線 ID に設定できます。

（注）

スイッチで多数の回線 ID を設定する場合、NVRAM（不揮発性 RAM）またはフラッシュ メモリに
長い文字列が与える影響を考慮してください。回線 ID 設定が他のデータと組み合わされると、
NVRAM またはフラッシュ メモリの容量を超え、エラー メッセージが表示されます。

次の例では、オプション 82 回線 ID サブオプションを設定する方法を示します。

例

Switch(config-if)# ip dhcp snooping vlan 250 information option format-type circuit-id
string customerABC-250-0-0

show ip dhcp snooping ユーザ EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。

（注）

show ip dhcp snooping コマンドは、リモート ID 設定などグローバル コマンドの出力のみを表示し
ます。回線 ID に設定したインターフェイスごと、VLAN ごとの文字列は表示しません。

Catalyst 3750 Metro スイッチ コマンド リファレンス
OL-9645-04-J

2-139

第2章

Catalyst 3750 Metro スイッチ Cisco IOS コマンド

ip dhcp snooping vlan information option format-type circuit-id string

関連コマンド

コマンド
ip dhcp snooping information option format remote-id

説明

show ip dhcp snooping

DHCP スヌーピング設定を表示します。

オプション 82 リモート ID サブオプショ
ンを設定します。
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ip igmp filter
インターフェイスに Internet Group Management Protocol（IGMP; インターネット グループ管理プロ
トコル）を適用することで、レイヤ 2 インターフェイス上のすべてのホストが 1 つまたは複数の IP
マルチキャスト グループに参加できるかどうかを制御するには、
ip igmp filter インターフェイス コ
ンフィギュレーション コマンドを使用します。インターフェイスから指定されたプロファイルを削
除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
ip igmp filter profile number
no ip igmp filter

シンタックスの説明

profile number

デフォルト

IGMP のフィルタは適用されていません。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

適用する IGMP プロファイル番号。指定できる範囲は 1 ～ 4294967295 です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

IGMP フィルタはレイヤ 2 の物理インターフェイスのみに適用できます。ルーテッド ポート、Switch
Virtual Interface（SVI; スイッチ仮想インターフェイス）、または EtherChannel グループに属するポー
トに対して IGMP フィルタを適用することはできません。
IGMP のプロファイルは 1 つまたは複数のポート インターフェイスに適用できますが、1 つのポー
トに対して 1 つのプロファイルのみ適用できます。

例

次の例では、ポートに IGMP プロファイルの 22 を適用する方法を示します。
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config-if)# ip igmp filter 22

設定を確認するには、show running-config 特権 EXEC コマンドを使用してインターフェイスを指定
します。

関連コマンド

コマンド
ip igmp profile

説明

show ip dhcp snooping statistics

指定の IGMP プロファイルの特性を表示します。

show running-config interface
interface-id

スイッチのインターフェイス上の実行コンフィギュレーショ
ンを（インターフェイスに適用している IGMP プロファイル
がある場合はそれを含み）表示します。構文情報については、
Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference,
Release 12.2 > File Management Commands > Configuration

特定の IGMP プロファイル番号を設定します。

File Management Commands を選択してください。
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ip igmp max-groups

ip igmp max-groups
レイヤ 2 インターフェイスが参加できる Internet Group Management Protocol
（インターネット グルー
プ管理プロトコル）の最大数を設定する、または最大エントリ数が転送テーブルにある際に IGMP
スロットリング処理を設定するには、ip igmp max-groups インターフェイス コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用します。最大数をデフォルトに戻して無制限にする、またはデフォルトのスロッ
トリング処理に戻してレポートをドロップするには、このコマンドの no 形式を使用します。
ip igmp max-groups {number | action {deny | replace}}
no ip igmp max-groups {number | action}

シンタックスの説明

デフォルト

number

インターフェイスが参加できる IGMP グループの最大数。指定できる範囲は
0 ～ 4294967294 です。デフォルトの設定に制限はありません。

action deny

最大数のエントリが IGMP スヌーピング転送テーブルにある場合、次の IGMP
参加レポートをドロップします。これがデフォルトのアクションになります。

action replace

最大数のエントリが IGMP スヌーピング転送テーブルにある場合、IGMP レ
ポートを受信した既存のグループを新しいグループに置き換えます。

デフォルトの最大グループ数は制限なしです。
スイッチが、インターフェイスの IGMP グループ エントリの最大数を学習すると、デフォルトのス
ロットリング アクションは、インターフェイスが受信する次の IGMP レポートをドロップし、IGMP
グループのエントリをインターフェイスに追加しなくなります。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容

12.2(25)EY

action、deny、および replace キーワードが導入されました。

使用上のガイドライン

このコマンドが導入されました。

このコマンドは、レイヤ 2 物理インターフェイスおよび論理 EtherChannel インターフェイスでのみ
使用できます。ルーテッド ポート、Switch Virtual Interface（SVI; スイッチ仮想インターフェイス）、
または EtherChannel グループに属するポートには、IGMP 最大グループを設定できません。
IGMP スロットリング アクションを設定する場合には、次の注意事項に従ってください。
•

スロットリング アクションを deny として設定して最大グループ制限を設定する場合、以前転
送テーブルにあったエントリは、削除されませんが期限切れになります。これらのエントリが
期限切れになったあと、最大数のエントリが転送テーブルにある場合、スイッチはインター
フェイスで受信する次の IGMP レポートをドロップします。

•

スロットリング アクションを replace として設定して最大グループ制限を設定する場合、以前
転送テーブルにあったエントリは削除されます。最大数のエントリが転送テーブルにある場
合、スイッチはランダムに選択したマルチキャスト エントリを受信した IGMP レポートと置き
換えます。

•

最大グループ制限がデフォルト（制限なし）に設定されている場合、ip igmp max-groups {deny
| replace} コマンドを入力しても無効です。
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例

次の例では、ポートが参加できる IGMP グループ数を 25 に制限する方法を示します。
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config-if)# ip igmp max-groups 25

次の例では、最大数のエントリが転送テーブルにあるときに、IGMP レポートを受信した既存のグ
ループを新しいグループと置き換えるように設定する方法を示します。
Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Switch(config-if)# ip igmp max-groups action replace

設定を確認するには、show running-config 特権 EXEC コマンドを使用してインターフェイスを指定
します。

関連コマンド

コマンド
show running-config interface
interface-id

説明
インターフェイスが参加できる IGMP グループの最大数やス
ロットリング アクションなど、スイッチのインターフェイス
上で実行コンフィギュレーションを表示します。構文情報に
ついては、Cisco IOS Configuration Fundamentals Command
Reference, Release 12.2 > File Management Commands >
Configuration File Management Commands を選択してくださ
い。
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ip igmp profile

ip igmp profile
Internet Group Management Protocol（IGMP; インターネット グループ管理プロトコル）プロファイル
を作成し、IGMP プロファイル コンフィギュレーション モードを開始するには、ip igmp profile グ
ローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。このモードから、スイッチポートの
IGMP メンバシップ レポートをフィルタリングするために使う、IGMP プロファイルの構成を指定
します。IGMP プロファイルを削除する場合は、このコマンドの no 形式を使用します。
ip igmp profile profile number
no ip igmp profile profile number
シンタックスの説明

profile number

デフォルト

IGMP プロファイルは定義されていません。設定された場合、デフォルトの IGMP プロファイルと
の一致機能は、一致するアドレスを拒否する設定になります。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

設定する IGMP プロファイル番号。指定できる範囲は 1 ～ 4294967295 です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

IGMP プロファイル コンフィギュレーションモードでは、次のコマンドを使用することでプロファ
イルを作成できます。
•

deny：一致するアドレスを拒否します（デフォルト設定の状態）。

•

exit：IGMP プロファイル コンフィギュレーションモードを終了します。

•

no：コマンドを無効にする、またはデフォルトにリセットします。

•

permit：一致するアドレスを許可します。

•

range：プロファイルに対する IP アドレスの範囲を指定します。1 つの IP アドレス、またはア
ドレスの最初と最後で範囲を指定することもできます。
範囲を入力する場合、低い方の IP マルチキャスト アドレスを入力してからスペースを入力し、
次に高い方の IP マルチキャスト アドレスを入力します。

IGMP のプロファイルを、1 つまたは複数のレイヤ 2 インターフェイスに適用できますが、各イン
ターフェイスに適用できるプロファイルは 1 つのみです。
次の例では、IP マルチキャスト アドレスの範囲を指定した IGMP プロファイル 40 の設定方法を示
します。

例

Switch(config)# ip igmp profile 40
Switch(config-igmp-profile)# permit
Switch(config-igmp-profile)# range 233.1.1.1 233.255.255.255

show ip igmp profile 特権 EXEC コマンドを使用することで、設定を確認することができます。
関連コマンド

コマンド
ip igmp filter

説明

show ip dhcp snooping statistics

すべての IGMP プロファイル、または指定の IGMP プロファ
イル番号の特性を表示します。

指定のインターフェイスに対し、IGMP を適用します。
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ip igmp snooping
Internet Group Management Protocol（IGMP; インターネット グループ管理プロトコル）スヌーピング
をスイッチ上でグローバルにイネーブル、または VLAN（仮想 LAN）単位でイネーブルにするに
は、ip igmp snooping グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。デフォルト設定
に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
ip igmp snooping [vlan vlan-id]
no ip igmp snooping [vlan vlan-id]

シンタックスの説明

vlan vlan-id

デフォルト

スイッチ上で、IGMP スヌーピングはグローバルにイネーブルです。

（任意）指定した VLAN で IGMP スヌーピングをイネーブルにします。指定
できる範囲は 1 ～ 1001 または 1006 ～ 4094 です。

VLAN インターフェイス上で、IGMP スヌーピングはイネーブルです。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

IGMP スヌーピングがグローバルにイネーブルである場合、すべての既存 VLAN インターフェイス
で IGMP スヌーピングがイネーブルになります。IGMP スヌーピングがグローバルにディセーブル
である場合、すべての既存 VLAN インターフェイスで IGMP スヌーピングがディセーブルになりま
す。
VLAN ID 1002 ～ 1005 は、トークンリングおよび FDDI VLAN に予約されていて、IGMP スヌーピ
ングでは使用できません。

例

次の例では、IGMP スヌーピングをグローバルにイネーブルにする方法を示します。
Switch(config)# ip igmp snooping

次の例では、IGMP スヌーピングを VLAN 1 でイネーブルにする方法を示します。
Switch(config)# ip igmp snooping vlan 1

show ip igmp snooping 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド
ip igmp snooping report-suppression

説明

show ip igmp snooping

スヌーピング設定を表示します。

show ip igmp snooping groups

IGMP スヌーピング マルチキャスト情報を表示します。

show ip igmp snooping mrouter

IGMP スヌーピング ルータ ポートを表示します。

show ip igmp snooping querier

スイッチで設定された IGMP クエリアの設定および動作
情報を表示します。

IGMP レポート抑制をイネーブルにします。
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ip igmp snooping querier
レイヤ 2 ネットワークの Internet Group Management Protocol（IGMP; インターネット グループ管理
プロトコル）クエリア機能をグローバルにイネーブルにするには、ip igmp snooping querier グロー
バル コンフィギュレーション コマンドを使用します。VLAN（仮想 LAN）インターフェイス上で
IGMP クエリア機能をイネーブルにして設定するには、キーワードと併せてコマンドを使用します。
デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
ip igmp snooping querier [vlan vlan-id] [address ip-address | max-response-time response-time |
query-interval interval-count | tcn query [count count | interval interval] | timer expiry | version
version]
no ip igmp snooping querier [vlan vlan-id] [address | max-response-time | query-interval | tcn query
{ count count | interval interval} | timer expiry | version]

シンタックスの説明

vlan vlan-id

（任意）指定した VLAN で IGMP スヌーピングおよび IGMP クエリア機
能をイネーブルにします。指定できる範囲は 1 ～ 1001 または 1006 ～
4094 です。

address ip-address

（任意）送信元 IP アドレスを指定します。IP アドレスを指定しない場
合、クエリアは IGMP クエリアに設定されたグローバル IP アドレスを
使用します。

max-response-time
response-time

（任意）IGMP クエリア レポートを待機する最長時間を設定します。指
定できる範囲は 1 ～ 25 秒です。

query-interval
interval-count

（任意）IGMP クエリアの間隔を設定します。指定できる範囲は 1 ～
18000 秒です。

tcn query [count count |
interval interval]

（任意）Topology Change Notification（TCN; トポロジ変更通知）に関連
するパラメータを設定します。キーワードの意味は次のとおりです。
•

count count ― TCN 時間間隔に実行される TCN クエリーの数を設
定します。指定できる範囲は 1 ～ 10 です。

•

interval interval ― TCN クエリーの時間間隔を設定します。指定で
きる範囲は 1 ～ 255 です。

timer expiry

（任意）IGMP クエリアが期限切れになるまでの時間の長さを設定しま
す。指定できる範囲は 60 ～ 300 秒です。

version version

（任意）クエリア機能が使用する IGMP バージョン番号を選択します。
選択できる番号は 1 または 2 です。

IGMP スヌーピング クエリア機能は、スイッチでグローバルにイネーブルです。

デフォルト

イネーブルになっている場合、マルチキャスト対応デバイスから IGMP トラフィックを検出する
と、IGMP スヌーピング クエリアはディセーブルになります。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(25)EY

変更内容
このコマンドが導入されました。
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使用上のガイドライン

IGMP スヌーピングをイネーブルにして、IGMP クエリー メッセージ（別名クエリア）を送信する
デバイスの IGMP バージョンおよび IP アドレスを検出するには、このコマンドを使用します。
デフォルトでは、IGMP スヌーピング クエリアは、IGMP バージョン 2（IGMPv2）を使用するデバ
イスを検出するよう設定されていますが、IGMP バージョン 1（IGMPv1）を使用しているクライア
ントは検出しません。デバイスが IGMPv2 を使用している場合、max-response-time 値を手動で設定
できます。デバイスが IGMPv1 を使用している場合は、max-response-time を設定できません（値は
設定できず、ゼロに設定されます）。
IGMPv1 を実行している RFC に準拠していないデバイスは、max-response-time 値としてゼロ以外
の値を持つ IGMP 一般クエリー メッセージを拒否することがあります。デバイスで IGMP 一般クエ
リー メッセージを受け入れる場合、IGMP スヌーピング クエリアが IGMPv1 を実行するように設定
します。
VLAN ID 1002 ～ 1005 は、トークンリングおよび FDDI VLAN に予約されていて、IGMP スヌーピ
ングでは使用できません。

例

次の例では、IGMP スヌーピング クエリア機能をグローバルにイネーブルにする方法を示します。
Switch(config)# ip igmp snooping querier

次の例では、IGMP スヌーピング クエリアの最大応答時間を 25 秒に設定する方法を示します。
Switch(config)# ip igmp snooping querier max-response-time 25

次の例では、IGMP スヌーピング クエリアの時間間隔を 60 秒に設定する方法を示します。
Switch(config)# ip igmp snooping querier query-interval 60

次の例では、IGMP スヌーピング クエリアの TCN クエリー カウントを 25 に設定する方法を示しま
す。
Switch(config)# ip igmp snooping querier tcn count 25

次の例では、IGMP スヌーピング クエリアのタイムアウトを 60 秒に設定する方法を示します。
Switch(config)# ip igmp snooping querier timeout expiry 60

次の例では、IGMP スヌーピング クエリア機能をバージョン 2 に設定する方法を示します。
Switch(config)# ip igmp snooping querier version 2

show ip igmp snooping 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド
ip igmp snooping report-suppression

説明

show ip igmp snooping

IGMP スヌーピング設定を表示します。

IGMP レポート抑制をイネーブルにします。

show ip igmp snooping groups

IGMP スヌーピング マルチキャスト情報を表示します。

show ip igmp snooping mrouter

IGMP スヌーピング ルータ ポートを表示します。
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ip igmp snooping report-suppression
Internet Group Management Protocol（IGMP; インターネット グループ管理プロトコル）レポート抑制
をイネーブルにするには、ip igmp snooping report-suppression グローバル コンフィギュレーション
コマンドを使用します。IGMP レポート抑制をディセーブルにして、すべての IGMP レポートをマ
ルチキャスト ルータに転送するには、このコマンドの no 形式を使用します。
ip igmp snooping report-suppression
no ip igmp snooping report-suppression

シンタックスの説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

IGMP レポート抑制はイネーブルです。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(25)EY

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

IGMP レポート抑制は、マルチキャスト クエリーに IGMPv1 レポートと IGMPv2 レポートがある場
合にだけサポートされます。この機能は、クエリーに IGMPv3 レポートが含まれている場合はサ
ポートされません。
スイッチは IGMP レポート抑制を使用して、マルチキャスト ルータ クエリーごとに IGMP レポー
トを 1 つだけマルチキャスト デバイスに転送します。IGMP ルータ抑制がイネーブル（デフォルト）
である場合、スイッチは最初の IGMP レポートをグループのすべてのポートからすべてのマルチ
キャスト ルータに送信します。スイッチは、グループの残りの IGMP レポートをマルチキャスト
ルータに送信しません。この機能により、マルチキャスト デバイスにレポートが重複して送信され
ることを防ぎます。
マルチキャスト ルータ クエリーに IGMPv1 および IGMPv2 レポートに対する要求のみが含まれて
いる場合、スイッチは最初の IGMPv1 レポートまたは IGMPv2 レポートのみを、グループのすべて
のホストからすべてのマルチキャスト ルータに送信します。マルチキャスト ルータ クエリーに、
IGMPv3 レポートに対する要求も含まれている場合、スイッチはグループのすべての IGMPv1 レ
ポート、IGMPv2 レポート、IGMPv3 レポートをマルチキャスト デバイスに送信します。
no ip igmp snooping report-suppression コマンドを入力して IGMP レポート抑制をディセーブルにし
た場合、すべての IGMP レポートがすべてのマルチキャスト ルータに送信されます。

例

次の例では、レポート抑制をディセーブルにする方法を示します。
Switch(config)# no ip igmp snooping report-suppression

show ip igmp snooping 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド
ip igmp snooping

説明

show ip igmp snooping

スイッチまたは VLAN の IGMP スヌーピング設定を表示します。

スイッチまたは VLAN の IGMP スヌーピングをイネーブルにします。
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ip igmp snooping vlan immediate-leave
VLAN 単位で Internet Group Management Protocol（IGMP; インターネット グループ管理プロトコル）
スヌーピング即時脱退処理をイネーブルにするには、ip igmp snooping immediate-leave グローバル
コンフィギュレーション コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no
形式を使用します。
ip igmp snooping vlan vlan-id immediate-leave
no ip igmp snooping vlan vlan-id immediate-leave

シンタックスの説明

vlan-id

デフォルト

IGMP の即時脱退処理はディセーブルです。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

指定した VLAN（仮想 LAN）で IGMP スヌーピングおよび即時脱退処理をイ
ネーブルにします。指定できる範囲は 1 ～ 1001 または 1006 ～ 4094 です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

VLAN ID 1002 ～ 1005 は、トークンリングおよび FDDI VLAN に予約されていて、IGMP スヌーピ
ングでは使用できません。
VLAN の各ポート上で 1 つのレシーバーの最大値が設定されている場合のみ、即時脱退処理の機能
を設定してください。設定は、NVRAM（不揮発性 RAM）に保存されます。
即時脱退機能をサポートするのは、IGMP バージョン 2 が稼働しているホストだけです。

例

次の例では、VLAN 1 で即時脱退処理をイネーブルにする方法を示します。
Switch(config)# ip igmp snooping vlan 1 immediate-leave

show ip igmp snooping 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド
ip igmp snooping report-suppression

説明

show ip igmp snooping

スヌーピング設定を表示します。

show ip igmp snooping groups

IGMP スヌーピング マルチキャスト情報を表示します。

show ip igmp snooping mrouter

IGMP スヌーピング ルータ ポートを表示します。

show ip igmp snooping querier

スイッチで設定された IGMP クエリアの設定および動作
情報を表示します。

IGMP レポート抑制をイネーブルにします。

Catalyst 3750 Metro スイッチ コマンド リファレンス
OL-9645-04-J

2-149

第2章

Catalyst 3750 Metro スイッチ Cisco IOS コマンド

ip igmp snooping vlan mrouter

ip igmp snooping vlan mrouter
マルチキャスト ルータ ポートを追加する、またはマルチキャストの学習方式を設定するには、ip
igmp snooping mrouter グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。デフォルト設
定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
ip igmp snooping vlan vlan-id mrouter {interface interface-id | learn {cgmp | pim-dvmrp}}
no ip igmp snooping vlan vlan-id mrouter {interface interface-id | learn {cgmp | pim-dvmrp}}

シンタックスの説明

vlan-id

Internet Group Management Protocol（IGMP; インターネット グループ
管理プロトコル）スヌーピングをイネーブルにして、指定した VLAN
（仮想 LAN）のポートをマルチキャスト ルータ ポートとして追加し
ます。指定できる範囲は 1 ～ 1001 または 1006 ～ 4094 です。

interface interface-id

ネクストホップ インターフェイスをマルチキャスト ルータに指定し
ます。キーワードの意味は次のとおりです。

learn {cgmp | pim-dvmrp}

デフォルト

•

fastethernet interface number ― ファスト イーサネット IEEE 802.3
インターフェイス

•

gigabitethernet interface number ― ギガビット イーサネット IEEE
802.3z インターフェイス

•

port-channel interface number ― チャネル インターフェイス指定
できる範囲は 0 ～ 12 です。

マルチキャスト ルータの学習方式を指定します。キーワードの意味
は次のとおりです。
•

cgmp ― Cisco Group Management Protocol（CGMP）パケットでの
スヌーピングによりスイッチがマルチキャスト ルータ ポートを
学習するように設定します。

•

pim-dvmrp ― IGMP クエリーおよび Protocol-Independent
Multicast-Distance Vector Multicast Routing Protocol（PIM-DVMRP）
パケットでのスヌーピングによりスイッチがマルチキャスト
ルータ ポートを学習するように設定します。

デフォルトでは、マルチキャスト ルータ ポートはありません。
デフォルトの学習方式は pim-dvmrp です。IGMP クエリーおよび PIM-DVMRP パケットをスヌーピ
ングします。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

VLAN ID 1002 ～ 1005 は、トークンリングおよび FDDI VLAN に予約されていて、IGMP スヌーピ
ングでは使用できません。
CGMP の学習方式は制御トラフィックの削減に役立ちます。
設定は、NVRAM（不揮発性 RAM）に保存されます。

Catalyst 3750 Metro スイッチ コマンド リファレンス

2-150

OL-9645-04-J

第2章

Catalyst 3750 Metro スイッチ Cisco IOS コマンド
ip igmp snooping vlan mrouter

例

次の例では、ポートをマルチキャスト ルータ ポートとして設定する方法を示します。
Switch(config)# ip igmp snooping vlan 1 mrouter interface gigabitethernet1/0/2

次の例では、マルチキャスト ルータの学習方式を CGMP として指定する方法を示します。
Switch(config)# ip igmp snooping vlan 1 mrouter learn cgmp

show ip igmp snooping 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド
ip igmp snooping report-suppression

説明

show ip igmp snooping

スヌーピング設定を表示します。

show ip igmp snooping groups

IGMP スヌーピング マルチキャスト情報を表示します。

show ip igmp snooping mrouter

IGMP スヌーピング ルータ ポートを表示します。

show ip igmp snooping querier

スイッチで設定された IGMP クエリアの設定および動作
情報を表示します。

IGMP レポート抑制をイネーブルにします。
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ip igmp snooping vlan static
Internet Group Management Protocol（IGMP; インターネット グループ管理プロトコル）スヌーピング
をイネーブルにして、レイヤ 2 ポートをマルチキャスト グループのメンバーとしてスタティックに
追加するには、ip igmp snooping static グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。
スタティックなマルチキャスト グループのメンバーとして指定されたポートを削除するには、この
コマンドの no 形式を使用します。
ip igmp snooping vlan vlan-id static ip-address interface interface-id
no ip igmp snooping vlan vlan-id static ip-address interface interface-id

シンタックスの説明

vlan-id

指定した VLAN（仮想 LAN）で IGMP スヌーピングをイネーブルにしま
す。指定できる範囲は 1 ～ 1001 または 1006 ～ 4094 です。

ip-address

指定のグループ IP アドレスを持ったマルチキャスト グループのメンバー
として、レイヤ 2 ポートを追加します。

interface interface-id

メンバー ポートのインターフェイスを指定します。キーワードの意味は次
のとおりです。
•

fastethernet interface number ― ファスト イーサネット IEEE 802.3 イン
ターフェイス

•

gigabitethernet interface number ― ギガビット イーサネット IEEE
802.3z インターフェイス

•

port-channel interface number ― チャネル インターフェイス指定でき
る範囲は 0 ～ 12 です。

デフォルト

デフォルトでは、マルチキャスト グループのメンバーとしてスタティックに設定されたポートはあ
りません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

VLAN ID 1002 ～ 1005 は、トークンリングおよび FDDI VLAN に予約されていて、IGMP スヌーピ
ングでは使用できません。
設定は、NVRAM（不揮発性 RAM）に保存されます。

例

次の例では、インターフェイス上のホストをスタティックに設定する方法を示します。
Switch(config)# ip igmp snooping vlan 1 static 0100.5e02.0203 interface
gigabitethernet1/0/1
Configuring port gigabitethernet1/0/1 on group 0100.5e02.0203

show ip igmp snooping 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。
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関連コマンド

コマンド
ip igmp snooping report-suppression

説明

show ip igmp snooping

スヌーピング設定を表示します。

show ip igmp snooping groups

IGMP スヌーピング マルチキャスト情報を表示します。

show ip igmp snooping mrouter

IGMP スヌーピング ルータ ポートを表示します。

show ip igmp snooping querier

スイッチで設定された IGMP クエリアの設定および動作
情報を表示します。

IGMP レポート抑制をイネーブルにします。
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ip source binding

ip source binding
スイッチでスタティック IP 送信元バインディングを設定するには、ip source binding グローバル コ
ンフィギュレーション コマンドを使用します。スタティック バインディングを削除する場合は、こ
のコマンドの no 形式を使用します。
ip source binding mac-address vlan vlan-id ip-address interface interface-id
no source binding mac-address vlan vlan-id ip-address interface interface-id

シンタックスの説明

mac-address

MAC（メディア アクセス制御）アドレスを指定します。

vlan vlan-id

VLAN（仮想 LAN）番号を指定します。指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。

ip-address

IP アドレスを指定します。

interface interface-id

IP 送信元バインディングの追加または削除を行うインターフェイスを指
定します。

デフォルト

IP 送信元バインディングは設定されていません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(25)EY

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

スタティック IP 送信元バインディング エントリには、IP アドレス、関連 MAC アドレス、および
関連 VLAN 番号があります。エントリは、MAC アドレスおよび VLAN 番号に基づいています。IP
アドレスのみを変えてエントリを変更する場合、スイッチは新しいエントリを作成するのではな
く、そのエントリを更新します。

例

次の例では、スタティック IP 送信元バインディングを追加する方法を示します。
Switch(config)# ip source binding 0001.1234.1234 vlan 1 172.20.50.5 interface
gigabitethernet1/0/1

次の例では、スタティック バインディングを追加してからその IP アドレスを変更する方法を示し
ます。
Switch(config)# ip source binding 0001.1357.0007 vlan 1 172.20.50.25 interface
gigabitethernet1/0/1
Switch(config)# ip source binding 0001.1357.0007 vlan 1 172.20.50.30 interface
gigabitethernet1/0/1

show ip source binding 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド
ip verify source

説明

show ip source binding

スイッチの IP 送信元バインディングを表示します。

show ip verify source

スイッチまたは指定したインターフェイスの IP ソース ガード設定
を表示します。

インターフェイスで IP ソース ガードをイネーブルにします。
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ip ssh
スイッチが Secure Shell（SSH; セキュア シェル）バージョン 1 または SSH バージョン 2 を実行する
ように設定するには、ip ssh グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。このコマ
ンドは、スイッチが暗号化ソフトウェア イメージを実行している場合のみ使用できます。デフォル
ト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
ip ssh version [1 | 2]
no ip ssh version [1 | 2]

シンタックスの説明

1

（任意）スイッチが SSH バージョン 1（SSHv1）を実行するように設定します。

2

（任意）スイッチが SSH バージョン 2（SSHv2）を実行するように設定します。

デフォルト

デフォルトのバージョンは、SSH クライアントでサポートされる最新の SSH バージョンです。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(25)EY

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

このコマンドを入力しない場合、またはキーワードを指定しない場合、SSH サーバは SSH クライ
アントでサポートされる最新バージョンを選択します。たとえば、SSH クライアントが SSHv1 お
よび SSHv2 をサポートする場合、SSH サーバは SSHv2 を選択します。
スイッチは、SSHv1 または SSHv2 サーバをサポートします。また、SSHv1 クライアントもサポー
トします。SSH サーバおよび SSH クライアントの詳細については、このリリースに対応するソフ
トウェア コンフィギュレーション ガイドを参照してください。
SSHv1 サーバが生成した Rivest, Shamir, Adelman（RSA）キー ペアは SSHv2 サーバで使用でき、そ
の逆も可能です。

例

次の例では、スイッチが SSH バージョン 2 を実行するように設定する方法を示します。
Switch(config)# ip ssh version 2

show ip ssh または show ssh 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド
show ip ssh

説明
SSH サーバがイネーブルであるかどうかを表示すると同時に、SSH サーバの
バージョンおよび設定情報を表示します。構文情報については、Cisco IOS
Release 12.2 Configuration Guides and Command References > Cisco IOS
Security Command Reference, Release 12.2 > Other Security Features > Secure
Shell Commands を選択してください。

show ssh

SSH サーバのステータスを表示します。構文情報については、Cisco IOS
Release 12.2 Configuration Guides and Command References > Cisco IOS
Security Command Reference, Release 12.2 > Other Security Features > Secure
Shell Commands を選択してください。
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ip verify source

ip verify source
インターフェイスで IP ソース ガードをイネーブルにするには、ip verify source インターフェイス
コンフィギュレーション コマンドを使用します。IP ソース ガードをディセーブルにする場合は、
このコマンドの no 形式を使用します。
ip verify source [port-security]
no ip verify source

シンタックスの説明

port-security

（任意）IP および MAC（メディア アクセス制御）アドレス フィルタリン
グ付き IP ソース ガードをイネーブルにします。
port-security キーワードを入力しない場合、IP アドレス フィルタリング付
き IP ソース ガードがイネーブルになります。

デフォルト

IP ソース ガードはディセーブルです。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(25)EY

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

送信元 IP アドレス フィルタリング付き IP ソース ガードをイネーブルにするには、ip verify source
インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。
送信元 IP および MAC アドレス フィルタリング付き IP ソース ガードをイネーブルにするには、ip
verify source port-security インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。
送信元 IP および MAC アドレス フィルタリング付き IP ソース ガードをイネーブルにするには、イ
ンターフェイスでポート セキュリティをイネーブルにする必要があります。

次の例では、送信元 IP アドレス フィルタリング付き IP ソース ガードをイネーブルにする方法を示
します。

例

Switch(config-if)# ip verify source

次の例では、送信元 IP および MAC アドレス フィルタリング付き IP ソース ガードをイネーブルに
する方法を示します。
Switch(config-if)# ip verify source port-security

show ip source binding 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド
ip source binding

説明

show ip verify source

スイッチまたは指定したインターフェイスの IP ソース ガード設定を表
示します。

スイッチでスタティック バインディングを設定します。

Catalyst 3750 Metro スイッチ コマンド リファレンス

2-156

OL-9645-04-J

第2章

Catalyst 3750 Metro スイッチ Cisco IOS コマンド
ip vrf（グローバル コンフィギュレーション）

ip vrf（グローバル コンフィギュレーション）
Virtual Private Network（VPN; 仮想私設網）Routing/Forwarding（VRF）ルーティング テーブルを設
定し、VRF コンフィギュレーション モードを開始するには、ip-vrf グローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。VRF ルーティング テーブルを削除し、グローバル コンフィギュ
レーション モードに戻る場合は、このコマンドの no 形式を使用します。
ip vrf vrf-name
no ip vrf vrf-name

（注）

スイッチは、Customer Edge（CE; カスタマー エッジ）デバイスの複数の VRF インスタンス
（multi-VRF CE）をサポートしています。

シンタックスの説明

vrf-name

デフォルト

VRF は定義されません。

VRF に割り当てられた名前

インポート リストまたはエクスポート リストは、VRF に関連付けられません。
ルート マップは、VRF に関連付けられません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーションまたはルータ コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

ip vrf コマンドを入力することで、VRF コンフィギュレーションモードをイネーブルにできます。
次のコンフィギュレーションコマンドが利用できます。
•

default：コマンド（記述、エクスポート、インポート、最大値、ルート ターゲット）がデフォ
ルトに設定されます。

•

description：VRF を記述します（最大 80 文字）
。

•

exit：VRF コンフィギュレーションモードを終了し、グローバル コンフィギュレーション モー
ドに戻ります。

•

export map route-map：ルート マップが VRF のエクスポート ルート マップとして使用される
よう設定します。

•

import map route-map：ルート マップが VRF のインポート ルート マップとして使用されるよ
う設定します。

•

maximum routes limit {warn threshold | warn-only}：Provider Edge（PE; プロバイダー エッジ）
ルータでインポートされるルートが多くなりすぎないように、VRF の最大ルート数を制限しま
す。指定できる範囲は 1 ～ 4294967295 で、しきい値は制限のパーセンテージ（1 ～ 100）です。

•

no：コマンドを無効にする、またはデフォルトに設定します。

•

rd：Route Distinguisher（RD）を、Autonomous System（AS; 自律システム）番号と任意の番号
を持つ ASN 関連、または IP アドレスと任意の番号を持つ IP アドレス関連として指定します。
－ 16 ビットの AS 番号：任意の 32 ビットの数値（101:3 など）
－ 32 ビットの IP アドレス：任意の 16 ビットの数値（192.168.122.15:1 など）
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•

route-target {import | export | both} route-target-ext-community：ターゲット VPN 拡張コミュニ
ティを指定します。エクスポート、インポート、または両方のターゲットを指定することがで
きます。

グローバル コンフィギュレーション モードに戻る場合は、exit コマンドを使用します。特権 EXEC
モードに戻るには、end コマンドを使用します。
スイッチでは、合計 26 の VRF と VPN がサポートされます。
VRF にインポートされたルートに対して、VRF のインポートおよびエクスポートのために設定さ
れたインポートおよびエクスポート拡張コミュニティによる制御よりも、高い精度で制御する必要
がある場合、インポート ルート マップを使用します。import map コマンドを使用すると、ルート
マップと指定した VRF とを関連付けることができます。ルート マップを使用することにより、ルー
トのルート ターゲット拡張コミュニティ属性に基づいて、VRF にインポートするのに適したルー
トをフィルタリングすることができます。選択したルートは、ルート マップにより、インポート
リストにあるコミュニティからアクセスを拒否されることがあります。
ルートの最大しきい値を設定すると、しきい値の制限に達した場合に、スイッチでルートが拒否さ
れます。warn-only を入力すると、VRF のルート最大数が許容範囲を超えた場合にスイッチで Syslog
エラー メッセージが発行されますが、引き続きルートの追加は行えます。
RD は、ルーティングおよび転送テーブルを作成し、VPN のデフォルト RD を指定します。VRF の
RD については、機能するようにユーザが設定する必要があります。RD はカスタマーの IPv4 プレ
フィクスの最初に追加され、グローバルに一意な VPN-IPv4 プレフィクスとなります。
route target には、ターゲット VPN 拡張コミュニティを指定します。RD と同様、拡張コミュニティ
も、AS 番号と任意の番号、または IP アドレスと任意の番号で構成されます。
ip vrf vrf-name コマンドでは、VRF ルーティング テーブルと Cisco Express Forwarding（CEF）転送
テーブルが作成されます。どちらの名称も vrf-name となります。これらのテーブルには、デフォル
ト RD の値 route-distinguisher が関連付けられます。

次の例では、vpn1 という名前の VRF を作成し、VRF コンフィギュレーションモードを開始し、ルー
ト マップを VRF にインポートする方法を示します。

例

Switch(config)# ip vrf vpn1
Switch(config-vrf)# rd 100:2
Switch(config-vrf)# route-target both 100:2
Switch(config-vrf)# route-target import 100:1

関連コマンド

コマンド

説明

ip vrf（インターフェイス コ
ンフィギュレーション）
show ip route vrf

VRF ルーティング テーブルまたはルート マップをインターフェ
イスに関連付けます。
VRF に関連付けられた IP ルーティング テーブルを表示します。構
文情報については、Cisco IOS Release 12.2 Configuration Guides and
Command References > Cisco IOS Switching Services Command
Reference, Release 12.2 を選択してください。

show ip vrf

定義された VRF と関連付けられたインターフェイスの一覧を表示
します。構文情報については、Cisco IOS Release 12.2 Configuration
Guides and Command References > Cisco IOS Switching Services
Command Reference, Release 12.2 を選択してください。
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ip vrf（インターフェイス コンフィギュレーション）
Virtual Private Network（VPN; 仮想私設網）Routing/Forwarding（VRF）ルーティング テーブルまた
はルート マップとインターフェイスとを関連付けるには、ip-vrf インターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。VRF ルーティング テーブルまたはルート マップの関連付けを
解除する場合は、このコマンドの no 形式を使用します。
ip vrf {forwarding table-name | sitemap route-map-name}
no ip vrf {forwarding table-name | sitemap route-map-name}

（注）

シンタックスの説明

スイッチは、Customer Edge（CE; カスタマー エッジ）デバイスの複数の VRF インスタンス
（multi-VRF CE）をサポートしています。

forwarding table-name

インターフェイスのための VRF 転送テーブル名を指定します。

sitemap route-map-name

このサイトから受信したルートのための VRF ルート マップを指定しま
す。

デフォルト

インターフェイスのためのデフォルトは、グローバル ルーティング テーブルです。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

インターフェイスを VRF と関連付けるには、ip vrf forwarding コマンドを使用します。インター
フェイスに対してこのコマンドを実行すると、IP アドレスが削除されます。IP アドレスを再設定し
てください。

例

次の例では、vpn1 という名前の VRF をポートに関連付ける方法を示します。
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config-if)# ip vrf forwarding vpn1

関連コマンド

コマンド

説明

ip vrf（グローバル コンフィ VRF ルーティング テーブルを設定します。
ギュレーション）
ip route vrf
VRF のスタティック ルートを確立します。構文情報については、
Cisco IOS Release 12.2 Configuration Guides and Command
References > Cisco IOS Switching Services Command Reference,
Release 12.2 を選択してください。
show ip route vrf

VRF に関連付けられた IP ルーティング テーブルを表示します。構
文情報については、Cisco IOS Release 12.2 Configuration Guides and
Command References > Cisco IOS Switching Services Command
Reference, Release 12.2 を選択してください。
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l2protocol-tunnel

コマンド
show ip vrf

説明
定義された VRF と関連付けられたインターフェイスの一覧を表示
します。構文情報については、Cisco IOS Release 12.2 Configuration
Guides and Command References > Cisco IOS Switching Services
Command Reference, Release 12.2 を選択してください。

l2protocol-tunnel
アクセスまたは 802.1Q トンネル ポート上でレイヤ 2 プロトコルのトンネリングをイネーブルにす
るには、l2protocol-tunnel インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。Cisco
Discovery Protocol（CDP; シスコ検出プロトコル）、Spanning-Tree Protocol（STP; スパニングツリー
プロトコル）、または VLAN Trunking Protocol（VTP; VLAN トランキング プロトコル）パケットの
トンネリングをイネーブルにしたり、ポートがディセーブルになるかインターフェイスでパケット
がドロップされることなく受信可能な着信レイヤ 2 プロトコル パケットの最大数を設定したりす
ることができます。キーワードを入力しない場合、トンネリングは 3 種類すべてのレイヤ 2 プロト
コルに対してイネーブルになります。また、Port Aggregation Protocol（PAgP; ポート集約プロトコ
ル）、Link Aggregation Control Protocol（LACP）
、または Unidirectional Link Detection（UDLD; 単方向
リンク検出）パケットのポイントツーポイント トンネリングもイネーブルにできます。インター
フェイス上でトンネリングをディセーブルにし、シャットダウン しきい値なしまたはドロップしき
い値なしに戻す場合は、このコマンドの no 形式を使用します。
l2protocol-tunnel [cdp | stp | vtp] [point-to-point [pagp | lacp | udld]] | [shutdown-threshold [cdp | stp
| vtp] [point-to-point [pagp | lacp | udld]] value] | [drop-threshold [cdp | stp | vtp] [point-to-point
[pagp | lacp | udld]] value]
no l2protocol-tunnel [cdp | stp | vtp] [point-to-point [pagp | lacp | udld]] | [shutdown-threshold [cdp
| stp | vtp] [point-to-point [pagp | lacp | udld]] value] | [drop-threshold [cdp | stp | vtp]
[point-to-point [pagp | lacp | udld]] value]

シンタックスの説明

cdp

（任意）CDP のトンネリングをイネーブルにし、CDP のシャットダウンし
きい値または CDP のドロップしきい値を指定します。

stp

（任意）STP のトンネリングをイネーブルにし、STP のシャットダウンし
きい値または STP のドロップしきい値を指定します。

vtp

（任意）VTP のトンネリングをイネーブルにし、VTP のシャットダウンし
きい値または VTP のドロップしきい値を指定します。

point-to-point

（任意）PAgP、LACP、および UDLD パケットのポイントツーポイント ト
ンネリングをイネーブルにします。

pagp

（任意）PAgP のポイントツーポイント トンネリングをイネーブルにし、
PAgP のシャットダウンしきい値または PAgP のドロップしきい値を指定
します。

lacp

（任意）LACP のポイントツーポイント トンネリングをイネーブルにし、
LACP のシャットダウンしきい値または LACP のドロップしきい値を指定
します。

udld

（任意）UDLD のポイントツーポイント トンネリングをイネーブルにし、
UDLD のシャットダウンしきい値または UDLD のドロップしきい値を指
定します。
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shutdown-threshold

（任意）インターフェイスがシャットダウンされることなく受信可能なレ
イヤ 2 プロトコル パケットの 1 秒あたりの最大レートにシャットダウン
しきい値を設定します。

drop-threshold

（任意）インターフェイスでパケットがドロップされることなく受信可能
なレイヤ 2 プロトコル パケットの 1 秒あたりの最大レートにドロップし
きい値を設定します。

value

（注）

デフォルト

インターフェイスがシャットダウンされることなくカプセル化のために
受信可能な 1 秒あたりのパケットのしきい値、またはインターフェイスで
パケットがドロップされることなく受信可能なしきい値を指定します。指
定できる範囲は 1 ～ 4096 です。デフォルトはしきい値なしです。

point-to-point [pagp | lacp | udld] キーワードは、コマンドラインのヘルプ ストリングには表示され
ますが、サポートされていません。

デフォルトは、レイヤ 2 プロトコル パケットのトンネリングなしです。
キーワードなしでコマンドを入力した場合、デフォルトでは、CDP、STP、および VTP パケットが
トンネリングされます。
キーワードを指定しないでポイントツーポイント プロトコル トンネリングをイネーブルにする場
合、3 つのポイントツーポイント プロトコルすべてでトンネリングがイネーブルになります。
デフォルトは、レイヤ 2 プロトコル パケットの数に対してシャットダウンしきい値なしです。
デフォルトは、レイヤ 2 プロトコル パケットの数に対してドロップしきい値なしです。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容

12.1(14)AX1

point-to-point [pagp | lacp | udld] キーワードにサポートが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドが導入されました。

レイヤ 2 プロトコル パケットのトンネリングを行うには、プロトコル タイプを指定して、または
指定しないで、このコマンドを入力します。
サービス プロバイダー ネットワーク上でレイヤ 2 プロトコルのトンネリングを行うと、ネットワー
ク上のすべてのカスタマーにレイヤ 2 プロトコル情報を伝播することができます。プロトコル トン
ネリングをイネーブルにすると、プロトコル パケットが well-known シスコ マルチキャスト アドレ
スと一緒にカプセル化され、ネットワーク上に伝送されます。パケットが宛先に到達すると、
well-known MAC（メディア アクセス制御）アドレスがレイヤ 2 プロトコル MAC アドレスに変わり
ます。
スイッチの入力ポートでレイヤ 2 プロトコル トンネリングをイネーブルにすると、トンネリングさ
れたパケットがカプセル化され、出力トランク ポートによって転送されます。出力トランク ポー
トでもレイヤ 2 プロトコル トンネリングをイネーブルにすると、この処理がバイパスされ、スイッ
チでは処理も修正も行われないで制御 Protocol Data Unit（PDU; プロトコル データ ユニット）が転
送されます。レイヤ 2 プロトコル トンネル バイパス機能では、サードパーティのベンダーとのイ
ンターオペラビリティが保証されています。バイパス モードでは、異なるプロトコル トンネリン
グ制御方式を持つベンダーのスイッチに対して、制御 PDU が透過的に転送されます。
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レイヤ 2 プロトコル トンネリングは、CDP、STP、VTP に対してそれぞれ個別にイネーブルにする
ことも、まとめてイネーブルにすることもできます。
レイヤ 2 プロトコル トンネリングをイネーブルにすることができるポートとしては、アクセス ポー
ト、802.1Q トンネル ポート、トランク ポートがあります。スイッチポート モード dynamic auto ま
たは dynamic desirable で設定したポートについては、レイヤ 2 プロトコル トンネリングをイネー
ブルにすることはできません。
EtherChannel ポート グループは、802.1Q 設定が EtherChannel ポート グループ内で整合性がとれて
いるかぎり、トンネル ポートと互換性があります。
サービス プロバイダー ネットワークでは、レイヤ 2 プロトコル トンネリングを使用し、ポイント
ツーポイント ネットワーク トポロジをエミュレートして EtherChannel の作成を強化できます。
PAgP または LACP のサービス プロバイダー スイッチでプロトコル トンネリングがイネーブルに
なっている場合、リモート カスタマー スイッチは PDU を受信し、EtherChannel の自動作成をネゴ
シエートできます。
PAgP、LACP、および UDLD パケットのトンネリングをイネーブルにするには、ポイントツーポイ
ント ネットワーク トポロジが必要です。また、リンクダウン検出時間を短くするには、PAgP また
は LACP パケットのトンネリングをイネーブルにするときに、インターフェイス上で UDLD をイ
ネーブルにする必要もあります。
デフォルトではプロトコル トンネリングはディセーブルですが、802.1Q トンネル ポート、アクセ
ス ポート、またはトランク ポートで個々のプロトコルをイネーブルにできます。
PAgP、LACP、UDLD のポイントツーポイント プロトコル トンネリングを個別にイネーブルにす
ることも、3 つすべてをイネーブルにすることもできます。
PAgP、LACP、または UDLD パケットのレイヤ 2 プロトコル トンネリングでは、ループバックの
検出はサポートされません。

注意

PAgP、LACP、および UDLD プロトコル トンネリングは、ポイントツーポイント トポロジをエ
ミュレートすることのみを目的としています。多くのポートにトンネリングされたパケットを送信
するなど、設定が間違っていると深刻なネットワーク障害につながることがあります。

Dynamic Trunking Protocol（DTP; ダイナミック トランキング プロトコル）とレイヤ 2 プロトコル ト
ンネリングは、トンネル ポートとトランク ポートの非対称のリンクを手動で設定する必要がある
ため、互換性はありません。
サービス プロバイダー ネットワークの発信側のエッジ スイッチは、適切なレイヤ 2 プロトコルお
よび MAC アドレス情報を復元し、同じメトロ VLAN（仮想 LAN）内のすべてのトンネル ポート、
アクセス ポート、レイヤ 2 プロトコル対応トランク ポートにパケットを転送します。
インターフェイスでシャットダウンが発生することなく受信可能な 1 秒あたりのプロトコル パ
ケットの数を制御するには、shutdown-threshold キーワードを入力します。キーワードにプロトコ
ル オプションを指定しない場合、トンネリングされたレイヤ 2 プロトコル タイプのそれぞれにし
きい値が適用されます。インターフェイスにドロップしきい値も設定する場合、シャットダウンし
きい値は、ドロップしきい値以上にする必要があります。
シャットダウンしきい値に達すると、インターフェイスは errdisable になります。errdisable recovery
cause l2ptguard グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力し、エラー回復をイネーブル
にした場合、インターフェイスは errdisable ステートから抜け出し、すべての原因がタイムアウト
になったときに動作を再開します。l2ptguard のエラー回復メカニズムをイネーブルにしない場合、
インターフェイスは、shutdown および no shutdown インターフェイス コンフィギュレーション コ
マンドが入力されるまで errdisable ステートに置かれます。
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インターフェイスでパケットのドロップが発生することなく受信可能な 1 秒あたりのプロトコル
パケットの数を制御するには、drop-threshold キーワードを入力します。キーワードにプロトコル
オプションを指定しない場合、トンネリングされたレイヤ 2 プロトコル タイプのそれぞれにしきい
値が適用されます。インターフェイスにシャットダウンしきい値も設定する場合、ドロップしきい
値は、シャットダウンしきい値以下にする必要があります。
ドロップしきい値に達すると、受信レートがドロップしきい値より低くなるまで、レイヤ 2 プロト
コル パケットはインターフェイスでドロップされます。
設定は、NVRAM（不揮発性 RAM）に保存されます。

（注）

例

レイヤ 2 プロトコル トンネリングの詳細については、このリリースに対応するソフトウェア コン
フィギュレーション ガイドを参照してください。

次の例では、CDP パケットに対してプロトコル トンネリングをイネーブルにし、シャットダウン
しきい値を 1 秒あたり 50 パケットに設定する方法を示します。
Switch(config-if)# l2protocol-tunnel cdp
Switch(config-if)# l2protocol-tunnel shutdown-threshold cdp 50

次の例では、STP パケットに対してプロトコル トンネリングをイネーブルにし、ドロップしきい値
を 1 秒あたり 400 パケットに設定する方法を示します。
Switch(config-if)# l2protocol-tunnel stp
Switch(config-if)# l2protocol-tunnel drop-threshold stp 400

次の例では、PAgP および UDLD パケットに対してプロトコル トンネリングをイネーブルにし、
PAgP ドロップしきい値を 1 秒あたり 1000 パケットに設定する方法を示します。
Switch(config-if)# l2protocol-tunnel point-to-point pagp
Switch(config-if)# l2protocol-tunnel point-to-point udld
Switch(config-if)# l2protocol-tunnel drop-threshold point-to-point pagp 1000

関連コマンド

コマンド
l2protocol-tunnel cos

説明

show errdisable recovery

errdisable の回復タイマー情報を表示します。

show l2protocol-tunnel

レイヤ 2 プロトコル トンネリングに対して設定されたポート
の情報（ポート、プロトコル、CoS、しきい値など）を表示します。

トンネリングされたすべてのレイヤ 2 プロトコル パケットに
対して Class of Service（CoS; サービス クラス）を設定します。
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l2protocol-tunnel cos
トンネリングされたすべてのレイヤ 2 プロトコル パケットに対して Class of Service（CoS; サービス
クラス）値を設定するには、l2protocol-tunnel cos グローバル コンフィギュレーション コマンドを
使用します。デフォルト値の 5 に戻す場合は、このコマンドの no 形式を使用します。
l2protocol-tunnel cos value
no l2protocol-tunnel cos

シンタックスの説明

value

デフォルト

デフォルトでは、インターフェイスのデータに対して設定した CoS 値が使用されます。CoS 値を設
定しない場合、トンネリングされたすべてのレイヤ 2 プロトコル パケットに対するデフォルトは 5
になります。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

トンネリングされたレイヤ 2 プロトコル パケットに対する CoS プライオリ
ティ値を指定します。インターフェイスのデータ パケットに対して CoS 値を
設定すると、デフォルトではこの CoS 値が使用されるようになります。イン
ターフェイスに CoS 値を設定しない場合、デフォルトは 5 になります。指定
できる範囲は 0 ～ 7 で、7 が最もプライオリティが高くなります。

変更内容
このコマンドが導入されました。

イネーブルにすると、トンネリングされたレイヤ 2 プロトコル パケットで、設定した CoS 値が使
用されます。
設定値は、NVRAM（不揮発性 RAM）に保存されます。

次の例では、レイヤ 2 プロトコル トンネルの CoS 値を 7 に設定する方法を示します。

例

Switch(config)# l2protocol-tunnel cos 7

関連コマンド

コマンド
show l2protocol-tunnel

説明
レイヤ 2 プロトコル トンネリングに対して設定されたポート
の情報（CoS 値など）を表示します。
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lacp port-priority
Link Aggregation Control Protocol（LACP）
のポート プライオリティを設定するには、lacp port-priority
インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、こ
のコマンドの no 形式を使用します。
lacp port-priority priority
no lacp port-priority

シンタックスの説明

priority

デフォルト

デフォルト値は 32768 です。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

LACP のポート プライオリティ。指定できる範囲は 1 ～ 65535 です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

lacp port-priority インターフェイス コンフィギュレーション コマンドは、LACP チャネル グループ
に 9 つ以上のポートがある場合、バンドルされるポートと、ホット スタンバイ モードに置かれる
ポートを判別します。
LACP チャネル グループは、同じタイプのイーサネット ポートを 16 個まで保有できます。最大 8
個をアクティブに、最大 8 個をスタンバイ モードにできます。
ポート プライオリティの比較では、数値が小さいほどプライオリティが高くなります。LACP チャ
ネル グループに 9 つ以上のポートがある場合、LACP ポート プライオリティの数値が小さい（つま
り、高いプライオリティ値の）9 つのポートがチャネル グループにバンドルされ、それより低いプ
ライオリティのポートはホットスタンバイ モードに置かれます。LACP ポート プライオリティが同
じポートが 2 つ以上ある場合（たとえば、そのいずれもデフォルト設定の 65535 に設定されている
場合）、ポート番号の内部値によりプライオリティが決定します。

（注）

LACP リンクを制御するスイッチ上にポートがある場合のみ、LACP ポート プライオリティは有効
です。リンクを制御するスイッチの判別については、lacp system-priority グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを参照してください。

LACP ポート プライオリティおよび内部ポート番号値を表示するには、show lacp internal 特権
EXEC コマンドを使用します。
物理ポート上の LACP の設定に関する情報については、このリリースに対応するソフトウェア コン
フィギュレーション ガイドの「Configuring EtherChannels」を参照してください。
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次の例では、ポートで LACP ポート プライオリティを設定する方法を示します。

例

Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# lacp port-priority 1000

show lacp [channel-group-number] internal 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認すること
ができます。

関連コマンド

コマンド
channel-group

説明

lacp system-priority

LACP システム プライオリティを設定します。

show lacp [channel-group-number] internal

すべてのチャネル グループまたは指定のチャネル グ
ループの内部情報を表示します。

EtherChannel グループにイーサネット ポートを割り
当てます。
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lacp system-priority
Link Aggregation Control Protocol（LACP）の シ ス テ ム プ ラ イ オ リ テ ィ を 設 定 す る に は、lacp
system-priority グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。デフォルト設定に戻す
には、このコマンドの no 形式を使用します。
lacp system-priority priority
no lacp system-priority

シンタックスの説明

priority

デフォルト

デフォルト値は 32768 です。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

LACP のシステム プライオリティ。指定できる範囲は 1 ～ 65535 です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

lacp system-priority コマンドでは、ポート プライオリティを制御する LACP リンクのスイッチが
判別されます。
LACP チャネル グループは、同じタイプのイーサネット ポートを 16 個まで保有できます。最大 8
個をアクティブに、最大 8 個をスタンバイ モードにできます。LACP チャネルグループに 9 つ以上
のポートがある場合、リンクの制御側終端にあるスイッチは、ポート プライオリティを使用して、
チャネルにバンドルするポートおよびホットスタンバイ モードに置くポートを判別します。他のス
イッチ上のポート プライオリティ（リンクの非制御側終端）は無視されます。
プライオリティの比較においては、数値が小さいほどプライオリティが高くなります。したがって、
LACP システム プライオリティの数値が小さい（プライオリティ値の高い）システムが制御システ
ムとなります。どちらのスイッチも同じ LACP システム プライオリティである場合（たとえば、ど
ちらもデフォルト設定の 32768 が設定されている場合）、LACP システム ID（スイッチの MAC [ メ
ディア アクセス制御 ] アドレス）により制御するスイッチが判別されます。
lacp system-priority コマンドは、スイッチ上のすべての LACP EtherChannel に適用されます。
ホットスタンバイ モード（ポート ステート フラグの H で出力に表示）にあるポートを判断するに
は、show etherchannel summary 特権 EXEC コマンドを使用します。
物理ポート上の LACP の設定に関する情報については、このリリースに対応するソフトウェア コン
フィギュレーション ガイドの「Configuring EtherChannels」を参照してください。

例

次の例では、LACP のシステム プライオリティを設定する方法を示します。
Switch(config)# lacp system-priority 20000

設定を確認するには、show lacp sys-id 特権 EXEC コマンドを入力します。
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関連コマンド

コマンド
channel-group

説明

lacp port-priority

LACP ポート プライオリティを設定します。

show lacp sys-id

LACP で使用されるシステム ID を表示します。

EtherChannel グループにイーサネット ポートを割り当てます。

link state group
ポートをリンクステート グループのメンバーとして設定するには、link state group インターフェイ
ス コンフィギュレーション コマンドを使用します。ポートをリンクステート グループから削除す
る場合は、このコマンドの no 形式を使用します。
link state group [number] {upstream | downstream}
no link state group [number] {upstream | downstream}

シンタックスの説明

number

（任意）リンクステート グループ番号を指定します。グループ番号に指定でき
るのは 1 ～ 10 です。デフォルト値は 1 です。

upstream

ポートを特定のリンクステート グループのアップストリーム ポートとして
設定します。

downstream

ポートを特定のリンクステート グループのダウンストリーム ポートとして
設定します。

デフォルト

デフォルトのグループはグループ 1 です。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(25)SEE

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

ポートを特定のリンクステート グループのアップストリームまたはダウンストリーム ポートとし
て設定するには、link state group インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用しま
す。グループ番号が省略されると、デフォルトのグループとみなされます。
インターフェイスは、ポートの集約（EtherChannel）、アクセス モードまたはトランク モードの単
一スイッチ ポート、またはルーテッド ポートにすることができます。各ダウンストリーム インター
フェイスは、1 つまたは複数のアップストリーム インターフェイスに関連付けることができます。
アップストリーム インターフェイスは互いにバンドル可能です。各ダウンストリーム インター
フェイスは、リンクステート グループと呼ばれる、複数アップストリーム インターフェイスで構
成される単一グループに関連付けることができます。
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ダウンストリーム インターフェイスのリンク ステートは、関連付けられたリンクステート グルー
プのアップストリーム インターフェイスのリンク ステートにより異なります。リンクステート グ
ループのすべてのアップストリーム インターフェイスがリンクダウン ステートになっている場
合、関連付けられたダウンストリーム インターフェイスは強制的にリンクダウン ステートにされ
ます。リンクステート グループのアップストリーム インターフェイスのいずれかがリンクアップ
ステートになっている場合、関連付けられたダウンストリーム インターフェイスは、リンクアップ
ステートに変化することも、そのままの状態でいることもできます。
設定の問題を回避するため、次の注意事項に従ってください。

例

•

アップストリーム インターフェイスとして定義されているインターフェイスは、同一リンクス
テート グループでも、異なるリンクステート グループでも、ダウンストリーム インターフェ
イスとして定義することはできません。その逆も同様です。

•

インターフェイスは、2 つ以上のリンクステート グループのメンバーになることはできません。

•

スイッチあたり、10 個のリンクステート グループのみを設定できます。

次の例では、グループ 2 のアップストリームとしてインターフェイスを設定する方法を示します。
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface range fastethernet1/0/11 - 14
Switch(config-if-range)# link state group 2 downstream
Switch(config-if-range)# end
Switch(config-if)# end

設定を確認するには、show running-config 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
link state track

説明

show link state group

リンクステート グループ情報を表示します。

show running-config

稼働設定を表示します。構文情報については、次の URL の「Cisco IOS
Release 12.2 Command Reference」に表示されるページを参照してくださ
い。
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1835/prod_command_re
ference_list.html

リンクステート グループをイネーブルにします。

「Cisco IOS Commands Master List, Release 12.2」を選択するとコマンド
が表示されます。
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link state track
リンクステート グループをイネーブルにするには、link state track ユーザ EXEC コマンドを使用し
ます。リンクステート グループをディセーブルにする場合は、このコマンドの no 形式を使用しま
す。
link state track [number]
no link state track [number]

シンタックスの説明

number

デフォルト

リンクステート トラッキングはすべてのグループでディセーブルです。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(25)SEE

（任意）リンクステート グループ番号を指定します。グループ番号に指定でき
るのは 1 ～ 10 です。デフォルト値は 1 です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

リンクステート グループをイネーブルにするには、link state track グローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。

例

次の例では、リンクステート グループ 2 をイネーブルにする方法を示します。
Switch(config)# link state track 2

設定を確認するには、show running-config 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
link state group

説明

show link state group

リンクステート グループ情報を表示します。

show running-config

稼働設定を表示します。構文情報については、次の URL の「Cisco IOS
Release 12.2 Command Reference」に表示されるページを参照してくださ
い。
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1835/prod_command_re
ference_list.html

インターフェイスをリンクステート グループのメンバーとして設定し
ます。

「Cisco IOS Commands Master List, Release 12.2」を選択するとコマンド
が表示されます。
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location（グローバル コンフィギュレーション）
エンドポイントでのロケーション情報を設定するには、location グローバル コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用します。ロケーション情報を削除する場合は、このコマンドの no 形式を使用し
ます。
location {admin-tag string | civic-location identifier id | elin-location string identifier id}
no location {admin-tag string | civic-location identifier id | elin-location string identifier id}

シンタックスの説明

admin-tag

管理タグまたはサイト情報を設定します。

civic-location

都市のロケーション情報を設定します。

elin-location

緊急用のロケーション情報（ELIN）を設定します。

identifier id

都市のロケーションまたは ELIN ロケーションの ID を指定します。ID の範囲
は 1 ～ 4095 です。

ストリング

サイトまたはロケーション情報を英数字形式で指定します。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(40)SE

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

location civic-location indentifier id グローバル コンフィギュレーション コマンドの入力後、都市ロ
ケーション コンフィギュレーション モードが開始されます。このモードでは、都市ロケーション
と郵便ロケーション情報を入力することができます。
no lldp med-tlv-selection location 情報インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用し
てロケーション TLV をディセーブルにすることができます。ロケーション TLV はデフォルトでイ
ネーブルです。詳細については、このリリースに対応するソフトウェア コンフィギュレーション
ガイドの「Configuring LLDP and LLDP-MED」の章を参照してください。

例

次の例では、スイッチで都市ロケーション情報を設定する方法を示します。
Switch(config)# location civic-location identifier 1
Switch(config-civic)# number 3550
Switch(config-civic)# primary-road-name "Cisco Way"
Switch(config-civic)# city "San Jose"
Switch(config-civic)# state CA
Switch(config-civic)# building 19
Switch(config-civic)# room C6
Switch(config-civic)# county "Santa Clara"
Switch(config-civic)# country US
Switch(config-civic)# end

設定を確認するには、show location civic-location 特権 EXEC コマンドを入力します。
次の例では、スイッチで緊急ロケーション情報ロケーションを設定する方法を示します。
Switch (config)# location elin-location 14085553881 identifier 1

設定を確認するには、show location elin 特権 EXEC コマンドを入力します。
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関連コマンド

コマンド

説明

location（インターフェイス コンフィギュ インターフェイスのロケーション情報を設定します。
レーション）
show location
エンドポイントのロケーション情報を表示します。

location（インターフェイス コンフィギュレーション）
インターフェイスのロケーション情報を設定するには、location interface コマンドを使用します。イ
ンターフェイス ロケーション情報を削除する場合は、このコマンドの no 形式を使用します。
location {additional-location-information word | civic-location-id id | elin-location-id id}
no location {additional-location-information word | civic-location-id id | elin-location-id id}

シンタックスの説明

additional-location-information

ロケーションまたは場所の追加情報を設定します。

civic-location-id

インターフェイスのグローバル都市ロケーション情報を設定
します。

elin-location-id

インターフェイスの緊急ロケーション情報を設定します。

id

都市のロケーションまたは ELIN ロケーションの ID を指定し
ます。ID の範囲は 1 ～ 4095 です。

word

追加ロケーション情報を提供する語句を指定します。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(40)SE

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

location civic-location-id id インターフェイス コンフィギュレーション コマンドの入力後、都市ロ
ケーション コンフィギュレーション モードが開始されます。このモードでは、追加のロケーショ
ン情報を入力することができます。

例

次の例では、インターフェイスの都市ロケーション情報を入力する方法を示します。
Switch(config-if)# int g1/0/1
Switch(config-if)# location civic-location-id 1
Switch(config-if)# end
Switch(config-if)# int g2/0/1
Switch(config-if)# location civic-location-id 1
Switch(config-if)# end

設定を確認するには、show location civic interface 特権 EXEC コマンドを入力します。
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次の例では、インターフェイスの緊急ロケーション情報を入力する方法を示します。
Switch(config)# int g2/0/2
Switch(config-if)# location elin-location-id 1
Switch(config-if)# end

設定を確認するには、show location elin interface 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド

説明

location（グローバル コンフィギュレー
ション）
show location

エンドポイントのロケーション情報を設定します。
エンドポイントのロケーション情報を表示します。

logging event
インターフェイス リンク ステータスの変更の通知をイネーブルにするには、
logging event インター
フェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。通知をディセーブルにする場合は、こ
のコマンドの no 形式を使用します。
logging event {bundle-status | link-status | spanning-tree | status | trunk status}
no logging event {bundle-status | link-status | spanning-tree | status | trunk status}

シンタックスの説明

bundle-status

BUNDLE および UNBUNDLE メッセージの通知をイネーブルにします。

link-status

インターフェイス データ リンク ステータスの変更の通知をイネーブルに
します。

spanning-tree

スパニングツリー イベントの通知をイネーブルにします。

status

スパニングツリーの状態変更メッセージの通知をイネーブルにします。

trunk-status

トランクステータス メッセージの通知をイネーブルにします。

デフォルト

イベント ロギングはディセーブルです。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(25)SEF

例

変更内容
このコマンドが導入されました。

次の例では、スパニングツリー ロギングをイネーブルにする方法を示します。
Switch(config-if)# logging event spanning-tree
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logging file
ログ ファイルのパラメータを設定するには、logging file グローバル コンフィギュレーション コマ
ンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
logging file filesystem:filename [max-file-size [min-file-size]] [severity-level-number | type]
no logging file filesystem:filename [severity-level-number | type]

シンタックスの説明

filesystem:filename

フラッシュ ファイル システムのエイリアスです。ログ メッセージを持つ
ファイルのパスおよび名前を含みます。
ローカル フラッシュ ファイル システムの構文：flash:

max-file-size

（任意）ログ ファイルの最大サイズを指定します。指定できる範囲は 4096
～ 2147483647 です。

min-file-size

（任意）ログ ファイルの最小サイズを指定します。指定できる範囲は 1024
～ 2147483647 です。

severity-level-number

（任意）ログ ファイルの重大度のレベルを指定します。指定できる範囲は
0 ～ 7 です。各レベルの意味については type オプションを参照してくださ
い。

type

（任意）ログ タイプを指定します。次のキーワードが有効です。
•

emergencies ― システムは使用不可（重大度 0）

•

alerts ― 早急な対応が必要（重大度 1）

•

critical ― 危険な状態（重大度 2）

•

errors ― エラーが発生している状態（重大度 3）

•

warnings ― 警告状態（重大度 4）

•

notifications ― 通常ではあるが、重要なメッセージ（重大度 5）

•

information ― 通知メッセージ（重大度 6）

•

debugging ― デバッグ メッセージ（重大度 7）

ファイル サイズは最小で 2048 バイト、最大で 4096 バイトになります。

デフォルト

デフォルトの重大度のレベルは 7（debugging メッセージ：数字的に低いレベル）です。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

ログ ファイルは、ASCII テキスト形式で、スイッチの内部バッファに格納されます。ロギングされ
たシステム メッセージにアクセスするには、スイッチの CLI（コマンドライン インターフェイス）
を使用するか、または適切に設定した Syslog サーバに保存します。スイッチで障害が発生した場
合、事前に logging file flash:filename グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、フ
ラッシュ メモリに保存していないかぎり、ログは失われます。
logging file flash:filename グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、ログをフラッ
シュ メモリに保存したあとに、more flash:filename 特権 EXEC コマンドで内容を表示させることが
できます。
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最小ファイル サイズが、最大ファイル サイズから 1024 引いた数より大きい場合、コマンドはその
最小ファイルを拒否し、最大ファイル サイズから 1024 引いたサイズで設定されます。
level を指定すると、そのレベルのメッセージおよび数字的に低いレベルのメッセージが表示されま
す。

例

次の例では、フラッシュ メモリに情報レベルのログを保存する方法を示します。
Switch(config)# logging file flash:logfile informational

設定を確認するには、show running-config 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
show running-config

説明
稼働設定を表示します。構文情報については、次の URL の「Cisco IOS
Release 12.2 Command Reference」に表示されるページを参照してくださ
い。
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1835/prod_command_re
ference_list.html
「Cisco IOS Commands Master List, Release 12.2」を選択するとコマンド
が表示されます。
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mac access-group
MAC（メディア アクセス制御）Access Control List（ACL; アクセス コントロール リスト）をレイ
ヤ 2 インターフェイスに適用するには、mac access-group インターフェイス コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用します。インターフェイスからすべての MAC ACL、または特定の MAC ACL を
削除する場合は、このコマンドの no 形式を使用します。mac access-list extended グローバル コン
フィギュレーション コマンドを使用することで、MAC ACL を作成できます。
mac access-group {name} in
no mac access-group

シンタックスの説明

name

名前付き MAC アクセス リストを指定します。

in

入力方向に適用されている ACL を指定します。発信の ACL は、レイヤ 2 イ
ンターフェイス上ではサポートされません。

デフォルト

MAC ACL は、インターフェイスには適用されません。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（レイヤ 2 インターフェイス限定）

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

MAC ACL は入力レイヤ 2 インターフェイスにのみ適用できます。レイヤ 3 インターフェイスには
適用できません。
レイヤ 2 インターフェイス上で、IP アクセス リストを使用して IP トラフィックをフィルタリング、
および MAC アクセス リストを使用して非 IP トラフィックをフィルタリングできます。IP ACL お
よび MAC ACL の両方をインターフェイスに適用することで、同一のレイヤ 2 インターフェイス上
で IP、非 IP トラフィックをフィルタリングできます。複数の IP および MAC アクセス リストを同
一のレイヤ 2 インターフェイスに適用することもできます。
MAC ACL がすでにレイヤ 2 インターフェイス上に設定されていて、新しい MAC ACL をインター
フェイスに適用する場合、新しい ACL はすでに設定されているものと置き換えられます。
スイッチ上でレイヤ 2 インターフェイスに ACL を適用する場合に、そのスイッチに対してレイヤ
3 ACL が適用されているか、またはインターフェイスがメンバーである VLAN
（仮想 LAN）に VLAN
マップが適用されていれば、レイヤ 2 インターフェイスに適用された ACL が有効になります。
着信パケットが MAC ACL が適用されたインターフェイス上で受信されると、スイッチは ACL の
一致条件を確認します。条件が一致した場合、スイッチは ACL に従ってパケットを転送、または
廃棄します。
指定された ACL が存在しない場合、スイッチはすべてのパケットを転送します。

（注）

MAC 拡張 ACL の設定の詳細については、このリリースに対応するソフトウェア コンフィギュレー
ション ガイドの「Configuring Network Security with ACLs」の章を参照してください。
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例

次の例では、macacl2 と名付けられた MAC 拡張 ACL をポートに適用する方法を示します。
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# mac access-group macacl2 in

show mac access-group 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。show
access-lists 特権 EXEC コマンドを入力すれば、スイッチ上で設定された ACL を表示させることが
できます。

関連コマンド

コマンド
show access-lists

説明

show mac access-group

スイッチで設定される MAC ACL を表示します。

show running-config

稼働設定を表示します。構文情報については、次の URL の「Cisco IOS
Release 12.2 Command Reference」に表示されるページを参照してくださ
い。
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1835/prod_command_re
ference_list.html

スイッチで設定される ACL を表示します。

「Cisco IOS Commands Master List, Release 12.2」を選択するとコマンド
が表示されます。
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mac access-list extended
非 IP トラフィックの MAC（メディア アクセス制御）アドレスに基づいたアクセス リストを作成
するには、mac access-list extended グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。こ
のコマンドを使用することで、拡張 MAC アクセス リスト コンフィギュレーションモードになりま
す。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

（注）

名前付き MAC 拡張 ACL を、レイヤ 3 インターフェイスには適用できません。

mac access-list extended name
no mac access-list extended name

シンタックスの説明

name

デフォルト

MAC アクセス リストは作成されていません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

MAC 拡張アクセス リストに名前を割り当てます。

変更内容
このコマンドが導入されました。

MAC の名前付き拡張リストは VLAN（仮想 LAN）マップおよびクラス マップとともに使用されま
す。
名前付き MAC 拡張 ACL は、VLAN マップまたはレイヤ 2 インターフェイスに適用できます。レイ
ヤ 3 インターフェイスには適用できません。
mac access-list extended コマンドを入力することで、MAC アクセスリスト コンフィギュレーション
モードをイネーブルにできます。次のコンフィギュレーションコマンドが利用できます。

（注）

•

default：コマンドをそのデフォルトに設定します。

•

deny：拒否するパケットを指定します。詳細については、deny MAC アクセス リスト コンフィ
ギュレーションコマンドを参照してください。

•

exit：MAC アクセスリスト コンフィギュレーションモードを終了します。

•

no：コマンドを無効にする、またはデフォルトに設定します。

•

permit：転送するパケットを指定します。詳細は、permit コマンドを参照してください。

MAC 拡張アクセス リストに関する詳細については、このリリースに対応するソフトウェア コン
フィギュレーション ガイドを参照してください。
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例

次の例では、mac1 という名前が付いた MAC 拡張アクセス リストを作成し、拡張 MAC アクセス リ
スト コンフィギュレーションモードを開始する方法を示します。
Switch(config)# mac access-list extended mac1
Switch(config-ext-macl)#

次の例では、mac1 という名前が付いた MAC 拡張アクセス リストを削除する方法を示します。
Switch(config)# no mac access-list extended mac1

show access-lists 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド
deny
permit

説明
（拡張 MAC アクセス リスト コンフィギュレーションモードで）MAC
ACL を設定します。

show access-lists

スイッチで設定されるアクセス リストを表示します。

vlan access-map

VLAN マップを定義し、アクセスマップ コンフィギュレーションモー
ドを開始して、一致に使用する MAC ACL およびそれに対応する動作を
指定できるようにします。
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mac address-table aging-time
ダイナミック エントリが使用または更新されたあと、MAC（メディア アクセス制御）アドレス
テーブル内に保持される時間を設定するには、mac address-table aging-time グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使
用します。エージング タイムはすべての VLAN、または指定の VLAN に対して適用されます。
mac address-table aging-time {0 | 10-1000000} [vlan vlan-id]
no mac address-table aging-time {0 | 10-1000000} [vlan vlan-id]

シンタックスの説明

0

この値はエージングをディセーブルにします。スタティック アドレスは、期
限切れになることもテーブルから削除されることもありません。

10-100000

エージング タイム（秒）。指定できる範囲は 10 ～ 1000000 秒です。

vlan vlan-id

（任意）エージング タイムを適用する VLAN（仮想 LAN）ID を指定します。
指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。

デフォルト

デフォルト値は 300 秒です。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

ホストが継続して送信しない場合、エージング タイムを長くして、より長い時間ダイナミック エ
ントリを記録してください。時間を長くすることで、ホストが再送信した場合にフラッディングが
起こりにくくなります。
特定の VLAN を指定しない場合、このコマンドはすべての VLAN に対してエージング タイムを設
定します。

次の例では、すべての VLAN にエージング タイムを 200 秒に設定する方法を示します。

例

Switch(config)# mac address-table aging-time 200

show mac address-table aging-time 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができま
す。

関連コマンド

コマンド
show mac address-table aging-time

説明
すべての VLAN または指定された VLAN の、MAC アド
レス テーブルのエージング タイムを表示します。
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mac address-table learning vlan
VLAN（仮想 LAN）で MAC（メディア アクセス制御）アドレス学習をイネーブルにするには、mac
address-table learning グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。これがデフォル
トの状態になります。VLAN で MAC アドレス学習をディセーブルにして、MAC アドレスを学習で
きる VLAN を制御するには、このコマンドの no 形式を使用します。
mac address-table learning vlan vlan-id
no mac address-table notification vlan vlan-id

シンタックスの説明

vlan-id

デフォルト

デフォルトでは、MAC アドレス学習はすべての VLAN でイネーブルです。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(25)SEG

使用上のガイドライン

指定できる VLAN ID 範囲は 1 ～ 4094 です。VLAN 内部には指定できません。

変更内容
このコマンドが導入されました。

サービス プロバイダー ネットワークのカスタマーは、そのネットワークを介して多数の MAC アド
レスをトンネリングし、MAC アドレス テーブル スペースを埋めることができます。VLAN で MAC
アドレス学習を制御する場合、MAC アドレスを学習できる VLAN、さらにポートを制御すること
で、利用可能な MAC アドレス テーブル スペースを管理できます。
MAC アドレス学習をディセーブルにする前に、ネットワーク トポロジとスイッチ システム設定に
詳しいことを確認してください。VLAN で MAC アドレス学習をディセーブルにすると、ネットワー
クでフラッディングを引き起こす可能性があります。たとえば、Switch Virtual Interface（SVI; スイッ
チ仮想インターフェイス）を設定済みの VLAN で MAC アドレス学習をディセーブルにした場合、
スイッチはレイヤ 2 ドメインにすべての IP パケットをフラッディングします。3 つ以上のポートを
含む VLAN で MAC アドレス学習をディセーブルにした場合、スイッチに着信するすべてのパケッ
トは、その VLAN ドメインでフラッディングします。MAC アドレス学習のディセーブル化はポー
トを 2 つ含む VLAN のみで行い、SVI のある VLAN で MAC アドレス学習をディセーブルにする場
合は十分注意してください。
スイッチが内部的に使用する VLAN で MAC アドレス学習はディセーブルにできません。no mac
address-table learning vlan vlan-id コマンドに入力する VLAN ID が内部 VLAN である場合、スイッ
チはエラーメッセージを生成してコマンドを拒否します。使用している内部 VLAN を表示するに
は、show vlan internal usage 特権 EXEC コマンドを入力します。
プライベート VLAN のプライマリまたはセカンダリ VLAN として設定された VLAN で MAC アド
レス学習をディセーブルにする場合、MAC アドレスは、そのプライベート VLAN に属する別の
VLAN（プライマリまたはセカンダリ）上で引き続き学習されます。
RSPAN VLAN で MAC アドレス学習はディセーブルにできません。設定すること自体できません。
セキュア ポートを含む VLAN で MAC アドレス学習をディセーブルにする場合、セキュア ポート
で MAC アドレス学習はディセーブルになりません。あとでインターフェイスのポート セキュリ
ティをディセーブルにすると、ディセーブルになった MAC アドレス学習の状態がアクティブにな
ります。
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すべての VLAN、または指定した VLAN の MAC アドレス学習のステータスを表示するには、show
mac-address-table learning [vlan vlan-id] コマンドを入力します。

次の例では、VLAN 2003 で MAC アドレス学習をディセーブルにする方法を示します。

例

Switch(config)# no mac address-table learning vlan 2003

すべての VLAN、または指定した VLAN の MAC アドレス学習のステータスを表示するには、show
mac-address-table learning [vlan vlan-id] コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
show mac address-table learning

説明
すべての VLAN または指定した VLAN の MAC アドレ
ス学習のステータスを表示します。
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mac address-table move update
MAC（メディア アクセス制御）アドレス テーブル移行更新機能をイネーブルにするには、mac
address-table move update グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。デフォルト
設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
mac address-table move update {receive | transmit}
no mac address-table move update {receive | transmit}

シンタックスの説明

receive

スイッチが MAC アドレス テーブル移行更新メッセージを処理するように指
定します。

transmit

プライマリ リンクがダウンし、スタンバイ リンクがアップになった場合、ス
イッチが MAC アドレス テーブル移行更新メッセージをネットワーク内の別
のスイッチに送信するよう指定します。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

デフォルト

デフォルトでは、MAC アドレス テーブル移行更新機能はディセーブルです。

コマンド履歴

リリース
12.2(25)SED

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

プライマリ（転送）リンクがダウンし、スタンバイ リンクがトラフィックの転送を開始した場合、
MAC アドレス テーブル移行更新機能により、スイッチは高速双方向収束を提供できます。
プライマリ リンクがダウンし、スタンバイ リンクがアップになった場合に、アクセス スイッチが
MAC アドレス テーブル移行更新メッセージを送信するように設定できます。また、アップリンク
スイッチが MAC アドレス テーブル移行更新メッセージを受信して処理するように設定できます。

例

次の例では、アクセス スイッチが MAC アドレス テーブル移行更新メッセージを送信するように設
定する方法を示します。
Switch# configure terminal
Switch(conf)# mac address-table move update transmit
Switch(conf)# end

次の例では、アップリンク スイッチが MAC アドレス テーブル移行更新メッセージを受け取って処
理するように設定する方法を示します。
Switch# configure terminal
Switch(conf)# mac address-table move update receive
Switch(conf)# end

設定を確認するには、show mac address-table move update 特権 EXEC コマンドを入力します。
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関連コマンド

コマンド
clear mac address-table move update

説明
MAC アドレス テーブル移行更新グローバル カウンタを
クリアします。

show mac address-table move update

スイッチの MAC アドレス テーブル移行更新情報を表示
します。

debug matm move update

MAC アドレス テーブル移行更新メッセージの処理をデ
バッグします。

mac address-table notification
スイッチ上で MAC（メディア アクセス制御）アドレス通知機能をイネーブルにするには、mac
address-table notification グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。デフォルト
設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
mac address-table notification [history-size value] | [interval value]
no mac address-table notification [history-size | interval]

シンタックスの説明

history-size value

（任意）MAC 通知履歴テーブルのエントリの最大数を設定します。指定で
きる範囲は 0 ～ 500 エントリです。

interval value

（任意）通知トラップ間隔を設定します。この時間量が過ぎると、スイッチ
は通知トラップを送信します。指定できる範囲は 0 ～ 2147483647 秒です。

MAC アドレス通知機能はディセーブルです。

デフォルト

トラップ間隔は 1 秒です。
履歴テーブルのエントリ数は 1 です。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

MAC アドレス通知機能は、新しく MAC アドレスが転送テーブルに追加されたり、そこから古いア
ドレスが削除されたりするたびに、SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）トラップを Network
Management System（NMS; ネットワーク管理システム）に送信します。MAC 通知は、ダイナミッ
クまたはセキュア MAC アドレスについてのみ許可されます。自アドレス、マルチキャスト アドレ
ス、または他のスタティック アドレスについては、イベントは生成されません。
history-size オプションを設定している場合、既存の MAC アドレス履歴テーブルが削除され、新し
いテーブルが作成されます。
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mac address-table notification コマンドを使用すれば、MAC アドレス通知機能がイネーブルになり
ます。また、snmp trap mac-notification インターフェイス コンフィギュレーション コマンドでイ
ンターフェイス上の MAC アドレス通知トラップをイネーブルにし、snmp-server enable traps
mac-notification グローバル コンフィギュレーション コマンドでスイッチが MAC アドレス トラッ
プを NMS に送信するよう設定する必要があります。

例

次の例では、mac address-table notification 機能をイネーブルにし、時間の間隔を 60 秒、履歴サイ
ズを 100 エントリに設定する方法を示します。
Switch(config)# mac address-table notification
Switch(config)# mac address-table notification interval 60
Switch(config)# mac address-table notification history-size 100

show mac address-table notification 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができ
ます。

関連コマンド

コマンド
clear mac address-table notification

説明

show mac address-table notification

すべてのインターフェイスまたは指定されたインター
フェイスに対する MAC アドレス通知設定を表示します。

snmp-server enable traps

mac-notification キ ー ワ ー ド が 追 加 さ れ た 場 合 に SNMP
MAC 通知トラップを送信します。

snmp trap mac-notification

特定のインターフェイス上の SNMP MAC アドレス通知ト
ラップをイネーブルにします。

MAC アドレス通知グローバル カウンタをクリアします。
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mac address-table static
MAC（メディア アクセス制御）アドレス テーブルにスタティック アドレスを追加するには、mac
address-table static グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。スタティック アド
レスをテーブルから削除する場合は、このコマンドの no 形式を使用します。
mac address-table static mac-addr vlan vlan-id interface interface-id
no mac address-table static mac-addr vlan vlan-id interface interface-id

シンタックスの説明

mac-addr

アドレス テーブルに追加する宛先 MAC アドレス（ユニキャストまたは
マルチキャスト）。この宛先アドレスを持つパケットが指定した VLAN
（仮想 LAN）に着信すると、指定したインターフェイスに転送されます。

vlan vlan-id

指定した MAC アドレスを持つパケットを受信する VLAN を指定しま
す。指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。

interface interface-id

受信されたパケットを転送するインターフェイス。有効なインターフェ
イスとしては、物理ポートおよびポート チャネルがあります。

デフォルト

スタティック アドレスは設定されていません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容
このコマンドが導入されました。

次の例では、MAC アドレス テーブルにスタティック アドレス c2f3.220a.12f4 を追加する方法を示
します。VLAN 4 でこの MAC アドレスを宛先としてパケットを受信すると、パケットは指定され
たインターフェイスに転送されます。

例

Switch(config)# mac address-table static c2f3.220a.12f4 vlan 4 interface
gigabitethernet1/0/1

show mac address-table 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド
show mac address-table static

説明
スタティック MAC アドレス テーブル エントリのみを表示し
ます。

Catalyst 3750 Metro スイッチ コマンド リファレンス

2-186

OL-9645-04-J

第2章

Catalyst 3750 Metro スイッチ Cisco IOS コマンド
mac address-table static drop

mac address-table static drop
ユニキャスト MAC（メディア アクセス制御）アドレス フィルタリングをイネーブルにして、ス
イッチが特定の送信元または宛先 MAC アドレスを持つトラフィックをドロップするように設定す
るには、mac address-table static drop グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。
デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
mac address-table static mac-addr vlan vlan-id drop
no mac address-table static mac-addr vlan vlan-id

シンタックスの説明

mac-addr

ユニキャスト送信元または宛先 MAC アドレス。この MAC アドレスを持つパ
ケットがドロップされます。

vlan vlan-id

指定した MAC アドレスを持つパケットを受信する VLAN（仮想 LAN）を指
定します。有効な VLAN ID は 1 ～ 4094 です。

デフォルト

ユニキャスト MAC アドレス フィルタリングはディセーブルです。スイッチは、特定の送信元また
は宛先 MAC アドレスのトラフィックをドロップしません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(25)EY

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

この機能を使用する場合、次の注意事項に従ってください。
•

マルチキャスト MAC アドレス、ブロードキャスト MAC アドレス、およびルータ MAC アドレ
スはサポートされません。CPU に転送されるパケットもサポートされません。

•

ユニキャスト MAC アドレスをスタティック アドレスとして追加し、ユニキャスト MAC アド
レス フィルタリングを設定した場合、最後に入力したコマンドにより、MAC アドレスをスタ
ティック アドレスとして追加するか、その MAC アドレスを持つパケットをドロップするかの
いずれかになります。2 番めに入力したコマンドは、最初のコマンドを上書きします。
たとえば、mac address-table static mac-addr vlan vlan-id interface interface-id グローバル コン
フィギュレーション コマンドのあとに mac address-table static mac-addr vlan vlan-id drop コマ
ンドを入力した場合、スイッチは送信元または宛先として指定した MAC アドレスを持つパ
ケットをドロップします。
mac address-table static mac-addr vlan vlan-id drop グローバル コンフィギュレーション コマン
ドのあとに mac address-table static mac-addr vlan vlan-id interface interface-id コマンドを入力し
た場合は、スイッチがその MAC アドレスをスタティック アドレスとして追加します。

例

次の例では、ユニキャスト MAC アドレス フィルタリングをイネーブルにし、スイッチが送信元ま
たは宛先アドレスに c2f3.220a.12f4 を持つパケットをドロップするように設定する方法を示しま
す。送信元または宛先としてこの MAC アドレスを持つパケットが VLAN 4 で受信された場合、パ
ケットはドロップされます。
Switch(config)# mac address-table static c2f3.220a.12f4 vlan 4 drop

次の例では、ユニキャスト MAC アドレス フィルタリングをディセーブルにする方法を示します。
Switch(config)# no mac address-table static c2f3.220a.12f4 vlan 4
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show mac address-table static 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド
show mac address-table static

説明
スタティック MAC アドレス テーブル エントリのみを表示し
ます。

macro apply
インターフェイスにマクロを適用する、またはインターフェイスでマクロ設定を適用してトレース
するには、macro apply インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。
macro {apply | trace} macro-name [parameter {value}] [parameter {value}][parameter {value}]

シンタックスの説明

apply

指定したインターフェイスにマクロを適用します。

trace

インターフェイスにマクロを適用し、そのマクロをデバッグするには、
trace キーワードを使用します。

macro-name

マクロ名を指定します。

parameter value

（任意）インターフェイスに固有の一意のパラメータ値を指定します。最
高 3 つのキーワードと値の組み合わせを入力できます。パラメータ キー
ワードの照合では、大文字と小文字が区別されます。キーワードで一致が
見られると、すべて対応する値に置き換えられます。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(25)EY

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

インターフェイスで実行中のマクロを適用して表示したり、マクロをデバッグして構文エラーまた
は設定エラーを探したりするには、macro trace macro-name インターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。
マクロを適用したとき、構文エラーまたは設定エラーのためにコマンドが失敗した場合、マクロは
引き続き残りのコマンドをインターフェイスに適用します。
一意の値の割り当てを必要とするマクロを作成する場合、parameter value キーワードを使用して、
そのインターフェイスに固有の値を指定します。
キーワードの照合では、大文字と小文字が区別されます。キーワードで一致が見られると、すべて
対応する値に置き換えられます。キーワードが完全に一致すると、それが長い文字列の一部であっ
たとしても一致とみなされて、対応する値に置き換えられます。
一部のマクロには、パラメータ値が必要なキーワードが含まれます。マクロで必要な値のリストを
表示するには、macro apply macro-name ? コマンドを使用します。キーワード値を入力せずにマク
ロを適用した場合、コマンドは無効となり、マクロは適用されません。
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スイッチ ソフトウェアには、シスコ デフォルト Smartports マクロが埋め込まれています。show
parser macro ユーザ EXEC コマンドを使用すれば、これらのマクロおよび含まれるコマンドを表示
できます。
インターフェイスにシスコ デフォルト Smartports マクロを適用する場合は、次の注意事項に従って
ください。
•

show parser macro ユーザ EXEC コマンドを使用して、スイッチ上のすべてのマクロを表示し
ます。特定のマクロの内容を表示するには、show parser macro name macro-name ユーザ EXEC
コマンドを使用します。

•

$ で始まるキーワードには、一意のパラメータ値が必要です。parameter value キーワードを使
用して、必要な値をシスコ デフォルト マクロに追加します。
シスコ デフォルト マクロは $ という文字を使用しているので、必須キーワードを識別するの
に役立ちます。マクロを作成する場合、$ という文字を使用したキーワードの定義には制限が
ありません。

マクロをインターフェイスに適用する場合、マクロ名が自動的にインターフェイスに追加されま
す。show running-configuration interface interface-id ユーザ EXEC コマンドを使用すれば、適用した
コマンドおよびマクロ名を表示できます。
インターフェイスの範囲に適用されたマクロは、単一インターフェイスに適用されたマクロと同じ
動作をします。インターフェイスの範囲を使用する場合、マクロはその範囲内の各インターフェイ
スに順番に適用されます。あるインターフェイスでマクロ コマンドが失敗した場合、残りのイン
ターフェイスに適用されていきます。
default interface interface-id インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用すれば、イ
ンターフェイスで適用されたマクロの設定を削除できます。

例

macro name グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用してマクロを作成したあとは、そ
のマクロをインターフェイスに適用できます。次の例では、duplex という名前のユーザ作成マクロ
をインターフェイスに適用する方法を示します。
Switch(config-if)# macro apply duplex

マクロをデバッグするには、インターフェイスに適用するときに、macro trace インターフェイス
コンフィギュレーション コマンドを使用して構文エラーまたは設定エラーを探します。次の例で
は、インターフェイス上の duplex という名前のユーザ作成マクロをトラブルシューティングする
方法を示します。
Switch(config-if)# macro trace duplex
Applying command...‘duplex auto’
%Error Unknown error.
Applying command...‘speed nonegotiate’
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次の例では、シスコ デフォルト cisco-desktop マクロを表示する方法、およびインターフェイス上
でマクロを適用し、アクセス VLAN ID を 25 に設定する方法を示します。
Switch# show parser macro cisco-desktop
-------------------------------------------------------------Macro name : cisco-desktop
Macro type : default
# Basic interface - Enable data VLAN only
# Recommended value for access vlan (AVID) should not be 1
switchport access vlan $AVID
switchport mode access
# Enable port security limiting port to a single
# MAC address -- that of desktop
switchport port-security
switchport port-security maximum 1
# Ensure port-security age is greater than one minute
# and use inactivity timer
switchport port-security violation restrict
switchport port-security aging time 2
switchport port-security aging type inactivity

# Configure port as an edge network port
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable
-------------------------------------------------------------Switch#
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface fastethernet1/0/4
Switch(config-if)# macro apply cisco-desktop $AVID 25

関連コマンド

コマンド
macro description

説明

macro global

スイッチにマクロを適用するか、スイッチにマクロを適用してト
レースします。

macro global description

スイッチに適用されたマクロについての説明を追加します。

macro name

マクロを作成します。

show parser macro

すべてのマクロまたは指定したマクロのマクロ定義を表示します。

インターフェイスに適用されたマクロについての説明を追加しま
す。
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macro description
インターフェイスに適用されたマクロについての説明を入力するには、macro description インター
フェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。説明を削除する場合は、このコマンド
の no 形式を使用します。
macro description text
no macro description text

シンタックスの説明

description text

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(25)EY

使用上のガイドライン

指定したインターフェイスに適用されたマクロについての説明を入力し
ます。

変更内容
このコマンドが導入されました。

インターフェイスにコメント テキストまたはマクロ名を関連付けるには、description キーワードを
使用します。単一インターフェイスに複数のマクロを適用する場合、説明テキストは最後に適用し
たマクロのものになります。
次の例では、インターフェイスに説明を追加する方法を示します。
Switch(config-if)# macro description duplex settings

設定を確認するには、show parser macro description 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
macro apply

説明

macro global

スイッチにマクロを適用するか、スイッチにマクロを適用してト
レースします。

macro global description

スイッチに適用されたマクロについての説明を追加します。

macro name

マクロを作成します。

show parser macro

すべてのマクロまたは指定したマクロのマクロ定義を表示します。

インターフェイスにマクロを適用するか、インターフェイスにマク
ロを適用してトレースします。
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macro global
スイッチにマクロを適用する、またはスイッチでマクロ設定を適用してトレースするには、macro
global グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。
macro global {apply | trace} macro-name [parameter {value}] [parameter {value}] [parameter
{value}]

シンタックスの説明

apply

スイッチにマクロを適用します。

trace

スイッチにマクロを適用し、そのマクロをデバッグするには、trace キー
ワードを使用します。

macro-name

マクロ名を指定します。

parameter value

（任意）スイッチに固有の一意のパラメータ値を指定します。最高 3 つの
キーワードと値の組み合わせを入力できます。パラメータ キーワードの照
合では、大文字と小文字が区別されます。キーワードで一致が見られると、
すべて対応する値に置き換えられます。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(25)EY

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

スイッチで実行中のマクロを適用して表示したり、マクロをデバッグして構文エラーまたは設定エ
ラーを探したりするには、macro trace macro-name グローバル コンフィギュレーション コマンドを
使用します。
マクロを適用したとき、構文エラーまたは設定エラーのためにコマンドが失敗した場合、マクロは
引き続き残りのコマンドをスイッチに適用します。
一意の値の割り当てを必要とするマクロを作成する場合、parameter value キーワードを使用して、
そのスイッチに固有の値を指定します。
キーワードの照合では、大文字と小文字が区別されます。キーワードで一致が見られると、すべて
対応する値に置き換えられます。キーワードが完全に一致すると、それが長い文字列の一部であっ
たとしても一致とみなされて、対応する値に置き換えられます。
一部のマクロには、パラメータ値が必要なキーワードが含まれます。マクロで必要な値のリストを
表示するには、macro global apply macro-name ? コマンドを使用します。キーワード値を入力せず
にマクロを適用した場合、コマンドは無効となり、マクロは適用されません。
スイッチ ソフトウェアには、シスコ デフォルト Smartports マクロが埋め込まれています。show
parser macro ユーザ EXEC コマンドを使用すれば、これらのマクロおよび含まれるコマンドを表示
できます。
スイッチにシスコ デフォルト Smartports マクロを適用するときは、次の注意事項に従ってください。
•

show parser macro ユーザ EXEC コマンドを使用して、スイッチ上のすべてのマクロを表示し
ます。特定のマクロの内容を表示するには、show parser macro name macro-name ユーザ EXEC
コマンドを使用します。
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•

$ で始まるキーワードには、一意のパラメータ値が必要です。parameter value キーワードを使
用して、必要な値をシスコ デフォルト マクロに追加します。
シスコ デフォルト マクロは $ という文字を使用しているので、必須キーワードを識別するの
に役立ちます。マクロを作成する場合、$ という文字を使用したキーワードの定義には制限が
ありません。

マ ク ロ を ス イ ッ チ に 適 用 す る 場 合、マ ク ロ 名 が 自 動 的 に ス イ ッ チ に 追 加 さ れ ま す。show
running-configuration ユーザ EXEC コマンドを使用すれば、適用したコマンドおよびマクロ名を表
示できます。
マクロに含まれる各コマンドの no バージョンを入力したときにだけ、スイッチで適用されたグ
ローバル マクロ設定を削除できます。

例

macro name グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用してマクロを作成したあとは、そ
のマクロをスイッチに適用できます。次の例では、snmp マクロを表示する方法、およびそのマク
ロを適用してホスト名をテスト サーバに設定し、IP precedence 値を 7 に設定する方法を示します。
Switch# show parser macro name snmp
Macro name : snmp
Macro type : customizable
#enable port security, linkup, and linkdown traps
snmp-server enable traps port-security
snmp-server enable traps linkup
snmp-server enable traps linkdown
#set snmp-server host
snmp-server host ADDRESS
#set SNMP trap notifications precedence
snmp-server ip precedence VALUE
-------------------------------------------------Switch(config)# macro global apply snmp ADDRESS test-server VALUE 7

マクロをデバッグするには、スイッチに適用するときに、macro trace グローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用して構文エラーまたは設定エラーを探します。次の例では、ADDRESS パラ
メータ値が入力されなかったために snmp-server host コマンドが失敗した一方で、残りのマクロ
がスイッチに適用されていることを示します。
Switch(config)# macro global trace snmp VALUE 7
Applying command...‘snmp-server enable traps port-security’
Applying command...‘snmp-server enable traps linkup’
Applying command...‘snmp-server enable traps linkdown’
Applying command...‘snmp-server host’
%Error Unknown error.
Applying command...‘snmp-server ip precedence 7’

関連コマンド

コマンド
macro apply

説明

macro description

インターフェイスに適用されたマクロについての説明を追加しま
す。

macro global description

スイッチに適用されたマクロについての説明を追加します。

macro name

マクロを作成します。

show parser macro

すべてのマクロまたは指定したマクロのマクロ定義を表示します。

インターフェイスにマクロを適用するか、インターフェイスにマク
ロを適用してトレースします。
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macro global description
スイッチに適用されたマクロについての説明を入力するには、macro global description グローバル
コンフィギュレーション コマンドを使用します。説明を削除する場合は、このコマンドの no 形式
を使用します。
macro global description text
no macro global description text

シンタックスの説明

description text

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(25)EY

使用上のガイドライン

スイッチに適用されたマクロについての説明を入力します。

変更内容
このコマンドが導入されました。

スイッチにコメント テキストまたはマクロ名を関連付けるには、description キーワードを使用しま
す。スイッチに複数のマクロを適用する場合、説明テキストは最後に適用したマクロのものになり
ます。
次の例では、スイッチに説明を追加する方法を示します。
Switch(config)# macro global description udld aggressive mode enabled

設定を確認するには、show parser macro description 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
macro apply

説明

macro description

インターフェイスに適用されたマクロについての説明を追加します。

macro global

スイッチにマクロを適用するか、スイッチにマクロを適用してトレース
します。

macro name

マクロを作成します。

show parser macro

すべてのマクロまたは指定したマクロのマクロ定義を表示します。

インターフェイスにマクロを適用するか、インターフェイスにマクロを
適用してトレースします。
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macro name
設定マクロを作成するには、macro name グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用しま
す。マクロ定義を削除する場合は、このコマンドの no 形式を使用します。
macro name macro-name
no macro name macro-name

シンタックスの説明

macro-name

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(25)EY

使用上のガイドライン

マクロの名前

変更内容
このコマンドが導入されました。

マクロには、最大 3000 文字を含めることができます。1 行に 1 つのマクロ コマンドを入力します。
マクロを終了するには @ 文字を使用します。マクロ内にコメント テキストを入力するには、行の
先頭に # 文字を使用します。
ヘルプ文字列を使用してキーワードを指定し、マクロ内で必須キーワードを定義できます。マクロ
とともに使用できるキーワードを定義するには、# macro keywords word を入力します。ヘルプ文
字列キーワードは、スペースで区切ることで 3 つまで入力できます。4 つのキーワードを入力した
場合、最初の 3 つのみが表示されます。
マクロ名では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、コマンド macro name Sample-Macro と
macro name sample-macro は、2 つの別個のマクロとなります。
マクロを作成する場合、exit コマンドや end コマンドを使用したり、interface interface-id を使用し
てコマンド モードを変更したりしないでください。exit、end、または interface interface-id に続く
コマンドが異なるコマンド モードで実行される可能性があります。
このコマンドの no 形式によって、マクロ定義のみが削除されます。マクロがすでに適用されてい
るインターフェイスの設定には、影響はありません。default interface interface-id インターフェイス
コンフィギュレーション コマンドを使用すれば、インターフェイスで適用されたマクロの設定を削
除できます。また、元のマクロ内ですべての対応するコマンドの no 形式を含む、既存のマクロに
対する anti-macro を作成できます。次に anti-macro をインターフェイスに適用します。
既存のマクロと同じ名前の新しいマクロを作成して、マクロを変更することができます。新規作成
されたマクロは既存のマクロを上書きしますが、元のマクロが適用されたインターフェイスの設定
には影響を与えません。
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例

次の例では、デュプレックス モードおよび速度を定義するマクロを作成する方法を示します。
Switch(config)# macro name duplex
Enter macro commands one per line. End with the character ‘@’.
duplex full
speed auto
@

次の例では、# macro keyword でマクロを作成する方法を示します。
Switch(config)# macro name test
switchport access vlan $VLANID
switchport port-security maximum $MAX
#macro keywords $VLANID $MAX
@

次の例では、インターフェイスにマクロを適用する前に、必須キーワード値を表示する方法を示し
ます。
switch(config)# interface fa1/0/1
switch(config-if)# macro apply test ?
WORD keyword to replace with a value e.g
<cr>

$VLANID,$MAX

Switch(config-if)# macro apply test $VLANID ?
WORD Value of first keyword to replace
Switch(config-if)# macro apply test $VLANID 2
WORD keyword to replace with a value e.g $VLANID,$MAX
<cr>
Switch(config-if)# macro apply test $VLANID 2 $MAX ?
WORD Value of second keyword to replace

関連コマンド

コマンド
macro apply

説明

macro description

インターフェイスに適用されたマクロについての説明を追加します。

macro global

スイッチにマクロを適用するか、スイッチにマクロを適用してトレー
スします。

macro global description

スイッチに適用されたマクロについての説明を追加します。

show parser macro

すべてのマクロまたは指定したマクロのマクロ定義を表示します。

インターフェイスにマクロを適用するか、インターフェイスにマクロ
を適用してトレースします。
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match（アクセス マップ コンフィギュレーション）
VLAN（仮想 LAN）マップを設定することで、1 つまたは複数のアクセス リストに対してパケット
を照合するには、match アクセス マップ コンフィギュレーションコマンドを使用します。一致パ
ラメータを削除する場合は、このコマンドの no 形式を使用します。
match {ip address {name | number} [name | number] [name | number]...} | {mac address {name} [name]
[name]...}
no match {ip address {name | number} [name | number] [name | number]...} | {mac address {name}
[name] [name]...}

シンタックスの説明

ip address

IP アドレス アクセス リストに照合してパケットを一致させるためのアクセ
ス マップを設定します。

mac address

MAC（メディア アクセス制御）アドレス アクセス リストに照合してパケッ
トを一致させるためのアクセス マップを設定します。

name

パケットの一致を照合するアクセス リストの名前

number

パケットの一致を照合するアクセス リストの番号。このオプションは、MAC
アクセス リストに使用できません。

デフォルト

VLAN マップに適用された一致パラメータはありません。

コマンド モード

アクセス マップ コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

vlan access-map グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、アクセスマップ コン
フィギュレーションモードを開始します。
アクセス リスト名および番号をそれぞれ入力する必要があります。他はオプションです。1 つまた
は複数のリストに対してパケットの照合を行うことができます。リスト内で一致したものは、エン
トリの一致とみなされます。
アクセス マップ コンフィギュレーションモードで、match コマンドを使用し、VLAN に適用する
VLAN マッピングの一致条件を定義します。パケットが条件に一致した場合に発生するアクション
を設定するには、action コマンドを使用します。
パケットは、同一のプロトコル タイプのアクセス リストに対してのみ照合されます。IP パケット
は IP アクセス リストに対して、他のパケットは MAC アクセス リストに対して照合されます。
IP および MAC アドレスは同一のマッピング エントリで指定できます。
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次の例では、アクセス リスト al2 に定義されたパケット一致条件と一致した場合、VLAN のアクセ
ス マップ vmap4 を、インターフェイスが IP パケットをドロップする原因となる VLAN 5 および
VLAN 6 に定義、および適用させる方法を示します。

例

Switch(config)# vlan access-map vmap4
Switch(config-access-map)# match ip address al2
Switch(config-access-map)# action drop
Switch(config-access-map)# exit
Switch(config)# vlan filter vmap4 vlan-list 5-6

show vlan access-map 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド
access-list

説明
標準の番号制による Access Control List（ACL; アクセス コントロール
リスト）を設定します。構文情報については、Cisco IOS IP Command
Reference, Volume 1 of 3:Addressing and Services, Release 12.2 > IP
Services Commands を選択してください。

action

パケットが ACL のエントリと一致した場合にとられるアクションを指
定します。

ip access list

名前付きでアクセス リストを作成します。構文情報については、Cisco
IOS IP Command Reference, Volume 1 of 3:Addressing and Services,
Release 12.2 > IP Services Commands を選択してください。

mac access-list extended

名前付きで MAC アドレスのアクセス リストを作成します。

show vlan access-map

スイッチで作成された VLAN アクセス マップを表示します。

vlan access-map

VLAN アクセス マップを作成します。
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match（クラス マップ コンフィギュレーション）
クラス マップのための一致条件を定義するには、match クラス マップ コンフィギュレーションコ
マンドを使用します。一致条件を削除する場合は、このコマンドの no 形式を使用します。
match {access-group acl-index-or-name | cos [inner] cos-list | input-interface interface-id-list | ip dscp
dscp-list | ip precedence ip-precedence-list | mpls experimental exp-list | vlan [inner] vlan-id}
no match {access-group acl-index-or-name | cos [inner] cos-list | input-interface interface-id-list | ip
dscp dsc-list | ip precedence ip-precedence-list | mpls experimental exp-list | vlan [inner] vlan-id}

シンタックスの説明

access-group
acl-index-or-name

IP 標準または拡張 Access Control List（ACL; アクセス コントロール リス
ト）や MAC（メディア アクセス制御）ACL の番号または名前。IP 標準
ACL の場合、ACL インデックス範囲は 1 ～ 99 および 1300 ～ 1999 です。
IP 拡張 ACL の場合、ACL インデックス範囲は 100 ～ 199 および 2000 ～
2699 です。

cos [inner] cos-list

パケットと照合するために指定する、最大 4 個までのレイヤ 2 Class of
Service（CoS; サービス クラス）値のリスト。各値はスペースで区切りま
す。指定できる範囲は 0 ～ 7 です。（外部 CoS 値を照合する代わりに）
802.1Q トンネリング トラフィックの内部 CoS 値を照合するには、inner
キーワードを使用します。

input-interface
interface-id-list

階層デュアルレベル ポリシーマップのインターフェイスレベル クラス
マップが適用される物理ポートを指定します。このコマンドは、子レベル
のポリシーマップでのみ使用でき、子レベルのポリシーマップにおいて唯
一の一致条件である必要があります。ポート（1 つのエントリとしてカウ
ント）、スペースで区切られたポートのリスト（各ポートを 1 つのエント
リとしてカウント）、またはハイフンで区切られたポートの範囲（2 つのエ
ントリとしてカウント）を指定することで、リストのエントリを 6 つまで
指定できます。

ip dscp dscp-list

パケットと照合するために指定する、最大 8 個までの IP Differentiated
Services Code Point（DSCP; DiffServ コード ポイント）値のリスト。各値は
スペースで区切ります。指定できる範囲は 0 ～ 63 です。一般的に使用す
る値に対してはニーモニック名を入力することもできます。

ip precedence
ip-precedence-list

パケットと照合するために指定する、最大 8 個までの IP precedence 値のリ
スト。各値はスペースで区切ります。指定できる範囲は 0 ～ 7 です。一般
的に使用する値に対してはニーモニック名を入力することもできます。

mpls experimental
exp-list

パケットと照合するために指定する、最大 8 個までの Multiprotocol Label
Switching（MPLS; マルチプロトコル ラベル スイッチング）の EXP 値のリ
スト。各値はスペースで区切ります。指定できる範囲は 0 ～ 7 です。

vlan [inner] vlan-id

VLAN（仮想 LAN）ID に基づいてパケットを照合します。キーワードの
意味は次のとおりです。
•

vlan vlan-id ― VLAN ID に基づいてパケットを照合します。または、
802.1Q トンネルが設定されている場合、外部 VLAN ID に基づいてパ
ケットを照合します。VLAN ID 番号で識別された 1 つの VLAN、また
はそれぞれをハイフンで区切った VLAN 範囲を指定することができ
ます。指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。

•

vlan inner vlan-id ― 802.1Q トンネルの内部 VLAN ID に基づいてパ
ケットを照合します。VLAN 番号で識別された 1 つの VLAN、または
それぞれをハイフンで区切った VLAN 範囲を指定することができま
す。指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。
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（注）

any、class-map、destination-address、not、protocol、および source-address キーワードは、コマン
ドラインのヘルプ ストリングには表示されていますが、サポートされていません。

デフォルト

一致条件は定義されません。

コマンド モード

クラスマップ コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容

12.2(25)EY

inner および input-interface キーワードが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドが導入されました。

match コマンドを入力する前に、class-map グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力し
て、一致条件を規定する対象となるクラス名を指定しておく必要があります。パケットを分類する
ために、パケットのどのフィールドを調べるかを指定する場合は、match コマンドを使用します。
パケットが指定の条件に一致した場合、そのパケットはクラスのメンバーとみなされ、トラフィッ
ク ポリシーで設定された QoS（Quality Of Service）仕様に従って転送されます。
match ip dscp dscp-list または match ip precedence ip-precedence-list コマンドについては、一般的に
使用する値用に、ニーモニック名を入力することができます。たとえば、match ip dscp af11 コマン
ドを、match ip dscp 10 コマンドとして入力しても同じ結果になります。match ip precedence critical
コマンドを、match ip precedence 5 コマンドとして入力しても同じ結果になります。サポートされ
ているニーモニックの一覧に関しては、match ip dscp ? または match ip precedence ? コマンドを入
力し、コマンドラインのヘルプ ストリングを参照してください。
Enhanced Services（ES）ポートに適用されたポリシーマップ内のクラス マップで、match cos [inner]
cos-list、match ip dscp dscp-list、match ip precedence ip-precedence-list、match mpls experimental
exp-list、または match vlan コマンドを設定することができます。ES ポートに適用された出力ポリ
シーまたは ES ポートに適用された階層入力ポリシーでは、match access-group acl-index-or-name コ
マンドはサポートされていません。標準ポートまたは ES ポートに適用された単一レベル入力ポリ
シ ー マ ッ プ で は、match access-group acl-index-or-name コ マ ン ド お よ び match input-interface
interface-id-list コマンドのみを設定できます。
非 802.1Q トンネリング トラフィックでは、match cos inner cos-list コマンドは影響を与えません。
802.1Q トンネリング モードの ES ポートで受信されたトラフィックの CoS を照合する場合は、
match cos inner cos-list コマンドではなく、match cos cos-list コマンドを使用します。一致した場合
に、トラフィックに 2 回タグ付けされることはありません。
同一クラス マップ内で、VLAN レベルの一致条件とクラスレベルの一致条件を混在させることはで
きません。
802.1Q トンネリング ペアに一致（1 つの VLAN への一致ではなく）するクラス マップを設定する
には、class-map グローバル コンフィギュレーション コマンドに match-all キーワードを設定しま
す。match vlan inner コマンドの前に、match vlan コマンドを入力する必要があります。
match vlan コマンドまたは match vlan inner コマンドを入力する場合、class-map match-any コマン
ドはサポートされません。
階層デュアルレベル ポリシーマップでインターフェイスレベルのクラス マップを設定する場合、
input-interface interface-id-list キーワードを使用します。interface-id-list には、6 つまでのエントリを
指定できます。
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一致条件を 1 つも満たしていないパケットは、デフォルト トラフィック クラスのメンバーとして
分類されます。デフォルト トラフィック クラスを設定するには、class ポリシーマップ クラス コン
フィギュレーションコマンドでクラス名として class-default を指定します。詳細は、
「class」
（p.2-35）
を参照してください。

例

次の例では、class2 というクラス マップを作成する方法を示します。クラス マップは、10、11、12
の DSCP 値ですべての着信トラフィックを照合します。
Switch(config)# class-map class2
Switch(config-cmap)# match ip dscp 10 11 12
Switch(config-cmap)# exit

次の例では、class3 というクラス マップを作成する方法を示します。クラス マップは、5、6、7 の
IP precedence 値ですべての着信トラフィックを照合します。
Switch(config)# class-map class3
Switch(config-cmap)# match ip precedence 5 6 7
Switch(config-cmap)# exit

次の例では、dot1q というクラス マップを作成する方法を示します。クラス マップは、外部 VLAN
ID の 5、および内部 VLAN ID の 3 ～ 8 ですべての発信トラフィックを照合します。
Switch(config)# class-map match-all dot1q
Switch(config-cmap)# match vlan 5
Switch(config-cmap)# match vlan inner 3 - 8
Switch(config-cmap)# exit

次の例では、IP precedence の一致条件を削除し、acl1 を使用してトラフィックを分類する方法を示
します。
Switch(config)# class-map class2
Switch(config-cmap)# match ip precedence 5 6 7
Switch(config-cmap)# no match ip precedence
Switch(config-cmap)# match access-group acl1
Switch(config-cmap)# exit

次の例では、階層デュアルレベル ポリシーマップのインターフェイスレベル クラス マップが適用
される物理ポートのリストを指定する方法を示します。
Switch(config)# class-map match-all class4
Switch(config-cmap)# match input-interface gigabitethernet1/0/1 gigabitethernet1/0/2
Switch(config-cmap)# exit

次の例では、デュアルレベル ポリシーマップのインターフェイスレベル クラス マップが適用され
る物理ポートの範囲を指定する方法を示します。
Switch(config)# class-map match-all class4
Switch(config-cmap)# match input-interface gigabitethernet1/0/1 - gigabitethernet1/0/2
Switch(config-cmap)# exit

show class-map 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド
class-map

説明

show class-map

QoS クラス マップを表示します。

名前を指定したクラスとパケットとの比較に使用されるクラス マップ
を作成します。
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mdix auto
インターフェイス上で Automatic Media-Dependent-Interface Crossover（Auto-MDIX）機能をイネーブ
ルにするには、mdix auto インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。
Auto-MDIX がイネーブルになると、インターフェイスは自動的に必要なケーブル接続のタイプ（ス
トレートまたはクロス）を検出し、適切な接続を設定します。Auto-MDIX をディセーブルにするに
は、このコマンドの no 形式を使用します。
mdix auto
no mdix

シンタックスの説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

Auto-MDIX のデフォルトはイネーブルです。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

インターフェイス上で Auto-MDIX をイネーブルにした場合、インターフェイスの速度を設定し、
デュプレックスを auto に設定する必要があります。
片方または両方接続されたインターフェイス上で、Auto-MDIX をイネーブルにした（速度および
デュプレックスの自動ネゴシエーションに対応させた）場合、ケーブル タイプ（ストレートまたは
クロス）が適切でない場合でもリンクがオンになります。
Auto-MDIX は、す べ て の 10/100 イ ン タ ー フ ェ イ ス 上 お よ び 10/100/1000BASE-T/TX Small
Form-Factor Pluggable（SFP; 着脱可能小型フォーム ファクタ）モジュール インターフェイス上でサ
ポートされます。1000BASE-SX または 1000BASE-LX SFP モジュール インターフェイス上ではサ
ポートされません。

注意

例

ES ポートでは、10 または 100 Mbps の動作がサポートされていません。ES モジュール ポートに
1000BASE-T SFP モジュールを挿入し、速度の設定を auto にして Auto-MDIX をイネーブルにする
場合、インターフェイスをギガビット インターフェイスに接続するようにしてください。速度を
auto に設定すると、インターフェイスを別のスイッチ上の 10/100 インターフェイスに接続した場
合に、重大なデータ損失が発生することがあります。

次の例では、ポートで Auto-MDIX をイネーブルにする方法を示します。
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface fastethernet1/0/1
Switch(config-if)# speed auto
Switch(config-if)# duplex auto
Switch(config-if)# mdix auto
Switch(config-if)# end
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show controllers ethernet-controller interface-id phy 特権 EXEC コマンドを入力すれば、インターフェ
イスでの Auto-MDIX の動作状態を確認することができます。

関連コマンド

コマンド
show controllers ethernet-controller
interface-id phy

説明
インターフェイスの内部レジスタの一般情報
（Auto-MDIX の動作状態を含む）を表示します。

mls qos
スイッチ全体の QoS（Quality Of Service）をイネーブルにするには、mls qos グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。mls qos コマンドが入力されると、システム内のすべての
ポート上のデフォルトのパラメータで QoS がイネーブルにされます。スイッチ全体のすべての QoS
関連の統計をリセットし、QoS 機能をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用し
ます。
mls qos
no mls qos

シンタックスの説明

デフォルト

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

QoS はディセーブルです。この場合、パケットは修正されないため（パケットの Class of Service
［CoS; サービス クラス］、Differentiated Service Code Point［DSCP; DiffServ コード ポイント］、IP
precedence の値は変更されません）、ポートの信頼性に関する概念がなくなります。トラフィックは
Pass-Through モードでスイッチングされます（パケットは書き換えられることなくスイッチングさ
れ、ポリシング無しのベスト エフォートに分類されます）。
mls qos グローバル コンフィギュレーション コマンドで QoS がイネーブルにされ、他のすべての
QoS の設定がデフォルトの状態であれば、トラフィックは、ポリシーなしのベスト エフォートとし
て分類されます（DSCP および CoS 値は 0 設定）
。ポリシーマップは設定されません。すべてのポー
ト上のデフォルト ポートの信頼性は、信頼性なし（untrusted）の状態です。デフォルトの入力キュー、
出力キューセット、および階層出力キューの設定が有効です。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

QoS 分類、ポリシー、マークダウンまたはドロップ、キューイング、およびトラフィックのシェー
ピング機能を使用するため、QoS はグローバルにイネーブルにする必要があります。mls qos コマ
ンドを入力する前に、ポリシーマップを作成し、ポートに適用することができます。ただし、mls
qos コマンドを入力していない場合、QoS 処理はディセーブルになります。
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QoS 設定に使用されるポリシーマップおよびクラスマップは、no mls qos コマンドでコンフィギュ
レーションから削除されません。ただし、ポリシーマップに対応するエントリは、システム リソー
スを確保するためにスイッチ ハードウェアから削除されます。以前の設定で QoS を再度イネーブ
ルにする場合、mls qos コマンドを使用します。
QoS がディセーブルの場合、入トラフィックは Pass-Through モードでスイッチングされます。つま
り、パケットは書き換えられることなくスイッチングされ、ポリシングなしのベスト エフォートに
分類されます。
このコマンドでスイッチの QoS 状態を切り替えることで、キューのサイズが修正（再割り当て）さ
れます。キューのサイズ変更の間、ハードウェアの再設定時にキューは一時的にシャットダウンさ
れ、スイッチはこのキュー用に新規に着信したパケットをドロップします。

次の例では、スイッチ上で QoS をイネーブルにする方法を示します。

例

Switch(config)# mls qos

show mls qos 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド
show mls qos

説明
QoS 情報を表示します。
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mls qos aggregate-policer
ポリサー パラメータを定義するには、mls qos aggregate-policer グローバル コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用します。これは、同一のポリシーマップ内の複数のクラスで共有できます。ポリ
サーには最大許容送信レート、送信の最大バースト サイズ、および最大値を超えた場合に実行する
アクションを定義します。集約ポリサーを削除する場合は、このコマンドの no 形式を使用します。
mls qos aggregate-policer aggregate-policer-name rate-bps burst-byte exceed-action {drop |
policed-dscp-transmit}
no mls qos aggregate-policer aggregate-policer-name

シンタックスの説明

aggregate-policer-name

police aggregate ポリシーマップ クラス コンフィギュレーションコマン
ドで参照される集約ポリサー名

rate-bps

平均トラフィック伝送速度をビット秒単位で指定します。指定できる範
囲は 8000 ～ 1000000000 です。

burst-byte

通常のバーストサイズ（バイト）を指定します。指定できる範囲は 8000
～ 1000000 です。

exceed-action drop

指定されたレートを超えると、スイッチがパケットをドロップするよう
指定します。

exceed-action
policed-dscp-transmit

指定されたレートを超えると、スイッチはパケットの Differentiated
Services Code Point（DSCP; DiffServ コード ポイント）を、ポリシング
された DSCP マップで指定された DSCP に変更し、パケットを送信する
よう指定します。

デフォルト

集約ポリサーは定義されていません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

スイッチは、非階層単一レベル ポリシーマップでのみ集約ポリサーをサポートします。ポリサーが
複数のクラスで共有されている場合、集約ポリサーを定義します。
ポートのポリサーは、別のポートの他のポリサーと共有することはできません。2 つの異なるポー
トのトラフィックは、ポリシングのために集約することはできません。
標準ポートおよび Enhanced Services（ES）ポートでは、ポートを制御するポート ASIC デバイスが
スイッチ上の 256 個のポリサー（255 個のユーザ設定可能なポリサーとシステムの内部使用に予約
されている 1 つのポリサー）をサポートします。ポートごとに設定可能なポリサーの最大数は 63
です。ポリサーはソフトウェアの要求に応じて割り当てられ、ハードウェアおよび ASIC の限度で
制限されます。ポートごとにポリサーを保存することはできません（ポートに割り当てられるポリ
サーに対する保証はありません）。
集約ポリサーを、同一ポリシーマップ内の複数のクラスに適用します。複数のポリシーマップ上で
集約ポリサーを使用することはできません。
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ポ リ シ ー マ ッ プ で 使 用 中 の 集 約 ポ リ サ ー を 削 除 す る こ と は で き ま せ ん。no police aggregate
aggregate-policer-name ポリシーマップ クラス コンフィギュレーションコマンドを最初に使用し、no
mls qos aggregate-policer aggregate-policer-name コマンドを使用する前に、すべてのポリシーマップ
から集約ポリサーを削除します。
入力ポリシングでは、標準ポートまたは ES ポートでトークン バケット アルゴリズムを使用しま
す。police ポリシーマップ クラス コンフィギュレーションコマンドの burst-byte オプションまたは
mls qos aggregate-policer グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用し、バケットの深さ
（バケットが溢れるまで耐えられる最大バースト値）を設定します。police ポリシーマップ クラス
コンフィギュレーションコマンドの rate-bps オプションまたは mls qos aggregate-policer グローバル
コンフィギュレーション コマンドを使用し、バケットから削除されるトークンの速度（平均レー
ト）を設定します。詳細については、このリリースに対応するソフトウェア コンフィギュレーショ
ン ガイドを参照してください。

例

次の例では、集約ポリサーのパラメータを定義する方法およびポリシーマップ内の複数のクラスに
ポリサーを適用する方法を示しています。
Switch(config)# mls qos aggregate-policer agg_policer1 10000 1000000 exceed-action
drop
Switch(config)# policy-map policy2
Switch(config-pmap)# class class1
Switch(config-pmap-c)# police aggregate agg_policer1
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# class class2
Switch(config-pmap-c)# set ip dscp 10
Switch(config-pmap-c)# police aggregate agg_policer1
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# class class3
Switch(config-pmap-c)# trust dscp
Switch(config-pmap-c)# police aggregate agg_policer2
Switch(config-pmap-c)# exit

show mls qos aggregate-policer 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド
police aggregate

説明

show mls qos aggregate-policer

QoS（Quality Of Service）集約ポリサーの設定を表示します。

異なるクラスで共有されるポリサーを作成します。
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mls qos cos
デフォルトのポート Class of Service（CoS; サービス クラス）値を定義したり、ポート上のすべての
着信パケットにデフォルトの CoS 値を割り当てたりするには、mls qos cos インターフェイス コン
フィギュレーション コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式
を使用します。
mls qos cos {default-cos | override}
no mls qos cos {default-cos | override}

シンタックスの説明

デフォルト

default-cos

デフォルト CoS 値をポートに割り当てます。パケットがタグ付けされていな
い場合、デフォルトの CoS 値がパケットの CoS 値になります。指定できる
CoS 範囲は 0 ～ 7 です。

override

着信パケットの CoS を無効にし、すべての着信パケットにデフォルトのポー
ト CoS 値を適用します。

ポート CoS 値は 0 です。
CoS 無効化はディセーブルに設定されています。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

デフォルト値を使用して、CoS および Differentiated Services Code Point（DSCP; DiffServ コード ポイ
ント）値を、タグ付けされていない（着信パケットが CoS 値を持っていない場合）すべての着信パ
ケットに割り当てることができます。また、override キーワードを使用して、デフォルトの CoS お
よび DSCP 値をすべての着信パケットに割り当てることもできます。
特定のポートに届くすべての着信パケットに、他のポートからのパケットより高いプライオリティ
を与える場合には、override キーワードを使用します。たとえポートがすでに DSCP、CoS、または
IP precedence を信頼するように設定されていても、このコマンドはその設定された信頼状態を無効
にし、すべての着信 CoS 値に mls qos cos コマンドで設定されたデフォルトの CoS 値が割り当てら
れます。着信パケットがタグ付きの場合、パケットの CoS 値は、出力ポートで、ポートのデフォル
ト CoS を使用して変更されます。

例

次の例では、ポートでデフォルト ポート CoS を 4 に設定する方法を示します。
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# mls qos trust cos
Switch(config-if)# mls qos cos 4

次の例では、ポートで、ポートに入るパケットすべてにデフォルト ポートの CoS 値 4 を割り当て
る方法を示します。
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# mls qos cos 4
Switch(config-if)# mls qos cos override
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mls qos dscp-mutation

show mls qos interface 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド
show mls qos interface

説明
ポート レベルで QoS（Quality Of Service）情報を表示します。

mls qos dscp-mutation
Differentiated Services Code Point（DSCP; DiffServ コード ポイント）の信頼できるポートに対して、
DSCP/DSCP 合成マップを適用するには、mls qos dscp-mutation インターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。マップをデフォルト設定（DSCP の合成なし）に戻す場合は、この
コマンドの no 形式を使用します。
mls qos dscp-mutation dscp-mutation-name
no mls qos dscp-mutation dscp-mutation-name

シンタックスの説明

dscp-mutation-name

デフォルト

デフォルトの DSCP/DSCP 合成マップはヌルのマップです。これは、着信 DSCP が同一の DSCP 値
に対してマッピングされます。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

DSCP/DSCP合成マップ名。マップは以前 mls qos map dscp-mutation グロー
バル コンフィギュレーション コマンドで定義されたものです。

変更内容
このコマンドが導入されました。

2 つの QoS（Quality Of Service）ドメインが保有する DSCP の定義が異なる場合、DSCP/DSCP 合成
マップを使用し、他のドメインの定義に一致する DSCP 値のセットを解釈させます。DSCP/DSCP
合成マップを、QoS 管理ドメインの境界にある受信ポート（入力合成）に適用します。
入力合成を使い新しい DSCP 値でパケット内が上書きされ、QoS はこの新しい値でパケットを処理
します。スイッチは新しい DSCP 値でポートにパケットを送信します。
入力ポート上では複数の DSCP/DSCP 合成マップを設定することができます。
マップは DSCP の信頼できるポートに対してのみ適用されます。DSCP/DSCP 合成マップを信頼で
きないポート、Class of Service（CoS; サービス クラス）または IP precedence の信頼できるポートに
適用した場合、コマンドはポートが DSCP の信頼性を得るまで有効になりません。
ポートの信頼ポリシーを 802.1Q トンネリングと一緒に使用する場合、同じトンネル VLAN（仮想
LAN）を共有している全ポートに対して同じ信頼ポリシーを設定し、各ポートが同じ DSCP/DSCP
合成マップを使用するようにする必要があります。詳細については、「mls qos map」
（p.2-211）およ
び「mls qos trust」（p.2-234）を参照してください。
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例

次の例では、dscpmutation1 という名前の DSCP/DSCP 合成マップを定義し、ポートにマップを適用
する方法を示します。
Switch(config)# mls qos map dscp-mutation dscpmutation1 10 11 12 13 to 30
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# mls qos trust dscp
Switch(config-if)# mls qos dscp-mutation dscpmutation1

次の例では、dscpmutation1 という名前の DSCP/DSCP 合成マップをポートから削除し、マップをデ
フォルトにリセットする方法を示します。
Switch(config-if)# no mls qos dscp-mutation dscpmutation1

show mls qos maps 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド
mls qos map dscp-mutation

説明

mls qos trust

ポートの信頼状態を設定します。

show mls qos maps

QoS のマッピング情報を表示します。

DSCP/DSCP 合成マップを定義します。
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mls qos enhanced
Enhanced Services（ES）ポートの内部帯域幅を取得して他の ES ポートに適用するには、mls qos
enhanced インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。デフォルト設定に戻
すには、このコマンドの no 形式を使用します。
mls qos enhanced
no mls qos enhanced

シンタックスの説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

内部帯域幅は、各 ES ポート間で共有されます。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

このコマンドは、一度に 1 つの ES ポートに対してのみ使用することができます。1 つの ES ポート
だけに帯域幅を割り当てることにより、既存の QoS（Quality Of Service）機能がより効果的に機能
します。
ES ポートにこのコマンドを適用する前に、shutdown インターフェイス コンフィギュレーション コ
マンドを使用して他の ES ポートをディセーブルにしておいてください。拡張 QoS 機能が 1 つの ES
ポートに適用されている間は、別の ES ポートは起動されません。
ES ポートに対して mls qos enhanced コマンドを設定すると、そのポートは停止し、再び起動します。

例

次の例では、ES ポートに内部帯域幅を割り当てる方法を示します。
Switch(config)# interface gigabitethernet1/1/1
Switch(config-if)# shutdown
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# interface gigabitethernet1/1/2
Switch(config-if)# mls qos enhanced

設定を確認するには、show running-config 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
show running-config

説明
稼働設定を表示します。構文情報については、次の URL の「Cisco IOS
Release 12.2 Command Reference」に表示されるページを参照してくださ
い。
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1835/prod_command_re
ference_list.html
「Cisco IOS Commands Master List, Release 12.2」を選択するとコマンド
が表示されます。
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mls qos map
Class of Service（CoS; サービス クラス）/Differentiated Services Code Point（DSCP; DiffServ コード ポ
イント）マップ、DSCP/CoS マップ、DSCP/DSCP 合成マップ、IP precedence/DSCP マップ、および
ポリシングされた DSCP のマップを定義するには、mls qos map グローバル コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用します。デフォルトのマップに戻す場合は、このコマンドの no 形式を使用しま
す。
mls qos map {cos-dscp dscp1...dscp8 | dscp-cos dscp-list to cos | dscp-mutation dscp-mutation-name
in-dscp to out-dscp | ip-prec-dscp dscp1...dscp8 | policed-dscp dscp-list to mark-down-dscp}
no mls qos map {cos-dscp | dscp-cos | dscp-mutation dscp-mutation-name | ip-prec-dscp |
policed-dscp}

シンタックスの説明

cos-dscp dscp1...dscp8

CoS/DSCP マップを定義します。
dscp1...dscp8 には、CoS 値 0 ～ 7 に対応した 8 個の DSCP 値を入力しま
す。各 DSCP 値はスペースで区切ります。指定できる範囲は 0 ～ 63 で
す。

dscp-cos dscp-list to cos

DSCP/CoS マップを定義します。
dscp-list には、最大 8 個の DSCP 値をスペースで区切って入力します。
指定できる範囲は 0 ～ 63 です。それから、to キーワードを入力します。
cos には、DSCP 値と対応する 1 つの CoS 値を入力します。指定できる
範囲は 0 ～ 7 です。

dscp-mutation
dscp-mutation-name
in-dscp to out-dscp

DSCP/DSCP 合成マップを定義します。
dscp-mutation-name には、合成マップ名を入力します。
in-dscp には、最大 8 個の DSCP 値を、スペースで区切って入力します。
それから、to キーワードを入力します。
out-dscp には、単一の DSCP 値を入力します。
指定できる範囲は 0 ～ 63 です。

ip-prec-dscp
dscp1...dscp8

IP precedence/DSCP マップを定義します。

policed-dscp dscp-list to
mark-down-dscp

ポリシングされた DSCP マップを定義します。

dscp1...dscp8 には、IP precedence 値 0 ～ 7 に対応した 8 個の DSCP 値を
入力します。各 DSCP 値はスペースで区切ります。指定できる範囲は 0
～ 63 です。

dscp-list には、最大 8 個の DSCP 値をスペースで区切って入力します。
それから、to キーワードを入力します。
mark-down-dscp には、対応するポリシングされた（マークダウンされ
た）DSCP 値を入力します。
指定できる範囲は 0 ～ 63 です。
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デフォルト

表 2-6 に、デフォルトの CoS/DSCP マップを示します。
表 2-6

デフォルトの CoS/DSCP マップ

CoS 値

DSCP 値

0

0

1

8

2

16

3

24

4

32

5

40

6

48

7

56

表 2-7 に、デフォルトの DSCP/CoS マップを示します。
表 2-7

デフォルトの DSCP/CoS マップ

DSCP 値

CoS 値

0～7

0

8 ～ 15

1

16 ～ 23

2

24 ～ 31

3

32 ～ 39

4

40 ～ 47

5

48 ～ 55

6

56 ～ 63

7

表 2-8 に、デフォルトの IP precedence/DSCP マップを示します。
表 2-8

デフォルトの IP precedence/DSCP マップ

IP precedence 値

DSCP 値

0

0

1

8

2

16

3

24

4

32

5

40

6

48

7

56

デフォルトの DSCP/DSCP 合成マップはヌルのマップです。これは、着信 DSCP が同一の DSCP 値
に対してマッピングされます。
デフォルトのポリシングされた DSCP マップはヌルのマップです。これは、着信 DSCP が同一の
DSCP 値に対してマッピングされます。
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コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

マップはすべてグローバルに定義されています。DSCP/DSCP 合成マップ以外、すべてのマップは
すべてのポートに適用されます。DSCP/DSCP 合成マップは指定のポートに対して適用されます。

例

次の例では、IP precedence/DSCP マップを定義し、DSCP 値（0、10、20、30、40、50、55、60）に
IP precedence 値（0 ～ 7）をマッピングする方法を示します。
Switch(config)# mls qos map ip-prec-dscp 0 10 20 30 40 50 55 60

次の例では、ポリシングされた DSCP マップを定義する方法を示します。DSCP 値 1、2、3、4、5、
および 6 は、DSCP 値 0 にマークされます。マークされた DSCP 値で、明示的に設定されていない
ものは、修正されません。
Switch(config)# mls qos map policed-dscp 1 2 3 4 5 6 to 0

次の例では、DSCP/CoS マップを定義する方法を示します。DSCP 値 20、21、22、23、および 24
は、CoS 1 にマッピングされます。DSCP 値 10、11、12、13、14、15、16、および 17 は CoS 0 に
マッピングされます。
Switch(config)# mls qos map dscp-cos 20 21 22 23 24 to 1
Switch(config)# mls qos map dscp-cos 10 11 12 13 14 15 16 17 to 0

次の例では、CoS/DSCP マップを定義する方法を示します。CoS 値 0 ～ 7 は、DSCP 値 0、5、10、
15、20、25、30、および 35 にマッピングされます。
Switch(config)# mls qos map cos-dscp 0 5 10 15 20 25 30 35

次の例では、DSCP/DSCP 合成マップを定義する方法を示します。すべてのエントリで、明示的に
設定されていないものは修正されません（ヌルのマップで指定が残ります）。
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config)#

mls
mls
mls
mls

qos
qos
qos
qos

map
map
map
map

dscp-mutation
dscp-mutation
dscp-mutation
dscp-mutation

mutation1
mutation1
mutation1
mutation1

1 2 3 4 5 6 7 to 10
8 9 10 11 12 13 to 10
20 21 22 to 20
0 31 32 33 34 to 30

show mls qos maps 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド
mls qos dscp-mutation

説明

show mls qos maps

QoS（Quality Of Service）マッピング情報を表示します。

DSCP/DSCP 合成マップを DSCP の信頼性あるポートに適用します。
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mls qos queue-set output buffers
キューセット（各ポートの 4 つの出力キュー）にバッファを割り当てるには、mls qos queue-set
output buffers グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。デフォルト設定に戻す
には、このコマンドの no 形式を使用します。
mls qos queue-set output qset-id buffers allocation1 ... allocation4
no mls qos queue-set output qset-id buffers

シンタックスの説明

qset-id

キューセットの ID。キューセットに属する各ポートの 4 つの出力
キューのすべての特性を定義します。指定できる範囲は 1 ～ 2 です。

allocation1 ... allocation4

各キュー（キュー 1 ～ 4 の 4 つの値）に割り当てられたバッファ領域。
allocation1、allocation3、および allocation4 で指定できる範囲は 0 ～ 99
です。allocation2 で指定できる範囲は 1 ～ 100（CPU バッファを含む）
です。各値はスペースで区切ります。

デフォルト

すべての割り当て値は 4 つのキュー間で均等にマッピングされます（25、25、25、25）。各キュー
がバッファ領域の 1/4 を保有します。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容

12.2(25)EY

allocation1、allocation3、および allocation4 で指定できる範囲が、0 ～ 100
から 0 ～ 99 に変更されました。allocation2 で指定できる範囲が、20 ～ 100
から 1 ～ 100 に変更されました。

使用上のガイドライン

このコマンドが導入されました。

4 つの割り当て値を指定し、各値はスペースで区切ります。
トラフィックの重要度に従ってバッファを割り当てます。たとえば、プライオリティが最も高いト
ラフィックには、割り当てるバッファの割合を大きくします。
異なるトラフィックのクラスを、異なる特性で設定するには、このコマンドを mls qos queue-set
output qset-id threshold グローバル コンフィギュレーション コマンドで使用します。

（注）

例

出力キューセットのデフォルト設定はほとんどのケースに適用されます。これらの設定がご使用の
QoS（Quality Of Service）ソリューションに合わない際は、キューについての詳細な知識がある場
合に限り設定を変更することができます。

次の例では、ポートをキューセット 2 にマッピングする方法を示します。バッファ領域の 40% を出
力キュー 1 に、20% ずつを出力キュー 2、3、4 に割り当てます。
Switch(config)# mls qos queue-set output 2 buffers 40 20 20 20
Switch(config)# interface fastethernet1/0/1
Switch(config-if)# queue-set 2

show mls qos interface [interface-id] buffers または show mls qos queue-set 特権 EXEC コマンドを入力
すれば、設定を確認することができます。
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関連コマンド

コマンド
mls qos queue-set output threshold

説明

queue-set

キューセットに対しポートをマッピングします。

show mls qos interface buffers

バッファの割り当て状況を表示します。

show mls qos queue-set

キューセットに対する設定を表示します。

Weighted Tail-Drop（WTD）しきい値を設定し、バッファ
の可用性を保証し、キューセットに最大のメモリ割り当て
を設定します。

mls qos queue-set output threshold
Weighted Tail-Drop（WTD）しきい値を設定することで、バッファの可用性を保証し、キューセッ
ト（各ポートの 4 つの出力キュー）に対して最大のメモリ割り当てを設定するには、
mls qos queue-set
output threshold グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。デフォルト設定に戻
すには、このコマンドの no 形式を使用します。
mls qos queue-set output qset-id threshold queue-id drop-threshold1 drop-threshold2
reserved-threshold maximum-threshold
no mls qos queue-set output qset-id threshold [queue-id]

シンタックスの説明

デフォルト

qset-id

キューセットの ID。キューセットに属する各ポートの 4 つの出力キュー
のすべての特性を定義します。指定できる範囲は 1 ～ 2 です。

queue-id

コマンドが実行されるキューセットで指定するキュー。指定できる範囲は
1 ～ 4 です。

drop-threshold1
drop-threshold2

メモリに割り当てられたキューのパーセンテージで表される 2 つの WTD
しきい値。指定できる範囲は 1 ～ 400% です。

reserved-threshold

キューに保証される（予約される）メモリの容量。これは割り当てられる
メモリのパーセンテージで表されます。指定できる範囲は 1 ～ 100% です。

maximum-threshold

最大の状態でキューをイネーブルにし、予約された以上のバッファを取得
します。これはパケットがドロップされる前にキューが保有できる最大の
メモリ容量です。指定できる範囲は 1 ～ 400% です。

QoS（Quality Of Service）がイネーブルであれば、WTD もイネーブルになります。
表 2-9 に、デフォルトの WTD しきい値の設定を示します。

コマンド モード

表 2-9

デフォルトの出力キューセットの WTD しきい値の設定

機能

キュー 1

キュー 2

キュー 3

キュー 4

WTD ドロップしきい値 1

100%

50%

100%

100%

WTD ドロップしきい値 2

100%

50%

100%

100%

予約しきい値

50%

100%

50%

50%

最大しきい値

400%

400%

400%

400%

グローバル コンフィギュレーション

Catalyst 3750 Metro スイッチ コマンド リファレンス
OL-9645-04-J

2-215

第2章

Catalyst 3750 Metro スイッチ Cisco IOS コマンド

mls qos queue-set output threshold

コマンド履歴

使用上のガイドライン

リリース
12.1(14)AX

変更内容
このコマンドが導入されました。

固定された数のバッファをキューセットの 4 つのキューに割り当てるには、
mls qos queue-set output
qset-id buffers グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。
ドロップしきい値のパーセンテージは 100% より多くすることが可能で、最大まで設定できます（最
大しきい値が 100% を超えている場合）。

（注）

出力キューセットのデフォルト設定はほとんどのケースに適用されます。これらの設定がご使用の
QoS ソリューションに合わない際は、キューについての詳細な知識がある場合にかぎり設定を変更
してください。

スイッチはバッファの割り当て方式を使用して各出力キューセットに対して最小限のバッファを
予約することで、キューやポートがバッファをすべて消費してしまったり、他のキューから取り上
げたりすることを防ぎ、要求キューに対しバッファ領域を許可するかどうかを制御します。スイッ
チは目的のキューが予約された量（制限内）よりバッファを消費したかどうかを判断します。また、
最大バッファ（制限以上）のすべてを消費したかどうか、共通プールが空いているかどうか（バッ
ファの空きがあるか）を判断します。キューが制限以上でない場合、スイッチは、予約プールまた
は共通プール（空いていれば）からバッファ領域を割り当てます。共通プールにバッファの空きが
ない場合、またはキューが制限以上の場合、スイッチはフレームをドロップします。

次の例では、ポートをキューセット 2 にマッピングする方法を示します。キュー 2 のドロップしき
い値に 40 および 60% の割り当てメモリを設定し、割り当てメモリの 100% を保証（予約）します。
また、パケットがドロップされる前にキューが持てる最大メモリとして 200% を設定します。

例

Switch(config)# mls qos queue-set output 2 threshold 2 40 60 100 200
Switch(config)# interface fastethernet1/0/1
Switch(config-if)# queue-set 2

show mls qos interface [interface-id] buffers または show mls qos queue-set 特権 EXEC コマンドを入力
すれば、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド
mls qos queue-set output buffers

説明

queue-set

キューセットに対しポートをマッピングします。

show mls qos interface buffers

バッファの割り当て状況を表示します。

show mls qos queue-set

キューセットに対する設定を表示します。

キューセットに対しバッファを割り当てます。
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mls qos rewrite ip dscp
着信 IP パケットの Differentiated Services Code Point（DSCP; DiffServ コード ポイント）フィールド
を変更する（書き換える）ようにスイッチを設定するには、mls qos rewrite ip dscp グローバル コン
フィギュレーション コマンドを使用します。スイッチがパケットの DSCP フィールドを変更（書き
換え）しないように設定し、DSCP 透過をイネーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用し
ます。
mls qos rewrite ip dscp
no mls qos rewrite ip dscp

シンタックスの説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

DSCP 透過はディセーブルです。スイッチは着信 IP パケットの DSCP フィールドを変更します。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX2

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

DSCP 透過は、出力でのパケットの DSCP フィールドにのみ影響を与えます。no mls qos rewrite ip
dscp コマンドを使用して DSCP 透過がイネーブルになっている場合、スイッチは着信パケットの
DSCP フィールドは変更せず、送信パケットの DSCP フィールドも着信パケットのものと同じにな
ります。

（注）

Enhanced Services（ES）ポートに階層サービス ポリシーが適用され、パケットの DSCP 値を変更す
るポリシーマップが含まれている場合、スイッチは DSCP 透過の設定に関係なく DSCP 値を変更し
ます。

デフォルトでは、DSCP 透過はディセーブルです。スイッチは着信パケットの DSCP フィールドを
変更し、送信パケットの DSCP フィールドは、ポートの信頼設定、ポリシングおよびマーキング、
DSCP/DSCP 合成マップなど QoS（Quality Of Service）に基づきます。
DSCP 透過の設定に関係なく、スイッチは、トラフィックのプライオリティを表す Class of Service
（CoS; サービス クラス）値の生成に使用するパケットの内部 DSCP 値を変更します。また、スイッ
チは内部 DSCP 値を使用して、出力キューおよびしきい値を選択します。
たとえば、QoS がイネーブルになっていて、着信パケットの DSCP 値が 32 である場合、スイッチ
は、ポリシーマップ設定に基づいて内部 DSCP 値を 16 に変更します。DSCP 透過がイネーブルに
なっている場合、送信 DSCP 値は 32（着信の値と同じ）です。DSCP 透過がディセーブルになって
いる場合、内部 DSCP 値に基づいて、送信 DSCP 値は 16 になります。
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次の例では、DSCP 透過をイネーブルにして、スイッチが着信 IP パケットの DSCP 値を変更しない
ように設定する方法を示します。

例

Switch(config)# mls qos
Switch(config)# no mls qos rewrite ip dscp
Switch(config-if)# end

次の例では、DSCP 透過をディセーブルにして、スイッチが着信 IP パケットの DSCP 値を変更する
ように設定する方法を示します。
Switch(config)# mls qos
Switch(config)# mls qos rewrite ip dscp
Switch(config-if)# end

show mls qos interface [interface-id] 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができ
ます。

関連コマンド

コマンド
mls qos

説明

show mls qos interface

インターフェイス レベルで QoS 情報を表示します。

QoS をグローバルにイネーブルにします。
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mls qos srr-queue input bandwidth
入 力 キ ュ ー に Shaped Round Robin（SRR）ウ ェ イ ト を 割 り 当 て る に は、mls qos srr-queue input
bandwidth グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。ウェイトの比率は、SRR
スケジューラが各キューからパケットを送信する頻度の比率です。デフォルト設定に戻すには、こ
のコマンドの no 形式を使用します。
mls qos srr-queue input bandwidth weight1 weight2
no mls qos srr-queue input bandwidth

シンタックスの説明

weight1 weight2

デフォルト

ウェイト 1 およびウェイト 2 が 4 に設定されています（帯域幅の 1/2 が 2 つのキューの間で等しく
分けられます）。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

weight1 および weight2 の比率は、SRR スケジューラが入力キュー 1 および
2 からパケットを送信する頻度です。指定できる範囲は 1 ～ 100 です。各
値はスペースで区切ります。

変更内容
このコマンドが導入されました。

SRR は、mls qos srr-queue input priority-queue queue-id bandwidth weight グローバル コンフィギュ
レーション コマンドの bandwidth キーワードで指定した設定のウェイトに対するプライオリ
ティー キューをサービスします。SRR は、両方の入力キューで残りの帯域幅を共有し、mls qos
srr-queue input bandwidth weight1 weight2 グローバル コンフィギュレーション コマンドで設定され
たウェイトで指定しているサービスを行います。
mls qos srr-queue input priority-queue グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用し、どの
入力キューがプライオリティ キューになるかを指定します。

例

次の例では、キューの入力帯域幅を割り当てる方法を示します。プライオリティ キューイングは
ディセーブルで、キュー 1 に割り当てられる共有帯域幅の比率は 25/（25+75）、キュー 2 には 75/
（25+75）とします。
Switch(config)# mls qos srr-queue input priority-queue 2 bandwidth 0
Switch(config)# mls qos srr-queue input bandwidth 25 75

この例では、キュー 2 はキュー 1 の 3 倍の帯域幅を持ち、キュー 1 よりも 3 倍の頻度でサービスが
実行されます。
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次の例では、キューの入力帯域幅を割り当てる方法を示します。キュー 1 は割り当てられた帯域幅
の 10% を持つプライオリティ キューです。キュー 1 およびキュー 2 に割り当てられた帯域幅の比
率は 4/（4+4）です。SRR は最初、設定された 10% の帯域幅をキュー 1（プライオリティ キュー）
にサービスします。そのあと、SRR はキュー 1 およびキュー 2 の間に残っている 90% の帯域幅を
等しく分けます（各キューに 45% の割り当て）。
Switch(config)# mls qos srr-queue input priority-queue 1 bandwidth 10
Switch(config)# mls qos srr-queue input bandwidth 4 4

show mls qos interface [interface-id] queueing または show mls qos input-queue 特権 EXEC コマンドを
入力すれば、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド
mls qos srr-queue input buffers

説明

mls qos srr-queue input cos-map

Class of Service（CoS; サービス クラス）値を入力キュー
にマッピング、または CoS 値をキューおよびしきい値
ID にマッピングします。

mls qos srr-queue input dscp-map

Differentiated Services Code Point（DSCP; DiffServ コード
ポイント）値を入力キューにマッピング、または DSCP
値をキューおよびしきい値 ID にマッピングします。

mls qos srr-queue input priority-queue

入力プライオリティ キューを設定し、帯域幅を保証し
ます。

mls qos srr-queue input threshold

入力キューに対し Weighted Tail-Drop（WTD）しきい値
のパーセンテージを割り当てます。

show mls qos input-queue

入力キューの設定を表示します。

show mls qos interface queueing

キューイングの指針情報を表示します。

入力キュー間にバッファを割り当てます。
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mls qos srr-queue input buffers
入力キュー間でバッファを割り当てるには、mls qos srr-queue input buffers グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使
用します。
mls qos srr-queue input buffers percentage1 percentage2
no mls qos srr-queue input buffers

シンタックスの説明

percentage1 percentage2

デフォルト

バッファの 90% がキュー 1 に、10% がキュー 2 に割り当てられています。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

入力キュー 1 および 2 に割り当てるバッファのパーセンテージ。指定で
きる範囲は 0 ～ 100 です。各値はスペースで区切ります。

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

バースト性の着信トラフィックでも、キューが処理できるようにバッファを割り当ててください。

例

次の例では、バッファ領域の 60% を入力キュー 1 に、40% を入力キュー 2 に割り当てる方法を示
します。
Switch(config)# mls qos srr-queue input buffers 60 40

show mls qos interface [interface-id] buffers または show mls qos input-queue 特権 EXEC コマンドを
入力すれば、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド
mls qos srr-queue input bandwidth

説明

mls qos srr-queue input cos-map

Class of Service（CoS; サービス クラス）値を入力キュー
にマッピング、または CoS 値をキューおよびしきい値
ID にマッピングします。

mls qos srr-queue input dscp-map

Differentiated Services Code Point（DSCP; DiffServ コード
ポイント）値を入力キューにマッピング、または DSCP
値をキューおよびしきい値 ID にマッピングします。

mls qos srr-queue input priority-queue

入力プライオリティ キューを設定し、帯域幅を保証し
ます。

mls qos srr-queue input threshold

入力キューに対し Weighted Tail-Drop（WTD）しきい値
のパーセンテージを割り当てます。

show mls qos input-queue

入力キューの設定を表示します。

show mls qos interface buffers

バッファの割り当て状況を表示します。

入力キューに対し Shaped Round Robin（SRR）ウェイト
を割り当てます。
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mls qos srr-queue input cos-map
Class of Service（CoS; サービス クラス）値を入力キューにマッピングする、または CoS 値をキュー
およびしきい値 ID にマッピングするには、mls qos srr-queue input cos-map グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。デフォルト設定に戻す場合は、このコマンドの no 形式を
使用します。
mls qos srr-queue input cos-map queue queue-id {cos1...cos8 | threshold threshold-id cos1...cos8}
no mls qos srr-queue input cos-map

シンタックスの説明

queue queue-id

キュー番号を指定します。
queue-id で指定できる範囲は 1 ～ 2 です。

cos1...cos8

CoS 値を入力キューへマッピングします。
cos1...cos8 には、最大 8 個の値をスペースで区切って入力します。指定で
きる範囲は 0 ～ 7 です。

threshold threshold-id
cos1...cos8

CoS 値をキューのしきい値 ID にマッピングします。
threshold-id で指定できる範囲は 1 ～ 3 です。
cos1...cos8 には、最大 8 個の値をスペースで区切って入力します。指定で
きる範囲は 0 ～ 7 です。

表 2-10 では、デフォルトの CoS 入力キューのしきい値のマッピングを示します。

デフォルト

表 2-10

デフォルトの CoS 入力キューのしきい値

CoS 値

キュー ID ― しきい値 ID

0～4

1-1

5

2-1

6、7

1-1

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

入力ポートで割り当てられた CoS は、入力キューおよびしきい値を選択します。
しきい値 3 のドロップしきい値のパーセンテージはあらかじめ定義されます。パーセンテージは
キューがいっぱいの状態に対して設定されます。mls qos srr-queue input threshold グローバル コン
フィギュレーション コマンドを使用して、2 つの Weighted Tail-Drop（WTD）しきい値のパーセン
テージを入力キューに割り当てることができます。
各 CoS 値を、異なるキューおよびしきい値の組み合わせに対してマッピングできます。これにより
フレームを異なる動作に従わせることができます。
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例

次の例では、CoS 値 0 ～ 3 を入力キュー 1 およびしきい値 ID の 1（ドロップしきい値を 50%）に
マッピングする方法を示しています。CoS 値 4、5 を入力キュー 1 およびしきい値 ID の 2（ドロッ
プしきい値を 70%）にマッピングします。
Switch(config)# mls qos srr-queue input cos-map queue 1 threshold 1 0 1 2 3
Switch(config)# mls qos srr-queue input cos-map queue 1 threshold 2 4 5
Switch(config)# mls qos srr-queue input threshold 1 50 70

show mls qos maps 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド
mls qos srr-queue input bandwidth

説明

mls qos srr-queue input buffers

入力キュー間にバッファを割り当てます。

mls qos srr-queue input dscp-map

Differentiated Services Code Point（DSCP; DiffServ コード
ポイント）値を入力キューにマッピング、または DSCP
値をキューおよびしきい値 ID にマッピングします。

mls qos srr-queue input priority-queue

入力プライオリティ キューを設定し、帯域幅を保証し
ます。

mls qos srr-queue input threshold

入力キューに対し WTD しきい値のパーセンテージを
割り当てます。

show mls qos maps

QoS（Quality Of Service）マッピング情報を表示します。

入力キューに対し Shaped Round Robin（SRR）ウェイト
を割り当てます。
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mls qos srr-queue input dscp-map
Differentiated Services Code Point（DSCP; DiffServ コード ポイント）値を入力キューにマッピングす
る、または DSCP 値をキューおよびしきい値 ID にマッピングするには、mls qos srr-queue input
dscp-map グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。デフォルト設定に戻す場合
は、このコマンドの no 形式を使用します。
mls qos srr-queue input dscp-map queue queue-id {dscp1...dscp8 | threshold threshold-id
dscp1...dscp8}
no mls qos srr-queue input dscp-map

シンタックスの説明

queue queue-id

キュー番号を指定します。
queue-id で指定できる範囲は 1 ～ 2 です。

dscp1...dscp8

DSCP 値を入力キューへマッピングします。
dscp1...dscp8 には、最大 8 個の値をスペースで区切って入力します。指
定できる範囲は 0 ～ 63 です。

threshold threshold-id
dscp1...dscp8

DSCP 値をキューのしきい値 ID にマッピングします。
threshold-id で指定できる範囲は 1 ～ 3 です。
dscp1...dscp8 には、最大 8 個の値をスペースで区切って入力します。指
定できる範囲は 0 ～ 63 です。

表 2-11 では、デフォルトの DSCP 入力キューのしきい値のマッピングを示します。

デフォルト

表 2-11

デフォルトの DSCP 入力キューのしきい値

DSCP 値

キュー ID ― しきい値 ID

0 ～ 39

1-1

40 ～ 47

2-1

48 ～ 63

1-1

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

入力ポートで割り当てられた DSCP は、入力キューおよびしきい値を選択します。
しきい値 3 のドロップしきい値のパーセンテージはあらかじめ定義されます。パーセンテージは
キューがいっぱいの状態に対して設定されます。mls qos srr-queue input threshold グローバル コン
フィギュレーション コマンドを使用して、2 つの Weighted Tail-Drop（WTD）しきい値のパーセン
テージを入力キューに割り当てることができます。
各 DSCP 値を、異なるキューおよびしきい値の組み合わせに対してマッピングできます。これによ
りフレームを異なる動作に従わせることができます。
最大 8 個の DSCP 値をコマンドごとにマッピングできます。
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例

次の例では、DSCP 値 0 ～ 6 を入力キュー 1 およびしきい値 1（ドロップしきい値を 50%）にマッ
ピングする方法を示しています。DSCP 値 20 ～ 26 を入力キュー 1 およびしきい値 2（ドロップし
きい値を 70%）にマッピングします。
Switch(config)# mls qos srr-queue input dscp-map queue 1 threshold 1 0 1 2 3 4 5 6
Switch(config)# mls qos srr-queue input dscp-map queue 1 threshold 2 20 21 22 23 24 25
26
Switch(config)# mls qos srr-queue input threshold 1 50 70

show mls qos maps 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド
mls qos srr-queue input bandwidth

説明

mls qos srr-queue input buffers

入力キュー間にバッファを割り当てます。

mls qos srr-queue input cos-map

Class of Service（CoS; サービス クラス）値を入力キュー
にマッピング、または CoS 値をキューおよびしきい値
ID にマッピングします。

mls qos srr-queue input priority-queue

入力プライオリティ キューを設定し、帯域幅を保証し
ます。

mls qos srr-queue input threshold

入力キューに対し WTD しきい値のパーセンテージを
割り当てます。

show mls qos maps

QoS（Quality Of Service）マッピング情報を表示します。

入力キューに対し Shaped Round Robin（SRR）ウェイト
を割り当てます。
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mls qos srr-queue input priority-queue
入力プライオリティ キューを設定することで、リングが輻輳している場合、内部リング上で帯域幅
を保証するには、mls qos srr-queue input priority-queue グローバル コンフィギュレーション コマン
ドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
mls qos srr-queue input priority-queue queue-id bandwidth weight
no mls qos srr-queue input priority-queue queue-id

シンタックスの説明

queue-id

入力のキュー ID。指定できる範囲は 1 ～ 2 です。

bandwidth weight

内部リングの帯域幅のパーセンテージ。指定できる範囲は 0 ～ 40 です。

デフォルト

プライオリティ キューはキュー 2 で、帯域幅の 10% が割り当てられています。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

プライオリティ キューは、優先して進める必要があるトラフィックにのみ使用してください（遅延
とジッタを最小限にとどめる必要のある音声トラフィックなど）。
プライオリティ キューは内部リング上で帯域幅の一部として保証され、必要以上に予約されたリン
グ上（バックプレーンが運べる以上のトラフィック、またはキューが満杯でフレームをドロップし
ている状態）の重いネットワーク トラフィックによる遅延とジッタを軽減します。
Shaped Round Robin（SRR）は、mls qos srr-queue input priority-queue queue-id bandwidth weight グ
ローバル コンフィギュレーション コマンドの bandwidth キーワードで指定した設定のウェイトに
対するプライオリティー キューをサービスします。SRR は、両方の入力キューで残りの帯域幅を
共有し、mls qos srr-queue input bandwidth weight1 weight2 グローバル コンフィギュレーション コ
マンドで設定されたウェイトで指定しているサービスを行います。
プライオリティ キューイングをディセーブルにするには、帯域幅のウェイトを 0 に設定します（た
とえば、mls qos srr-queue input priority-queue queue-id bandwidth 0）
。

例

次の例では、キューの入力帯域幅を割り当てる方法を示します。キュー 1 は割り当てられた帯域幅
の 10% を持つプライオリティ キューです。キュー 1 およびキュー 2 に割り当てられた帯域幅の比
率は 4/（4+4）です。SRR は最初、設定された 10% の帯域幅をキュー 1（プライオリティ キュー）
にサービスします。そのあと、SRR はキュー 1 およびキュー 2 の間に残っている 90% の帯域幅を
等しく分けます（各キューに 45% の割り当て）。
Switch(config)# mls qos srr-queue input priority-queue 1 bandwidth 10
Switch(config)# mls qos srr-queue input bandwidth 4 4

show mls qos interface [interface-id] queueing または show mls qos input-queue 特権 EXEC コマンドを
入力すれば、設定を確認することができます。
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関連コマンド

コマンド
mls qos srr-queue input bandwidth

説明

mls qos srr-queue input buffers

入力キュー間にバッファを割り当てます。

mls qos srr-queue input cos-map

Class of Service（CoS; サービス クラス）値を入力キューに
マッピング、または CoS 値をキューおよびしきい値 ID に
マッピングします。

mls qos srr-queue input dscp-map

Differentiated Services Code Point（DSCP; DiffServ コード ポ
イント）値を入力キューにマッピング、または DSCP 値を
キューおよびしきい値 ID にマッピングします。

mls qos srr-queue input threshold

入力キューに対し Weighted Tail-Drop（WTD）しきい値の
パーセンテージを割り当てます。

show mls qos input-queue

入力キューの設定を表示します。

show mls qos interface queueing

キューイングの指針情報を表示します。

入力キューに対し SRR ウェイトを割り当てます。
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mls qos srr-queue input threshold
入力キューに Weighted Tail-Drop（WTD）しきい値のパーセンテージを割り当てるには、mls qos
srr-queue input threshold グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。デフォルト
設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
mls qos srr-queue input threshold queue-id threshold-percentage1 threshold-percentage2
no mls qos srr-queue input threshold queue-id

シンタックスの説明

queue-id

入力キューの ID。指定できる範囲は 1 ～ 2 です。

threshold-percentage1
threshold-percentage2

2 つの WTD しきい値パーセンテージの値。各しきい値は、キューに割
り当てられたキュー記述子の総数のパーセンテージです。各値はスペー
スで区切ります。指定できる範囲は 1 ～ 100 です。

QoS（Quality Of Service）がイネーブルであれば、WTD もイネーブルになります。

デフォルト

2 つの WTD しきい値は 100% に設定されています。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

QoS は Class of Service（CoS; サービス クラス）/ しきい値マップまたは Differentiated Services Code
Point（DSCP; DiffServ コード ポイント）/ しきい値マップを使用し、しきい値 1 および 2 に対して
マッピングされている、CoS または DSCP 値を制御します。しきい値 1 を超えている場合、このし
きい値に割り当てられている CoS または DSCP 値を持つパケットは、しきい値を超えない状態にな
るまでドロップされます。ただし、しきい値 2 に割り当てられたパケットのキューイングは継続さ
れ、しきい値 2 を超えないかぎり送信が実行されます。
各キューは、設定可能な（明示的）ドロップしきい値を 2 つ、および事前設定された（暗黙的）ド
ロップしきい値（full）を 1 つ持っています。
mls qos srr-queue input cos-map グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用し、CoS/ しき
い値マップを構成します。また、mls qos srr-queue input dscp-map グローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用し、DSCP/ しきい値マップを構成します。

例

次の例では、2 つのキューのテールドロップしきい値を設定する方法を示します。キュー 1 のしき
い値は 50% および 100% で、キュー 2 のしきい値は 70% および 100% です。
Switch(config)# mls qos srr-queue input threshold 1 50 100
Switch(config)# mls qos srr-queue input threshold 2 70 100

show mls qos interface [interface-id] buffers または show mls qos input-queue 特権 EXEC コマンドを
入力すれば、設定を確認することができます。
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mls qos srr-queue input threshold

関連コマンド

コマンド
mls qos srr-queue input bandwidth

説明

mls qos srr-queue input buffers

入力キュー間にバッファを割り当てます。

mls qos srr-queue input cos-map

CoS 値を入力キューにマッピング、または CoS 値を
キューおよびしきい値 ID にマッピングします。

mls qos srr-queue input dscp-map

DSCP 値を入力キューにマッピング、または DSCP 値を
キューおよびしきい値 ID にマッピングします。

mls qos srr-queue input priority-queue

入力プライオリティ キューを設定し、帯域幅を保証し
ます。

入力キューに対し Shaped Round Robin（SRR）ウェイト
を割り当てます。

show mls qos input-queue

入力キューの設定を表示します。

show mls qos interface buffers

バッファの割り当て状況を表示します。
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mls qos srr-queue output cos-map

mls qos srr-queue output cos-map
Class of Service（CoS; サービス クラス）値を出力キューにマッピングする、または CoS 値をキュー
およびしきい値 ID にマッピングするには、mls qos srr-queue output cos-map グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。デフォルト設定に戻す場合は、このコマンドの no 形式を
使用します。
mls qos srr-queue output cos-map queue queue-id {cos1...cos8 | threshold threshold-id cos1...cos8}
no mls qos srr-queue output cos-map

シンタックスの説明

queue queue-id

キュー番号を指定します。
queue-id で指定できる範囲は 1 ～ 4 です。

cos1...cos8

CoS 値を出力キューへマッピングします。
cos1...cos8 には、最大 8 個の値をスペースで区切って入力します。指定
できる範囲は 0 ～ 7 です。

threshold threshold-id
cos1...cos8

CoS 値をキューのしきい値 ID にマッピングします。
threshold-id で指定できる範囲は 1 ～ 3 です。
cos1...cos8 には、最大 8 個の値をスペースで区切って入力します。指定
できる範囲は 0 ～ 7 です。

表 2-12 では、デフォルトの CoS 出力キューのしきい値のマッピングを示します。

デフォルト

表 2-12

デフォルトの CoS 出力キューのしきい値

CoS 値

キュー ID ― しきい値 ID

0、1

2-1

2、3

3-1

4

4-1

5

1-1

6、7

4-1

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

しきい値 3 のドロップしきい値のパーセンテージはあらかじめ定義されます。パーセンテージは
キューがいっぱいの状態に対して設定されます。

（注）

出力キューセットのデフォルト設定はほとんどのケースに適用されます。これらの設定がご使用の
QoS（Quality Of Service）ソリューションに合わない際は、キューについての詳細な知識がある場
合に限り設定を変更することができます。
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mls qos queue-set output qset-id threshold グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、
2 つの Weighted Tail-Drop（WTD）しきい値のパーセンテージを出力キューセットに割り当てるこ
とができます。
各 CoS 値を、異なるキューおよびしきい値の組み合わせに対してマッピングできます。これにより
フレームを異なる動作に従わせることができます。

例

次の例では、ポートをキューセット 1 にマッピングする方法を示します。CoS 値 0 ～ 3 を出力キュー
1 およびしきい値 ID 1 にマッピングします。キュー 1 のドロップしきい値に 50% および 70% の割
り当てメモリを設定し、割り当てメモリの 100% を保証（予約）します。また、パケットがドロッ
プされる前にキューが持てる最大メモリとして 200% を設定します。
Switch(config)# mls qos srr-queue output cos-map queue 1 threshold 1 0 1 2 3
Switch(config)# mls qos queue-set output 1 threshold 1 50 70 100 200
Switch(config)# interface fastethernet1/0/1
Switch(config-if)# queue-set 1

show mls qos maps、show mls qos interface [interface-id] buffers または show mls qos queue-set 特権
EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド
mls qos srr-queue output dscp-map

説明
Differentiated Services Code Point（DSCP; DiffServ コード ポ
イント）値を出力キューにマッピング、または DSCP 値を
キューおよびしきい値 ID にマッピングします。

mls qos queue-set output threshold

WTD しきい値を設定し、バッファの可用性を保証し、そ
してキューセットに最大のメモリ割り当てを設定します。

queue-set

キューセットに対しポートをマッピングします。

show mls qos interface buffers

QoS 情報を表示します。

show mls qos maps

バッファの割り当て状況を表示します。

show mls qos queue-set

キューセットに対する設定を表示します。
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mls qos srr-queue output dscp-map

mls qos srr-queue output dscp-map
Differentiated Services Code Point（DSCP; DiffServ コード ポイント）値を出力キューにマッピングす
る、または DSCP 値をキューおよびしきい値 ID にマッピングするには、mls qos srr-queue output
dscp-map グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。デフォルト設定に戻す場合
は、このコマンドの no 形式を使用します。
mls qos srr-queue output dscp-map queue queue-id {dscp1...dscp8 | threshold threshold-id
dscp1...dscp8}
no mls qos srr-queue output dscp-map

シンタックスの説明

queue queue-id

キュー番号を指定します。
queue-id で指定できる範囲は 1 ～ 4 です。

dscp1...dscp8

DSCP 値を出力キューへマッピングします。
dscp1...dscp8 には、最大 8 個の値をスペースで区切って入力します。指
定できる範囲は 0 ～ 63 です。

threshold threshold-id
dscp1...dscp8

DSCP 値をキューのしきい値 ID にマッピングします。
threshold-id で指定できる範囲は 1 ～ 3 です。
dscp1...dscp8 には、最大 8 個の値をスペースで区切って入力します。指
定できる範囲は 0 ～ 63 です。

表 2-13 では、デフォルトの DSCP 出力キューのしきい値のマッピングを示します。

デフォルト

表 2-13

デフォルトの DSCP 出力キューのしきい値

DSCP 値

キュー ID ― しきい値 ID

0 ～ 15

2-1

16 ～ 31

3-1

32 ～ 39

4-1

40 ～ 47

1-1

48 ～ 63

4-1

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

しきい値 3 のドロップしきい値のパーセンテージはあらかじめ定義されます。パーセンテージは
キューがいっぱいの状態に対して設定されます。

（注）

出力キューセットのデフォルト設定はほとんどのケースに適用されます。これらの設定がご使用の
QoS（Quality Of Service）ソリューションに合わない際は、キューについての詳細な知識がある場
合に限り設定を変更することができます。
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mls qos queue-set output qset-id threshold グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、
2 つの Weighted Tail-Drop（WTD）しきい値のパーセンテージを出力キューセットに割り当てるこ
とができます。
各 DSCP 値を、異なるキューおよびしきい値の組み合わせに対してマッピングできます。これによ
りフレームを異なる動作に従わせることができます。
最大 8 個の DSCP 値をコマンドごとにマッピングできます。

例

次の例では、ポートをキューセット 1 にマッピングする方法を示します。DSCP 値 0 ～ 3 を出力
キュー 1 およびしきい値 ID 1 にマッピングします。キュー 1 のドロップしきい値に 50% および 70%
の割り当てメモリを設定し、割り当てメモリの 100% を保証（予約）します。また、パケットがド
ロップされる前にキューが持てる最大メモリとして 200% を設定します。
Switch(config)# mls qos srr-queue output dscp-map queue 1 threshold 1 0 1 2 3
Switch(config)# mls qos queue-set output 1 threshold 1 50 70 100 200
Switch(config)# interface fastethernet1/0/1
Switch(config-if)# queue-set 1

show mls qos maps、show mls qos interface [interface-id] buffers または show mls qos queue-set 特権
EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド
mls qos srr-queue output cos-map

説明

mls qos queue-set output threshold

WTD しきい値を設定し、バッファの可用性を保証し、そ
してキューセットに最大のメモリ割り当てを設定します。

queue-set

キューセットに対しポートをマッピングします。

show mls qos interface buffers

バッファの割り当て状況を表示します。

show mls qos maps

QoS のマッピング情報を表示します。

show mls qos queue-set

キューセットに対する設定を表示します。

Class of Service（CoS; サービス クラス）値を出力キューに
マッピング、または CoS 値をキューおよびしきい値 ID に
マッピングします。
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mls qos trust
ポートの信頼状態を設定するには、mls qos trust インターフェイス コンフィギュレーション コマン
ドを使用します。入トラフィックを信頼できるようになり、パケットの Class of Service（CoS; サー
ビス クラス）、Differentiated Services Code Point（DSCP; DiffServ コード ポイント）値、または IP
precedence フィールドを調べることにより分類が実行されます。ポートを信頼性がない状態に戻す
場合は、このコマンドの no 形式を使用します。
mls qos trust [cos | device cisco-phone | dscp | ip-precedence]
no mls qos trust [cos | device | dscp | ip-precedence]

シンタックスの説明

cos

（任意）パケットの CoS 値を使用して、入力パケットを分類します。タグ
のないパケットについては、ポートのデフォルト CoS 値を使用します。

device cisco-phone

（任意）Cisco IP Phone（信頼境界）から送信された値を信頼することによ
り入力パケットを分類します。

dscp

（任意）パケットの DSCP 値（8 ビット サービスタイプ フィールドの上位
6 ビット）を使用して、入力パケットを分類します。パケットにタグがあ
る場合、非 IP パケットにはパケットの CoS が使用されます。タグのない
非 IP パケットの場合、デフォルト ポートの CoS 値が使用されます。

ip-precedence

（任意）パケットの IP precedence 値（8 ビット サービスタイプ フィールド
の上位 3 ビット）を使用して、入力パケットを分類します。パケットにタ
グがある場合、非 IP パケットにはパケットの CoS が使用されます。タグ
のない非 IP パケットの場合、デフォルト ポートの CoS 値が使用されます。

デフォルト

ポートは信頼されていません。コマンド入力時、キーワードが指定されていない場合、デフォルト
は dscp になります。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

QoS（Quality Of Service）ドメインに着信するパケットは、QoS ドメインのエッジで分類されます。
パケットがエッジで分類されると、QoS ドメイン内の各スイッチでパケットを分類する必要がない
ので、QoS ドメイン内のスイッチ ポートはいずれか 1 つの信頼状態に設定できます。ポートが信頼
されているかどうか、またどのパケットのフィールドがトラフィックの分類に使用されるのかを指
定する場合に、このコマンドを使用します。
信頼できる DSCP または信頼できる IP precedence でポートが設定され、着信パケットが非 IP パケッ
トである場合、CoS/DSCP マップが使用され、CoS 値から対応する DSCP 値を抽出します。CoS は、
トランク ポートのパケット CoS または非トランク ポートのポート デフォルト CoS になることがで
きます。
DSCP が信頼されている場合、IP パケットの DSCP フィールドは変更されません。ただし、パケッ
トの CoS 値を（CoS/DSCP マップに基づいて）変更することが可能です。
CoS が信頼されている場合、パケットの CoS フィールドは変更されませんが、IP パケットである場
合には（CoS/DSCP マップに基づいて）DSCP を変更することができます。

Catalyst 3750 Metro スイッチ コマンド リファレンス

2-234

OL-9645-04-J

第2章

Catalyst 3750 Metro スイッチ Cisco IOS コマンド
mls qos trust

信頼境界機能は、ユーザがネットワーク化された Cisco IP Phone から PC を切断し、これをスイッ
チ ポートに接続して、信頼できる CoS 設定を利用する場合にセキュリティ問題を防ぎます。スイッ
チおよび Cisco IP Phone に接続されたポートの両方で Cisco Discovery Protocol（CDP; シスコ検出プ
ロトコル）をグローバルにイネーブルにする必要があります。IP Phone が検出されなかった場合、
信頼境界機能はスイッチ ポートの信頼設定をディセーブルにし、高プライオリティ キューが誤っ
て使用されないようにします。DSCP または IP precedence で信頼性の設定を行う場合、着信パケッ
トの DSCP または IP precedence 値が信頼されます。IP Phone に接続されたスイッチ ポート上で、mls
qos cos override インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを設定した場合、スイッチは
着信する音声またはデータのパケットを上書きし、デフォルトの CoS 値をそれらに割り当てます。
内部 QoS ドメインの境界には、ポートを DSCP に信頼されている状態に設定可能で、DSCP 値が
QoS ドメイン間で異なる場合、DSCP/DSCP 合成マップを適用できます。
ポートの信頼状態（たとえば、mls qos trust [cos | dscp | ip-precedence]）およびポリシーマップ（た
とえば、service-policy input policy-map-name）を使用した分類は、相互に排他的な関係です。設定
された最後の 1 つが以前の設定を上書きします。
ポートの信頼ポリシーを 802.1Q トンネリングと一緒に使用する場合、同じトンネル VLAN（仮想
LAN）を共有している全ポートに対して同じ信頼ポリシーを設定し、各ポートが同じ DSCP/DSCP
合 成 マ ッ プ を 使 用 す る よ う に す る 必 要 が あ り ま す。詳 細 に つ い て は、
「mls qos dscp-mutation」
（p.2-208）および「mls qos map」
（p.2-211）を参照してください。
802.1Q トンネルの場合、スイッチは、このポートに適用された信頼度の設定に基づいて、標準ポー
トの着信トラフィックを処理します。スイッチは、Enhanced Services（ES）トランク ポート上で送
信されるパケットの内部タグおよび外部タグを次のように設定します。
•

標準ポートに信頼状態が設定されていない場合、スイッチは内部 CoS 値を外部 CoS 値にコピー
しません。

•

標準ポートに CoS の信頼状態が設定されている場合、スイッチはパケット CoS 値を使用して着
信トラフィックを分類します。タグのないパケットについては、ポートに設定された CoS 値が
使用されます。CoS 値を設定しない場合、デフォルトの CoS 値（0）が使用されます。スイッ
チが、内部 CoS 値を外部 CoS 値にコピーし、パケットを ES ポートに送信します。

•

標準ポートに DSCP の信頼状態が設定されている場合、スイッチは、パケットが IP パケットで
ある場合にパケット DSCP 値を使用して着信トラフィックを分類します。タグの付いた非 IP パ
ケットについては、スイッチは、パケットの CoS 値を元に CoS/DSCP マップを使用して DSCP
値を生成します。タグの付いていない非 IP パケットについては、スイッチは、ポートの CoS
値を元に CoS/DSCP マップを使用して DSCP 値を生成します。スイッチは、DSCP/CoS マップ
から外部 CoS 値を設定し、内部 CoS 値は修正せずに、パケットを ES ポートに送信します。
IP パケットについては、スイッチは、標準ポートで設定されている DSCP/DSCP 合成マップが
ある 場 合に パ ケッ ト の DSCP 値 を修 正 しま す。スイ ッ チ は、合 成 され た DSCP 値 を 元に
DSCP/CoS マップを使用して外部 CoS 値を設定し、パケットを ES ポートに送信します。

（注）

•

標準ポートに IP precedence の信頼状態が設定されている場合、スイッチはパケット IP precedence
値を使用して着信トラフィックを分類します。パケットにタグがある場合、非 IP パケットには
パケットの CoS 値が使用されます。タグの付いていないパケットについては、スイッチは、
ポートの CoS 値を元に CoS/DSCP マップを使用して DSCP 値を生成します。スイッチは、
DSCP/CoS マップから生成された DSCP 値を変換し、パケットの外部 CoS 値として使用します。
スイッチは、パケットの内部 CoS 値を修正せずに、パケットを ES ポートに送信します。

•

標準ポートで CoS 上書き状態が設定されている場合、スイッチは、それまで設定されていた
ポートの信頼状態を上書きし、ポートに設定された CoS 値をすべての着信トラフィックに適用
します。スイッチは、ポートの CoS 値を外部 CoS 値にコピーし、内部 CoS 値は修正せずに、パ
ケットを ES ポートに送信します。

信頼ポリシーと階層入力ポリシーの両方が ES ポートで設定されている場合、サービス ポリシーで
指定されたアクションは、信頼ポリシーの適用前に処理されます。
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次の例では、ポートが着信パケットの IP precedence フィールドを信頼するよう設定する方法を示し
ます。

例

Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# mls qos trust ip-precedence

次の例では、ポートに接続された Cisco IP Phone が、信頼できるデバイスであることを指定する方
法を示します。
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# mls qos trust device cisco-phone

show mls qos interface 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド
mls qos cos

説明
デフォルトのポート CoS 値を定義するか、あるいはポート上のすべ
ての着信パケットにデフォルトの CoS 値を割り当てます。

mls qos dscp-mutation

DSCP/DSCP 合成マップを DSCP の信頼できるポートに適用します。

mls qos map

CoS/DSCP マップ、DSCP/CoS マップ、DSCP/DSCP 合成マップ、IP
precedence/DSCP マップ、およびポリシングされた DSCP マップを定
義します。

show mls qos interface

ポート レベルで QoS 情報を表示します。
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mls qos vlan-based
物理ポートで VLAN（仮想 LAN）ベース QoS（Quality Of Service）をイネーブルにするには、mls
qos vlan-based インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。この機能をディ
セーブルにする場合は、このコマンドの no 形式を使用します。
mls qos vlan-based
no mls qos vlan-based

シンタックスの説明

引数またはキーワードはありません。

デフォルト

VLAN ベース QoS はディセーブルです。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(25)EY

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

ポートがデュアルレベル ポリシーマップのセカンダリ インターフェイス レベルで指定される場
合、階層デュアルレベル ポリシーマップを Switch Virtual Interface（SVI; スイッチ仮想インターフェ
イス）に適用する前に、物理ポートで mls qos vlan-based インターフェイス コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用します。
デュアルレベル ポリシングを設定する場合、デュアルレベル ポリシーマップが SVI に適用され、
VLAN に属するすべてのトラフィックに影響を与えます。インターフェイスレベル トラフィック分
類にある個々のポリサーは、その分類に指定された物理ポートにのみ影響を与えます。
デュアルレベル ポリシーマップの設定の詳細については、このリリースに対応するソフトウェア
コンフィギュレーション ガイドの「Classifying, Policing, and Marking Traffic by Using Dual-Level Policy
Maps」を参照してください。

例

次の例では、物理ポートで VLAN ベース ポリシングをイネーブルにする方法を示します。
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# mls qos vlan-based

show mls qos interface 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド
show mls qos interface

説明
QoS 情報を表示します。
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monitor session
新規に Switched Port Analyzer（SPAN; スイッチド ポート アナライザ）セッションまたは Remote
SPAN（RSPAN）の送信元、宛先セッションを開始するには、monitor session グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。これにより、ネットワーク セキュリティ デバイス（Cisco
IDS センサー アプライアンスなど）の宛先ポート上にある入トラフィックをイネーブルにして、既
存の SPAN または RSPAN セッションでのインターフェイスまたは VLAN（仮想 LAN）の追加また
は削除を実行し、SPAN 送信元トラフィックを特定 VLAN に制限（フィルタリング）します。SPAN
または RSPAN セッションを削除したり、SPAN または RSPAN セッションから送信元、宛先イン
ターフェイス、またはフィルタを削除したりする場合は、このコマンドの no 形式を使用します。宛
先インターフェイスでは、このコマンドの no 形式による encapsulation replicate キーワードは無視
されます。
monitor session session_number destination {interface interface-id [, | -] [encapsulation replicate]
[ingress {dot1q vlan vlan-id | isl | untagged vlan vlan-id | vlan vlan-id}]} | {remote vlan vlan-id}
monitor session session_number filter vlan vlan-id [, | -]
monitor session session_number source {interface interface-id [, | -] [both | rx | tx]} | {remote vlan
vlan-id} | {vlan vlan-id [, | -] [both | rx | tx]}
no monitor session {session_number | all | local | remote}
no monitor session session_number destination {interface interface-id [, | -] [encapsulation replicate]
[ingress {dot1q vlan vlan-id | isl | untagged vlan vlan-id | vlan vlan-id}]} | {remote vlan vlan-id}
no monitor session session_number filter vlan vlan-id [, | -]
no monitor session session_number source {interface interface-id [, | -] [both | rx | tx]} | {remote vlan
vlan-id} | {vlan vlan-id [, | -] [both | rx | tx]}

シンタックスの説明

session_number

SPAN または RSPAN セッションで識別されるセッション番号を指定し
ます。指定できる範囲は 1 ～ 66 です。

destination

SPAN または RSPAN の宛先を指定します。宛先は物理ポートである必
要があります。

interface interface-id

SPAN または RSPAN セッションの宛先または送信元インターフェイス
を指定します。有効なインターフェイスは、物理ポートです。送信元イ
ンターフェイスの場合、ポート チャネルも有効なインターフェイス タ
イプです。使用可能な範囲は 1 ～ 12 です。

encapsulation replicate

（任意）宛先インターフェイスが送信元インターフェイスのカプセル化
方式を再現するよう指定します。選択されていない場合のデフォルト
は、ネイティブ形式（タグなし）でパケットを送信する設定になってい
ます。

（注）

ingress

これらのキーワードは、ローカルの SPAN に対してのみ有効で
す。RSPAN では、RSPAN VLAN ID が元の VLAN ID を上書き
するため、パケットは常にタグなしで送信されます。

（任意）入トラフィック転送をイネーブルにします。

dot1q vlan vlan-id

入トラフィックのデフォルト VLAN として、指定の VLAN に 802.1Q の
カプセル化を使用した入力転送を指定します。

isl

ISL カプセル化を使用した入力転送を指定します。

untagged vlan vlan-id

入トラフィックのデフォルト VLAN として、指定の VLAN にタグなし
のカプセル化を使用した入力転送を指定します。

Catalyst 3750 Metro スイッチ コマンド リファレンス

2-238

OL-9645-04-J

第2章

Catalyst 3750 Metro スイッチ Cisco IOS コマンド
monitor session

vlan vlan-id

ingress キーワードのみで使用された場合、入トラフィックにデフォル
トの VLAN を設定します。

remote vlan vlan-id

RSPAN 送信元または宛先セッションのリモート VLAN を指定します。
指定できる範囲は 2 ～ 1001 または 1006 ～ 4094 です。

（注）

,

（任意）一連のインターフェイスまたは VLAN を指定します。または、
以前の範囲からインターフェイスまたは VLAN の範囲を分離します。
カンマの前後にスペースを入れます。

-

（任意）インターフェイスまたは VLAN の範囲を指定します。ハイフン
の前後にスペースを入れます。

filter vlan vlan-id

SPAN 送信元トラフィックを特定の VLAN に制限するため、トランクの
送信元ポート上のフィルタとして VLAN のリストを指定します。vlan-id
で指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。

source

SPAN または RSPAN の送信元を指定します。物理ポート、ポート チャ
ネル、VLAN が送信元になることができます。

both、rx、tx

デフォルト

RSPAN VLAN は VLAN 1（デフォルトの VLAN）、または VLAN
ID 1002 ～ 1005（トークン リングおよび FDDI VLAN に予約済）
になることはできません。

（任意）モニタするトラフィックの方向を指定します。トラフィックの
方向を指定しない場合、送信元インターフェイスは送受信のトラフィッ
クを送信します。

source vlan vlan-id

VLAN ID として SPAN の送信元インターフェイスを指定します。使用
可能な範囲は 1 ～ 4094 です。

all、local、remote

すべての SPAN および RSPAN、すべてのローカル SPAN、すべての
RSPAN セッションをクリアするため、no monitor session コマンドに
all、local、remote を指定します。

モニタ セッションは設定されていません。
送信元インターフェイスのデフォルトでは、受信トラフィックと送信トラフィックの両方をモニタ
します。
送信元ポートとして使用されるトランク インターフェイス上では、すべての VLAN がモニタされ
ます。
ローカル SPAN の宛先ポートで encapsulation replicate が指定されなかった場合、パケットはカプ
セル化のタグなしのネイティブ形式で送信されます。
入力転送は宛先ポートではディセーブルになっています。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容
このコマンドが導入されました。
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使用上のガイドライン

送信元ポートまたは VLAN を通過するトラフィックは、SPAN または RSPAN を使用してモニタす
ることができます。送信元ポートまたは VLAN にルーティングされるトラフィックはモニタするこ
とができません。
Enhanced Services（ES）ポートをモニタリング セッションの送信元ポートとすることはできません。
2 つのローカル SPAN セッションおよび RSPAN 送信元セッションを組み合わせた最大値を設定す
ることができます。スイッチ上で、合計 66 の SPAN および RSPAN セッションを保有できます。
スイッチ上で、最大 64 の宛先ポートを保有できます。
各セッションは複数の入出力送信元ポートまたは VLAN を持つことができますが、1 つのセッショ
ンで送信元ポートおよび送信元 VLAN を組み合わせることはできません。各セッションは複数の宛
先ポートを保有できます。
VLAN-based SPAN（VSPAN）を使用して、VLAN または一連の VLAN 内のネットワーク トラフィッ
クを解析する場合、送信元 VLAN のすべてのアクティブ ポートが SPAN または RSPAN セッション
の送信元ポートになります。トランク ポートは VSPAN の送信元ポートとして含まれ、モニタされ
た VLAN ID のパケットのみが宛先ポートに送信されます。
1 つのポート、1 つの VLAN、一連のポート、一連の VLAN、ポート範囲、VLAN 範囲でトラフィッ
クをモニタできます。[, | -] オプションを使用することにより、一連のインターフェイスまたはイン
ターフェイス範囲、一連の VLAN または VLAN 範囲を指定します。
一連の VLAN またはインターフェイスを指定するときは、カンマ（,）の前後にスペースが必要で
す。VLAN またはインターフェイスの範囲を指定するときは、ハイフン（-）の前後にスペースが
必要です。
EtherChannel ポ ー ト は、SPAN ま た は RSPAN 宛 先 ポ ー ト と し て 設 定 す る こ と は で き ま せ ん。
EtherChannel グループのメンバーである物理ポートは、宛先ポートとして使用できます。ただし、
SPAN の宛先として機能する間は、EtherChannel グループに参加できません。
EtherChannel に参加している間、個々のポートをモニタすることができます。また、RSPAN 送信元
インターフェイスとして port-channel 番号を指定することで、EtherChannel のバンドル全体をモニ
タできます。
宛先ポートとして使用しているポートは、SPAN または RSPAN 送信元ポートにすることはできま
せん。また、同時に複数のセッションの宛先ポートにすることはできません。
SPAN または RSPAN 宛先ポートであるポート上で 802.1x をイネーブルにすることはできますが、
ポートが SPAN 宛先として削除されるまでは、802.1x はディセーブルです（802.1x がポート上で使
用できない場合、スイッチはエラー メッセージを返します）。SPAN または RSPAN 送信元ポートで
は 802.1x をイネーブルにすることができます。
VLAN のフィルタリングは、トランクの送信元ポート上で選択された一連の VLAN のネットワーク
トラフィック解析を参照します。デフォルトでは、すべての VLAN がトランクの送信元ポートでモ
ニタされます。monitor session session_number filter vlan vlan-id コマンドを使用し、トランクの送信
元ポート上の SPAN トラフィックを特定の VLAN のみに制限できます。
VLAN のモニタリングおよび VLAN のフィルタリングは相互に排他的な関係です。VLAN が送信元
の場合、VLAN のフィルタリングはイネーブルにできません。VLAN のフィルタリングが設定され
ている場合、VLAN は送信元になることができません。
入トラフィック転送がネットワーク セキュリティ デバイスでイネーブルの場合、宛先ポートはレ
イヤ 2 でトラフィックを転送します。
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宛先ポートは次のような動作を設定できます。

例

•

他のキーワードなしで、monitor session session_number destination interface interface-id を入力
した場合、出力のカプセル化はタグなしとなり、入力転送はイネーブルになりません。

•

他のキーワードなしで、monitor session session_number destination interface interface-id
encapsulation replicate を入力した場合、出力のカプセル化は送信元インターフェイスのカプ
セル化方式を再現し、入力転送はイネーブルになりません（これはローカル SPAN のみに適用
します。RSPAN はカプセル化の複製をサポートしていません）。

•

monitor session session_number destination interface interface-id encapsulation replicate ingress を
入力した場合、出力のカプセル化は送信元インターフェイスのカプセル化方式を再現します。
入力のカプセル化は、次に続くキーワード（dot1q、isl、または untagged）によります（これ
はローカル SPAN のみに適用します。RSPAN はカプセル化の複製をサポートしていません）。

•

monitor session session_number destination interface interface-id ingress を入力した場合、出力の
カプセル化はタグなしとなり、入力のカプセル化は、次に続くキーワード（dot1q、isl、または
untagged）によります

次の例では、ローカル SPAN セッション 1 を作成し、送信元ポートのギガビット イーサネット 1 と
宛先ポートのギガビット イーサネット 2 との間で送受信するトラフィックをモニタする方法を示
します。
Switch(config)# monitor session 1 source interface gigabitethernet1/0/1 both
Switch(config)# monitor session 1 destination interface gigabitethernet1/0/2

次の例では、宛先ポートを既存のローカル SPAN セッションから削除する方法を示します。
Switch(config)# no monitor session 2 destination gigabitethernet1/0/2

次の例では、既存のセッションの SPAN トラフィックを指定の VLAN のみに制限する方法を示しま
す。
Switch(config)# monitor session 1 filter vlan 100 - 304

次の例では、複数の送信元インターフェイスをモニタする RSPAN 送信元セッション 1 を設定し、
さらに宛先 RSPAN VLAN 900 を設定する方法を示します。
Switch(config)# monitor
fastethernet1/0/12
Switch(config)# monitor
Switch(config)# monitor
Switch(config)# monitor
Switch(config)# end

session 1 source interface fastethernet1/0/10 ,
session 1 source interface fastethernet1/0/2 rx
session 1 source interface port-channel 2 tx
session 1 destination remote vlan 900

次の例では、モニタされたトラフィックを受信するスイッチに、RSPAN 宛先セッション 10 を設定
する方法を示します。
Switch(config)# monitor session 10 source remote vlan 900
Switch(config)# monitor session 10 destination interface fastethernet1/0/10

次の例では、802.1Q のカプセル化をサポートするセキュリティ デバイスを使用して、VLAN 5 上の
入トラフィックの宛先ポートを設定する方法を示します。出トラフィックは送信元を再現します
（入トラフィックは 802.1Q カプセル化を使用します）。
Switch(config)# monitor session 2 destination interface fastethernet1/0/5
encapsulation replicate ingress dot1q vlan 5
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次の例では、カプセル化をサポートしないセキュリティ デバイスを使用して、VLAN 5 上の入トラ
フィックの宛先ポートを設定する方法を示します。出トラフィックは送信元のカプセル化を再現し
ます（入トラフィックはタグなしになります）。
Switch(config)# monitor session 2 destination interface fastethernet1/0/5
encapsulation replicate ingress untagged vlan 5

show monitor 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。show
running-config 特権 EXEC コマンドを入力すれば、スイッチ上で設定された SPAN および RSPAN
を表示させることができます。SPAN 情報は出力の最後付近に表示されます。

関連コマンド

コマンド
remote-span

説明

show monitor

SPAN および RSPAN セッション情報を表示します。

show running-config

稼働設定を表示します。構文情報については、次の URL の「Cisco IOS
Release 12.2 Command Reference」に表示されるページを参照してくださ
い。
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1835/prod_command_re
ference_list.html

vlan コンフィギュレーションモードで RSPAN VLAN を設定します。

「Cisco IOS Commands Master List, Release 12.2」を選択するとコマンド
が表示されます。
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mpls l2transport route
Ethernet over Multiprotocol Label Switching（EoMPLS）を使用して指定のポイントツーポイントの
Virtual Connection（VC; 仮想接続）上でレイヤ 2 パケットの転送をイネーブルにするには、Customer
Edge（CE; カスタマー エッジ）標準ポート、Provider-Edge Customer-Located Equipment（PE-CLE）
Enhanced Services（ES）ポート、または VLAN（仮想 LAN）インターフェイスで、mpls l2transport
route インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。ローカルおよびリモート
のエッジ デバイスでコマンドを入力します。VC を削除する場合は、両方の Provider Edge（PE; プ
ロバイダー エッジ）デバイスで、このコマンドの no 形式を使用します。
mpls l2transport route destination vc-id
no mpls l2transport route

シンタックスの説明

destination

リモート Provider Edge（PE; プロバイダー エッジ）デバイスの宛先ラベル配
布プロトコル（Label Distribution Protocol; LDP）IP アドレス。コマンドを入力
したルータの IP アドレスを使用することはできません。

vc-id

2 つのピア PE デバイス間の VC に Virtual Connection Identifier（VC ID）を割
り当てます。指定できる範囲は 1 ～ 4294967295 です。

デフォルト

ポイントツーポイントの接続はできません。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

Multiprotocol Label Switching（MPLS; マルチプロトコル ラベル スイッチング）VC を MPLS クラウ
ド上で動作させ、サービス プロバイダー ネットワークの両端にある PE デバイスのイーサネット イ
ンターフェイスを接続します。コマンドは、双方向 VC（2 つの単方向 Label Switched Path [LSP; ラ
ベル スイッチド パス ] で構成される）を確立するため、サービス プロバイダー ネットワークの両
端にあるデバイスの接続インターフェイスで入力する必要があります。各エッジで正しく定義しな
いと、VC は確立されません。
destination パラメータには、他方の PE エッジ デバイスの LDP IP アドレスを指定します。コマンド
を入力している側のデバイスの IP アドレスを指定しないでください。
vc-id は、PE デバイスのペアごとに一意のものでなければなりません。そのため、大規模なネット
ワークでは、VC ID が重複しないように、VC ID 割り当てを管理する必要があります。

（注）

PE デバイス間の EoMPLS 動作には、2 つのデバイス間の LDP セッションが必要となります。LDP
設定とコマンドの詳細については、『MPLS Label Distribution Protocol』フィーチャ モジュールを参
照してください。
『Multiprotocol Label Switching on Cisco Routers』フィーチャ モジュールも参照して
ください。
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次の例では、PE1 VLAN 3 インターフェイスと PE2 VLAN 4 インターフェイス間の EoMPLS トンネ
ルを確立する方法を示します。PE1 の IP アドレスは 10.0.0.1/32 で、PE2 はルーティングによりこれ
を検出します。PE2 の IP アドレスは 20.0.0.1/32 で、PE1 はルーティングによりこれを検出します。

例

PE1 インターフェイス側：
Switch(config)# interface vlan 3
Switch(config-if)# mpls l2transport route 20.0.0.1 123

PE2 インターフェイス側：
Switch(config)# interface vlan 4
Switch(config-if)# mpls l2transport route 10.0.0.1 123

設定を確認するには、show mpls l2transport vc 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
show mpls l2transport vc

説明
デバイス上でレイヤ 2 パケットをルーティングするためにイネーブ
ルにされている EoMPLS VC の情報を表示します。
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mpls ldp holdtime
セッション ピアからの Label Distribution Protocol（LDP）メッセージがない状態で LDP セッション
を保持する時間を変更するには、mpls ldp holdtime グローバル コンフィギュレーション コマンド
を使用します。デフォルト設定に戻す場合は、このコマンドの no 形式を使用します。
mpls ldp holdtime {seconds | infinite}
no mpls holdtime

シンタックスの説明

seconds

セッション ピアからの LDP メッセージがない状態で LDP セッションが保持
される時間（秒単位）。指定できる範囲は 15 ～ 2147483 秒です。デフォルト
値は 180 秒です。

infinite

LDP セッション ホールド時間を無視し、手動で終了するまでセッションを保
持するようスイッチを設定します。

デフォルト

LDP セッションのデフォルトのホールド時間は 180 秒です。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

（注）

例

変更内容
このコマンドが導入されました。

2 つの Label Switching Router（LSR; ラベル スイッチング ルータ）間で LDP セッションが確立され
たとき、セッションで使用されるホールド時間は、2 つの LSR に設定された値より小さくなります。

LDP 設定とコマンドの詳細については、
『MPLS Label Distribution Protocol』フィーチャ モジュール
を参照してください。

次の例では、LDP セッションのホールド時間を 30 秒に設定する方法を示します。
Switch(config)# mpls ldp holdtime 30

設定を確認するには、show mpls ldp parameters 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
show mpls ldp parameters

説明
現在の LDP パラメータを表示します。
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mpls mtu
Multiprotocol Label Switching（MPLS; マルチプロトコル ラベル スイッチング）のラベルが付いたパ
ケットに対してインターフェイスごとの 最大伝送ユニット（Maximum Transmission Unit; MTU）を
設定するには、Enhanced Services（ES）ポートで、mpls mtu インターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。デフォルトの MTU 設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使
用します。
mpls mtu bytes
no mpls mtu

シンタックスの説明

bytes

デフォルト

MPLS MTU が指定されない場合、システム MTU が使用されます。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

バイト単位の MTU 値。指定できる範囲は 64 ～ 65536 バイトです。

変更内容
このコマンドが導入されました。

ラベル付きまたはラベルなし IPv4 パケットがそのインターフェイスの MPLS MTU サイズを超過し
た場合、パケットはドロップされます。
物理メディア上のすべてのデバイスがデバイス間で正しく動作するには、MPLS の MPLS MTU 値
を同じにする必要があります。
mpls mtu bytes コマンドでインターフェイス MTU を設定しない場合、ラベル付きパケットの MTU
は、そのインターフェイスのシステム MTU になります。
パケットにラベル付けすると大きくなるため、システム MTU のサイズを MPLS MTU と同じにし
て、ラベル付きパケットの廃棄を防ぐことを推奨します。また、system mtu routing グローバル コ
ンフィギュレーション コマンドを使用して、ルーティング プロトコルに低い MTU 値を設定するこ
とを推奨します。
mpls mtu bytes コマンドを使用して MPLS MTU を変更しても、インターフェイス MTU は変更され
ません。

（注）

例

MPLS の設定の詳細については、
『Multiprotocol Label Switching on Cisco Routers』
フィーチャ モジュー
ルを参照してください。

次の例では、ポートのラベル付きパケットの最大サイズを 3500 バイトに設定する方法を示します。
Switch(config)# interface gigabitethernet1/1/1
Switch(config-if)# mpls mtu 3500
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関連コマンド

コマンド
system mtu jumbo
system mtu routing

説明
ギガビット イーサネット ポートにシステム ジャンボ フレーム サイズ
（MTU）を設定します。指定できる範囲は 1500 ～ 9000 バイトです。
ルーテッド ポートにシステム MTU を設定します。指定できる範囲は 1500
～ 1600 バイトです。

mvr（グローバル コンフィギュレーション）
スイッチ上の Multicast VLAN Registration（MVR; マルチキャスト VLAN レジストレーション）機能
をイネーブルにするには、mvr グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。この
コマンドはキーワードとともに使用すると、スイッチの MVR モードを設定したり、MVR IP マル
チキャスト アドレスを設定したり、ポートをグループ メンバシップから削除する前にクエリーの
返答を待つ最大時間を設定したり、MVR マルチキャスト VLAN を指定したりします。デフォルト
設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
mvr [group ip-address [count] | mode [compatible | dynamic] | querytime value | vlan vlan-id]
no mvr [group ip-address | mode [compatible | dynamic] | querytime | vlan vlan-id]

シンタックスの説明

group ip-address

スイッチ上の MVR グループ IP マルチキャスト アドレスを静的に設定しま
す。
静的に設定した IP マルチキャスト アドレスまたは連続アドレスを削除した
り、IP アドレスが入力されない場合にすべての静的に設定された MVR IP マ
ルチキャスト アドレスを削除したりする場合は、このコマンドの no 形式を
使用します。

count

（任意）複数の連続 MVR グループ アドレスを設定します。指定できる範囲
は 1 ～ 256 です。デフォルト値は 1 です。

mode

（任意）MVR の動作モードを指定します。
デフォルトは compatible モードです。

compatible

MVR モードを設定して、Catalyst 2900 XL および 3500 XL スイッチと互換性
を持つようにします。このモードでは、送信元ポートでのダイナミック MVR
メンバシップ ジョインは使用できません。

dynamic

MVR モードを設定して、送信元ポートでダイナミック MVR メンバシップ
を使用できるようにします。

querytime value

（任意）レシーバー ポートで Internet Group Management Protocol（IGMP; イン
ターネット グループ管理プロトコル）レポート メンバシップを待つ最大時
間を設定します。この時間は、レシーバー ポート脱退処理にだけ適用され
ます。IGMP クエリーがレシーバー ポートから送信された場合、スイッチ
は、デフォルトまたは設定された MVR クエリー時間 IGMP グループ メンバ
シップ レポートを待ってから、ポートをマルチキャスト グループ メンバ
シップから削除します。
この値は 10 分の 1 秒単位の応答時間です。指定できる範囲は 1 ～ 100 です。
デフォルト値は 5/10 すなわち 1/2 秒です。
デフォルト設定に戻す場合は、このコマンドの no 形式を使用します。
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vlan vlan-id

（任意）MVR マルチキャスト データの受信が予想される VLAN（仮想 LAN）
を指定します。これは、すべての送信元ポートが属する VLAN でもありま
す。指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。デフォルト値は VLAN 1 です。

MVR はディセーブルです。

デフォルト

MVR モードは、compatible モードです。
IP マルチキャスト アドレスは、スイッチで設定されます。
グループ IP アドレスは 0 です。
クエリー応答時間は 5/10 すなわち 1/2 秒です。
MVR 用マルチキャスト VLAN は VLAN 1 です。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

最大 256 個の MVR マルチキャスト グループを 1 つのスイッチで設定できます。
MVR に属するすべての IP マルチキャスト アドレスを静的に設定する場合は、mvr group コマンド
を使用します。設定したマルチキャスト アドレスに送信されたマルチキャスト データは、スイッ
チ上のすべての送信元ポート、およびその IP マルチキャスト アドレスでデータを受信するよう登
録された、すべてのレシーバー ポートに送信されます。
MVR は、スイッチ上のエイリアス IP マルチキャスト アドレスをサポートします。ただし、スイッ
チが Catalyst 3550 または Catalyst 3500 XL スイッチと相互運用している場合、スイッチ間のエイリ
アスの IP アドレスを設定、または予約された IP マルチキャスト アドレス（範囲が 224.0.0.xxx）で
設定すべきではありません。
mvr querytime コマンドはレシーバー ポートだけに適用されます。
スイッチ MVR が、Catalyst 2900 XL または Catalyst 3500 XL スイッチと相互動作している場合は、
マルチキャスト モードを compatible に設定してください。
compatible モードでは、MVR は MVR 送信元ポートでの IGMP ダイナミック ジョインをサポートし
ません。
MVR はスイッチの IGMP スヌーピングと共存可能です。
マルチキャスト ルーティングおよび MVR はスイッチ上で共存できません。MVR がイネーブルに
された状態で、マルチキャスト ルーティングおよびマルチキャスト ルーティング プロトコルをイ
ネーブルにした場合、MVR はディセーブルになり、警告メッセージが表示されます。マルチキャ
スト ルーティングおよびマルチキャスト ルーティング プロトコルがイネーブルの状態で、MVR を
イネーブルにしようとすると、MVR をイネーブルにする操作はキャンセルされ、エラー メッセー
ジが表示されます。

例

次の例では、MVR をイネーブルにする方法を示します。
Switch(config)# mvr
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次の例では、MVR をディセーブルにする方法を示します。
Switch(config)# no mvr

現行の最大マルチキャスト グループの設定を表示するには、show mvr 特権 EXEC コマンドを使用
します。
次の例では、228.1.23.4 を IP マルチキャスト アドレスとして設定する方法を示します。
Switch(config)# mvr group 228.1.23.4

次の例では、228.1.23.1 ～ 228.1.23.10 のマルチキャスト アドレスとともに 10 個の連続 IP マルチ
キャスト グループを設定する方法を示します。
Switch(config)# mvr group 228.1.23.1 10

次の例では、以前設定された 10 個の IP マルチキャスト アドレスを削除する方法を示します。
Switch(config)# no mvr group 228.1.23.1 10

次の例では、以前設定されたすべての IP マルチキャスト アドレスを削除する方法を示します。
Switch(config)# no mvr group

スイッチ上で設定された IP マルチキャスト グループ アドレスを表示するには、show mvr members
特権 EXEC コマンドを使用します。
次の例では、最大クエリー応答時間を 1 秒（10/10）に設定する方法を示します。
Switch(config)# mvr querytime 10

次の例では、最大クエリー応答時間を 1/2 秒のデフォルト設定に戻す方法を示します。
Switch(config)# no mvr querytime

次の例では、VLAN 2 をマルチキャスト VLAN として設定する方法を示します。
Switch(config)# mvr vlan 2

show mvr 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド

説明

mvr（インターフェイス コンフィ
ギュレーション）
show mvr

MVR ポートを設定します。

show mvr interface

設定済み MVR インターフェイスのタイプ、モード、VLAN、
ステータス、即時脱退設定を表示します。特定のインターフェ
イスをメンバーとして持つすべての MVR グループを表示す
ることもできます。

show mvr members

MVR マルチキャスト グループのメンバーであるすべての
ポートを表示します。グループにメンバーがいない場合、そ
のステータスは Inactive として表示されます。

MVR グローバル パラメータまたはポート パラメータを表示
します。
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mvr（インターフェイス コンフィギュレーション）
レイヤ 2 のポートを Multicast VLAN Registration（MVR; マルチキャスト VLAN レジストレーショ
ン）のレシーバーまたは送信元ポートとして設定することで、即時脱退機能を設定し、IP マルチ
キャスト VLAN（仮想 LAN）と IP アドレスにポートを静的に割り当てるには、mvr インターフェ
イス コンフィギュレーション コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンド
の no 形式を使用します。
mvr [immediate | type {receiver | source} | vlan vlan-id {[group ip-address][receiver vlan vlan-id]}}
no mvr [immediate | type {source | receiver}| vlan vlan-id {[group ip-address][receiver vlan
vlan-id]}}

シンタックスの説明

immediate

（任意）ポート上の MVR の即時脱退機能をイネーブルにします。この機
能をディセーブルにするには、このコマンドの no mvr immediate 形式を
使用します。

type

（任意）MVR レシーバー ポートまたは送信元ポートとして、ポートを設
定します。
デフォルトのポート タイプは MVR 送信元ポートでもレシーバー ポート
でもありません。no mvr type コマンドは、ポートを非送信元または非レ
シーバー ポートとして、リセットします。

receiver

マルチキャスト データのみを受信できるサブスクライバ ポートとして
ポートを設定します。レシーバー ポートはマルチキャスト VLAN に属す
ことはできません。

source

設定されたマルチキャスト グループのマルチキャスト データを送受信で
きるアップリンク ポートとしてポートを設定します。スイッチ上のすべて
の送信元ポートは 1 つのマルチキャスト VLAN に属しています。

（注）

vlan vlan-id
group ip-address

receiver vlan vlan-id

デフォルト

トランク ポートを MVR レシーバー ポートとして設定する場合
は、送信元ポートを network node interface（NNI; ネットワーク ノー
ド インターフェイス）として、MVR トランク レシーバー ポート
を user node interface（UNI）として設定することを推奨します。

システムの mvr vlan を指定します。
（任意）指定のマルチキャスト VLAN ID の特定の MVR IP マルチキャスト
グループ アドレスを静的に設定します。これは、ポートまたは VLAN が
加入しているマルチキャスト グループの IP アドレスです。
レシーバー VLAN を指定します。

ポートはレシーバーとしても送信元としても設定されません。
即時脱退機能はすべてのポート上でディセーブルになっています。
レシーバー ポートは設定されたマルチキャスト グループのいずれのメンバーでもありません。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション
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コマンド履歴

使用上のガイドライン

リリース
12.1(14)AX

変更内容

12.2(35)SE

receiver および vlan-id キーワードが追加されました。これらのキーワード
は、トランク ポートを MVR レシーバー ポートとして設定するときに必
要です。

このコマンドが導入されました。

ポートが設定されたマルチキャスト グループ向けマルチキャスト データを送受信できるようにし
たい場合には、ポートを送信元ポートとして設定します。マルチキャスト データは送信元ポートと
して設定されているすべてのポートで受信されます。
スイッチ上のレシーバー ポートは異なる VLAN に存在できますが、マルチキャスト VLAN には属
せません。
MVR に参加していないポートは、MVR レシーバー ポートまたは送信元ポートとして設定しないで
ください。非 MVR ポートは、通常のスイッチ ポートであり、通常のスイッチ動作でマルチキャス
ト データを送受信することができます。
即時脱退機能がイネーブルの場合、レシーバー ポートはより短時間でマルチキャスト グループか
ら脱退します。即時脱退機能なしで、スイッチが、レシーバー ポートのグループから Internet Group
Management Protocol（IGMP; インターネット グループ管理プロトコル）Leave メッセージを受信し
た場合、スイッチは、そのポートに IGMP の MAC（メディア アクセス制御）ベースのクエリーを
送信し、IGMP グループ メンバシップ レポートを待ちます。設定された時間内にレポートが届かな
いと、レシーバー ポートがマルチキャスト グループ メンバシップから削除されます。即時脱退機
能では、IGMP Leave を受信したレシーバー ポートから IGMP の MAC ベースのクエリーが送信さ
れません。Leave メッセージの受信後ただちに、マルチキャスト グループ メンバシップからレシー
バー ポートが削除されるので、脱退のための待ち時間が短縮されます。
即時脱退機能をイネーブルにするのは、レシーバー装置が 1 つだけ接続されているレシーバー ポー
トに限定してください。
mvr vlan group コマンドはポートをスタティックに設定し、IP マルチキャスト アドレスに送信され
るマルチキャスト トラフィックを受信します。グループのメンバーとしてスタティックに設定され
たポートは、スタティックに削除されないかぎり、グループのメンバーとして残ります。compatible
モードでは、コマンドはレシーバー ポートに対してのみ適用しますが、dynamic モードでは、送信
元ポートにも適用できます。レシーバー ポートは IGMP 参加メッセージを使用することで、マルチ
キャスト グループにダイナミックに参加することもできます。
compatible モードでは、MVR は MVR 送信元ポートでの IGMP ダイナミック ジョインをサポートし
ません。

例

次の例では、ポートを MVR レシーバー ポートとして設定する方法を示します。
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# mvr type receiver

次の例では、ポートを MVR 送信元ポートとして設定する方法を示します。
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config-if)# mvr type source

次の例では、ポートの MVR ポート設定を解除する方法を示します。
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if))# no mvr
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次の例では、設定されたレシーバー ポートおよび送信元ポートを表示する方法を示します。
Switch#
Port
---Fa0/2
Fa0/4
Fa0/5
Fa0/5
Fa0/10
Fa0/11
Fa0/16
Fa0/18
Fa0/18
Fa0/21
Fa0/24
Gi0/1
Gi0/1
Gi0/2

show mvr interface
Type
Mode
------RECEIVER
Trunk
RECEIVER
Trunk
RECEIVER
Trunk
RECEIVER
Trunk
SOURCE
Access
SOURCE
Trunk
RECEIVER
Trunk
RECEIVER
Trunk
RECEIVER
Trunk
SOURCE
Access
RECEIVER
Access
RECEIVER
Trunk
RECEIVER
Trunk
SOURCE
Access

VLAN
---1
1
1
2
10
10
2
1
2
10
4
1
2
10

Status
------ACTIVE/UP
ACTIVE/UP
ACTIVE/UP
ACTIVE/UP
ACTIVE/UP
ACTIVE/UP
ACTIVE/UP
ACTIVE/UP
ACTIVE/UP
ACTIVE/UP
ACTIVE/DOWN
ACTIVE/UP
ACTIVE/UP
ACTIVE/UP

Immediate Leave
--------------DISABLED
DISABLED
DISABLED
DISABLED
DISABLED
ENABLED
DISABLED
ENABLED
ENABLED
DISABLED
DISABLED
DISABLED
DISABLED
DISABLED

次の例では、ポートで即時脱退をイネーブルにする方法を示します。
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# mvr immediate

次の例では、ポートで即時脱退をディセーブルにする方法を示します。
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# no mvr immediate

次の例では、VLAN 1 上のポート インターフェイスを、IP マルチキャスト グループ 228.1.23.4 のス
タティックなメンバーとして追加する方法を示します。
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config-if)# mvr vlan1 group 230.1.23.4

次の例では、VLAN 100 上のポート 5 を、IP マルチキャスト グループ 239.1.1.1 のスタティックな
メンバーとして追加する方法を示します。この例では、レシーバー ポートはトランク ポートです。
Switch(config)# interface fastethernet0/5
Switch(config-if)# mvr vlan 100 group 239.1.1.1 receiver vlan 201

次の例では、メンバシップからポートを削除する方法を示します。
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# no mvr vlan5 group 228.1.23.4

次の例では、すべての IP マルチキャスト グループからポートを削除する方法を示します。
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# no mvr vlan5 group

次の例では、レシーバー ポートでないポートをマルチキャスト グループに追加しようとした場合
の結果を示します。
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config-if)# mvr vlan 1 group 230.1.23.4
Interface Gi1/0/2 not configured as a receiver interface
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次の例では、ポート 5 上で、レシーバー VLAN 201 を MVR VLAN 100 に追加する方法を示します。
Switch(config)# interface fastethernet0/5
Switch(config-if)# mvr vlan 100 receiver vlan 201

次の例では、ポート 5 上で、レシーバー VLAN 201 を IP マルチキャスト グループ 239.1.1.1 のスタ
ティックなメンバーとして、MVR VLAN 100 に追加する方法を示します。
Switch(config)# interface fastethernet0/5
Switch(config-if)# mvr vlan 100 group 239.1.1.1 receiver vlan 201

show mvr members 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド

説明

mvr（グローバル コンフィ
ギュレーション）
show mvr

スイッチ上で MVR をイネーブルにして、設定します。

show mvr interface

設定された MVR インターフェイス、またはレシーバー ポートが
属するマルチキャスト グループを表示します。また、インターフェ
イスがメンバーであるすべての MVR グループを表示します。

show mvr members

MVR マルチキャスト グループに属するすべてのレシーバー ポー
トを表示します。

MVR グローバル パラメータまたはポート パラメータを表示しま
す。
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oam protocol cfm svlan

oam protocol cfm svlan
Ethernet Virtual Connection
（EVC; イーサネット仮想接続）の Operation, Administration, and Maintenance
（OAM）プロトコルを IEEE 802.1ag Connectivity Fault Management（CFM）として設定し、CFM ドメ
イン レベルのサービス プロバイダー VLAN-ID を識別するには、oam protocol cfm svlan EVC コン
フィギュレーションコマンドを使用します。EVC の OAM プロトコル設定を削除するには、このコ
マンドの no 形式を使用します。
oam protocol cfm svlan vlan-id domain domain-name
no oam protocol

シンタックスの説明

vlan-id

CFM のサービス プロバイダー VLAN（仮想 LAN）ID。指定できる範囲
は 1 ～ 4094 です。

domain domain-name

サービス プロバイダー VLAN ID の CFM ドメインを識別します。CFM
ドメインが存在しない場合、コマンドは拒否されてエラー メッセージ
が表示されます。

デフォルト

EVC に対して識別されるサービス プロバイダー VLAN はありません。

コマンド モード

EVC コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(25)SEG

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

domain domain-name を入力する場合は、ethernet cfm domain domain-name level level-id グローバル
コンフィギュレーション コマンドを入力して、CFM ドメインがすでに作成されている必要があり
ます。CFM ドメインが存在しない場合、コマンドが拒否されてエラー メッセージが表示されます。

例

次の例では、EVC コンフィギュレーションモードを開始して、OAM プロトコルを CFM として設
定する方法を示します。
Switch(config)# ethernet evc test1
Switch(config-evc)# oam protocol cfm svlan 22 domain Operator

関連コマンド

コマンド
ethernet evc evc-id

説明

ethernet cfm domain

CFM ドメインを定義し、ドメイン レベルを設定します。

EVC を定義し、EVC コンフィギュレーションモードを開始します。
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pagp learn-method
EtherChannel ポートから受信する着信パケットの送信元アドレスを学習するには、pagp learn-method
インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、こ
のコマンドの no 形式を使用します。
pagp learn-method {aggregation-port | physical-port}
no pagp learn-method

シンタックスの説明

aggregation-port

論理ポート チャネルで学習するアドレスを指定します。スイッチは、
EtherChannel のいずれかのポートを使用することによって、送信元にパ
ケットを送信します。この設定は、デフォルトです。集約ポート ラーナー
の場合、どの物理ポートにパケットが届くかは重要ではありません。

physical-port

EtherChannel 内の物理ポートで学習するアドレスを指定します。スイッチ
は、送信元アドレスの学習に使用した EtherChannel 内の同じポートを使用
して、送信元にパケットを送信します。チャネルの一方の終端は、特定の
宛先 MAC（メディア アクセス制御）または IP アドレスのチャネルのポー
トと同一のポートを使用します。

デフォルト

aggregation-port（論理ポート チャネル）です。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

（注）

変更内容
このコマンドが導入されました。

学習方式は、リンクの両端で同一の設定にする必要があります。

CLI（コマンドライン インターフェイス）を経由して physical-port キーワードが指定された場合で
も、Catalyst 3750 Metro スイッチがサポートするのは、集約ポートでのアドレスの学習のみです。
スイッチ ハードウェアでは、pagp learn-method および pagp port-priority インターフェイス コン
フィギュレーション コマンドは無効ですが、Catalyst 1900 スイッチなどの物理ポートによるアドレ
ス学習のみをサポートするデバイスとの Port Aggregation Protocol（PAgP; ポート集約プロトコル）
の相互運用にはこれらのコマンドが必要です。
Catalyst 3750 Metro スイッチへのリンク パートナーが物理ラーナーである場合、pagp learn-method
physical-port インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用してスイッチを物理ポー
ト ラーナーとして設定し、port-channel load-balance src-mac グローバル コンフィギュレーション
コマンドを使用して送信元 MAC アドレスに基づいた負荷分散方式を設定することを推奨します。
この状況でのみ、pagp learn-method インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用し
ます。
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pagp learn-method

例

次の例では、学習方式を設定し、EtherChannel 内の物理ポート上のアドレスを学習する方法を示し
ます。
Switch(config-if)# pagp learn-method physical-port

次の例では、学習方式を設定し、EtherChannel 内のポート チャネル上のアドレスを学習する方法を
示します。
Switch(config-if)# pagp learn-method aggregation-port

show running-config または show pagp channel-group-number internal 特権 EXEC コマンドを入力すれ
ば、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド
pagp port-priority

説明

show pagp

PAgP チャネル グループ情報を表示します。

show running-config

稼働設定を表示します。構文情報については、次の URL の「Cisco IOS
Release 12.2 Command Reference」に表示されるページを参照してくださ
い。
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1835/prod_command_re
ference_list.html

EtherChannel を経由するすべてのトラフィックが送信されるポートを
選択します。

「Cisco IOS Commands Master List, Release 12.2」を選択するとコマンド
が表示されます。
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pagp port-priority
EtherChannel を経由するすべての Port Aggregation Protocol（PAgP; ポート集約プロトコル）トラ
フィックが送信されるポートを選択するには、pagp port-priority インターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。EtherChannel で使用されていないすべてのポートがホットスタ
ンバイ モードにあり、現在選択されているポートやリンクに障害が発生した場合、これらのポート
は稼働状態にできます。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
pagp port-priority priority
no pagp port-priority

シンタックスの説明

priority

デフォルト

デフォルト値は 128 です。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

（注）

プライオリティ番号は 0 ～ 255 です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

動作可能で同一の EtherChannel 内のメンバシップを持つ、プライオリティが最高の物理ポートは、
PAgP 送信に選ばれます。

CLI（コマンドライン インターフェイス）を経由して physical-port キーワードが指定された場合で
も、スイッチがサポートするのは、集約ポートでのアドレスの学習のみです。スイッチ ハードウェ
アでは、pagp learn-method および pagp port-priority インターフェイス コンフィギュレーション コ
マンドは無効ですが、Catalyst 1900 スイッチなどの物理ポートによるアドレス学習のみをサポート
するデバイスとの PAgP の相互運用にはこれらのコマンドが必要です。
スイッチへのリンク パートナーが物理ラーナーである場合、pagp learn-method physical-port イン
ターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用してスイッチを物理ポート ラーナーとして
設定し、port-channel load-balance src-mac グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用し
て送信元 MAC アドレスに基づいた負荷分散方式を設定することを推奨します。この状況でのみ、
pagp learn-method インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

例

次の例では、ポート プライオリティを 200 に設定する方法を示します。
Switch(config-if)# pagp port-priority 200

show running-config または show pagp channel-group-number internal 特権 EXEC コマンドを入力すれ
ば、設定を確認することができます。
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permit

関連コマンド

コマンド
pagp learn-method

説明

show pagp

PAgP チャネル グループ情報を表示します。

show running-config

稼働設定を表示します。構文情報については、次の URL の「Cisco IOS
Release 12.2 Command Reference」に表示されるページを参照してくださ
い。
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1835/prod_command_re
ference_list.html

着信パケットの送信元アドレスを学習する機能を与えます。

「Cisco IOS Commands Master List, Release 12.2」を選択するとコマンド
が表示されます。

permit
条件が一致した場合に非 IP トラフィックの転送を許可するには、permit MAC（メディア アクセス
制御）アクセス リスト コンフィギュレーションコマンドを使用します。拡張 MAC アクセス リス
トから許可条件を削除する場合は、このコマンドの no 形式を使用します。
{permit | deny} {any | host src-MAC-addr | src-MAC-addr mask} {any | host dst-MAC-addr |
dst-MAC-addr mask} [type mask | aarp | amber | cos cos | dec-spanning | decnet-iv | diagnostic |
dsm | etype-6000 | etype-8042 | lat | lavc-sca | lsap lsap mask | mop-console | mop-dump | msdos |
mumps | netbios | vines-echo | vines-ip | xns-idp]
no {permit | deny} {any | host src-MAC-addr | src-MAC-addr mask} {any | host dst-MAC-addr |
dst-MAC-addr mask} [type mask | aarp | amber | cos cos | dec-spanning | decnet-iv | diagnostic |
dsm | etype-6000 | etype-8042 | lat | lavc-sca | lsap lsap mask | mop-console | mop-dump | msdos |
mumps | netbios | vines-echo |vines-ip | xns-idp]

（注）

シンタックスの説明

appletalk は、コマンドラインのヘルプ ストリングには表示されますが、一致条件としてサポート
されていません。

any

あらゆる送信元または宛先 MAC アドレスを拒否するために指定するキー
ワード

host src-MAC-addr |
src-MAC-addr mask

ホスト MAC アドレスおよびオプションのサブネット マスクを定義しま
す。パケットの送信元アドレスが定義されたアドレスに一致する場合、そ
のアドレスからの非 IP トラフィックは拒否されます。

host dst-MAC-addr |
dst-MAC-addr mask

宛先 MAC アドレスおよびオプションのサブネット マスクを定義します。
パケットの宛先アドレスが定義されたアドレスに一致する場合、そのアド
レスへの非 IP トラフィックは拒否されます。

type mask

（任意）Ethernet II または SNAP のカプセル化でパケットの Ethertype 番号
を使用し、パケットのプロトコルを識別します。
•

指定できる type の範囲は 0 ～ 65535 です（16 進数）
。

•

mask は、一致テストの前に Ethertype に適用される don’t care ビットの
マスクです。

aarp

（任意）データリンク アドレスをネットワーク アドレスにマッピングする
Ethertype AppleTalk Address Resolution Protocol を選択します。

amber

（任意）EtherType DEC-Amber を選択します。
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cos cos

（任意）0 ～ 7 の Class of Service（CoS; サービス クラス）番号を選択し、プ
ライオリティを設定します。CoS のフィルタリングはハードウェア内での
み実行可能です。cos オプションが設定されると、警告メッセージが表示
されます。

dec-spanning

（任意）EtherType Digital Equipment Corporation（DEC）スパニング ツリー
を選択します。

decnet-iv

（任意）EtherType DECnet Phase IV プロトコルを選択します。

diagnostic

（任意）EtherType DEC-Diagnostic を選択します。

dsm

（任意）EtherType DEC-DSM を選択します。

etype-6000

（任意）EtherType 0x6000 を選択します。

etype-8042

（任意）EtherType 0x8042 を選択します。

lat

（任意）EtherType DEC-LAT を選択します。

lavc-sca

（任意）EtherType DEC-LAVC-SCA を選択します。
lsap lsap-number mask （任意）802.2 のカプセル化でパケットの LSAP 番号（0 ～ 65535）を使用
し、パケットのプロトコルを識別します。
mask は、一致テストの前に LSAP 番号に適用される don’t care ビットのマ
スクです。

mop-console

（任意）EtherType DEC-MOP Remote Console を選択します。

mop-dump

（任意）EtherType DEC-MOP Dump を選択します。

msdos

（任意）EtherType DEC-MSDOS を選択します。

mumps

（任意）EtherType DEC-MUMPS を選択します。

netbios

（任意）EtherType DEC-Network Basic Input/Output System（NETBIOS）を選
択します。

vines-echo

（任意）Banyan Systems による EtherType Virtual Integrated Network Service
（VINES）を選択します。

vines-ip

（任意）EtherType VINES IP を選択します。

xns-idp

（任意）EtherType Xerox Network Systems（XNS）プロトコルのスイートを
選択します。

IPX トラフィックにフィルタをかける場合、使用される IPX のカプセル化タイプに応じて、type mask
または lsap lsap mask キーワードを使用します。Novell 専門用語および Cisco IOS 専門用語で指定の
IPX のカプセル化タイプのフィルタ条件は、表 2-14 にリストされています。
表 2-14

IPX のフィルタリング条件

IPX のカプセル化タイプ
Cisco IOS 名

Novell 名

フィルタ条件

arpa

Ethernet II

Ethertype 0x8137

snap

Ethernet-snap

Ethertype 0x8137

sap

Ethernet 802.2

LSAP 0xE0E0

novell-ether

Ethernet 802.3

LSAP 0xFFFF

デフォルト

このコマンドには、デフォルトはありません。ただし、名前付き MAC Access Control List（ACL; ア
クセス コントロール リスト）のデフォルト アクションは deny です。

コマンド モード

MAC アクセス リスト コンフィギュレーション
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コマンド履歴

使用上のガイドライン

リリース
12.1(14)AX

変更内容
このコマンドが導入されました。

mac access-list extended グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、MAC アクセス
リスト コンフィギュレーションモードを開始します。
host キーワードを使用した場合、アドレス マスクを入力できません。any または host キーワードを
使用しない場合は、アドレス マスクを入力する必要があります。
Access Control Entry（ACE; アクセス コントロール エントリ）が ACL に追加された場合、リストの
最後には暗黙の deny-any-any 条件が存在します。すなわち、一致がない場合にはパケットは拒否さ
れます。ただし、最初の ACE が追加される前に、リストはすべてのパケットを許可します。

（注）

名前付き MAC 拡張アクセス リストに関する詳細については、このリリースに対応するソフトウェ
ア コンフィギュレーション ガイドを参照してください。

次の例では、あらゆる送信元から MAC アドレス 00c0.00a0.03fa への NETBIOS トラフィックを許可
する名前付き MAC 拡張アクセス リストを定義する方法を示します。このリストに一致するトラ
フィックは許可されます。

例

Switch(config-ext-macl)# permit any host 00c0.00a0.03fa netbios

次の例では、名前付き MAC 拡張アクセス リストから許可条件を削除する方法を示します。
Switch(config-ext-macl)# no permit any 00c0.00a0.03fa 0000.0000.0000 netbios

次の例では、Ethertype 0x4321 のすべてのパケットを許可します。
Switch(config-ext-macl)# permit any any 0x4321 0

show access-lists 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド
deny

説明

mac access-list extended

非 IP トラフィック用に MAC アドレス ベースのアクセス リスト
を作成します。

show access-lists

スイッチで設定される ACL を表示します。

条件が一致した場合に、非 IP トラフィックが転送されるのを拒
否します。
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permit（ARP アクセス リスト コンフィギュレーション）
DHCP バインディングに対する照合に基づいて Address Resolution Protocol（ARP; アドレス解決プロ
トコル）パケットを許可するには、スイッチ スタックまたはスタンドアロン スイッチで permit ARP
アクセス リスト コンフィギュレーションコマンドを使用します。Access Control List（ACL; アクセ
ス コントロール リスト）から指定の Access Control Entry（ACE; アクセス コントロール エントリ）
を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
permit {[request] ip {any | host sender-ip | sender-ip sender-ip-mask} mac {any | host sender-mac |
sender-mac sender-mac-mask} | response ip {any | host sender-ip | sender-ip sender-ip-mask} [{any
| host target-ip | target-ip target-ip-mask}] mac {any | host sender-mac | sender-mac
sender-mac-mask} [{any | host target-mac | target-mac target-mac-mask}]} [log]
no permit {[request] ip {any | host sender-ip | sender-ip sender-ip-mask} mac {any | host sender-mac
| sender-mac sender-mac-mask} | response ip {any | host sender-ip | sender-ip sender-ip-mask}
[{any | host target-ip | target-ip target-ip-mask}] mac {any | host sender-mac | sender-mac
sender-mac-mask} [{any | host target-mac | target-mac target-mac-mask}]} [log]

シンタックスの説明

request

（任意）ARP 要求の照合を要求します。request が指定されていない場
合、すべての ARP パケットに対して照合が実行されます。

ip

送信側 IP アドレスを指定します。

any

すべての IP または MAC（メディア アクセス制御）アドレスを受け入
れます。

host sender-ip

指定された送信側 IP アドレスを受け入れます。

sender-ip sender-ip-mask

指定された範囲の送信側 IP アドレスを受け入れます。

mac

送信側 MAC アドレスを指定します。

host sender-mac

指定された送信側 MAC アドレスを受け入れます。

sender-mac
sender-mac-mask

指定された範囲の送信側 MAC アドレスを受け入れます。

response ip

ARP 応答の IP アドレス値を定義します。

host target-ip

（任意）指定されたターゲット IP アドレスを受け入れます。

target-ip target-ip-mask

（任意）指定された範囲のターゲット IP アドレスを受け入れます。

mac

ARP 応答の MAC アドレス値を指定します。

host target-mac

（任意）指定されたターゲット MAC アドレスを受け入れます。

target-mac
target-mac-mask

（任意）指定された範囲のターゲット MAC アドレスを受け入れます。

log

（任 意）パ ケ ッ ト が ACE と 一 致 し た と き ロ ギ ン グ し ま す。ip arp
inspection vlan logging グローバル コンフィギュレーション コマンドで
matchlog キーワードを設定している場合も、一致がロギングされます。

デフォルト

デフォルト設定はありません。

コマンド モード

ARP アクセス リスト コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(25)EY

変更内容
このコマンドが導入されました。
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使用上のガイドライン

permit コマンドを追加して、一致条件に基づいて ARP パケットを転送できます。

例

次の例では、ARP アクセス リストを定義し、IP アドレスが 1.1.1.1 で MAC アドレスが 0000.0000.abcd
のホストからの ARP 要求と ARP 応答の両方を許可する方法を示します。
Switch(config)# arp access-list static-hosts
Switch(config-arp-nacl)# permit ip host 1.1.1.1 mac host 0000.0000.abcd
Switch(config-arp-nacl)# end

show arp access-list 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド
arp access-list

説明

deny（ARP アクセス リスト コン
フィギュレーション）
ip arp inspection filter vlan

DHCP バインディングとの照合に基づいて、ARP パケットを
拒否します。

show arp access-list

ARP アクセス リストについての詳細情報を表示します。

ARP ACL を定義します。

スタティック IP アドレスを設定されたホストからの ARP 要
求および応答を許可します。
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police
トラフィックのクラスの単一レート トラフィック ポリサーを定義するには、police ポリシーマップ
クラス コンフィギュレーションコマンドを使用します。ポリサーには最大許容送信レート、送信の
最大バースト サイズ、および最大値を超えた場合に実行するアクションを定義します。既存のポリ
サーを削除する場合は、このコマンドの no 形式を使用します。
police rate-bps burst-byte [exceed-action {drop | policed-dscp-transmit}]
no police rate-bps burst-byte [exceed-action {drop | policed-dscp-transmit}]

シンタックスの説明

rate-bps

平均トラフィック伝送速度をビット秒単位で指定します。指定できる範
囲は 8000 ～ 1000000000 です。

burst-byte

通常のバーストサイズ（バイト）を指定します。指定できる範囲は 8000
～ 1000000 です。

exceed-action drop

（任意）指定された値を超えると、スイッチがパケットをドロップする
よう指定します。

exceed-action
policed-dscp-transmit

（任意）指定されたレートを超えると、スイッチはパケットの
Differentiated Services Code Point（DSCP; DiffServ コード ポイント）を、
ポリシングされた DSCP マップで指定された DSCP に変更し、パケット
を送信するよう指定します。

（注）

この exceed-action policed-dscp-transmit キーワードは、Enhanced
Services（ES）ポートの入力および出力階層ポリシーではサポー
トされていません。

デフォルト

ポリサーは定義されません。

コマンド モード

ポリシーマップ クラス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

標準ポートおよび ES ポートの入力では、ポートを制御するポート ASIC デバイスがスイッチ上の
256 個のポリサー（255 個のユーザ設定可能なポリサーとシステムの内部使用に予約されている 1
つのポリサー）をサポートします。ポートごとに設定可能なポリサーの最大数は 63 です。ポリサー
はソフトウェアの要求に応じて割り当てられ、ハードウェアおよび ASIC の限度で制限されます。
ポートごとにポリサーを受信することはできません。ポートに割り当てられるポリサーに対する保
証はありません。これらの制限は、ES ポートに適用された階層ポリシーで設定されたポリシーに
は適用されません。
Cisco IOS Release 12.2(25)EY 以降では、階層デュアルレベル ポリシーマップを設定する場合、セカ
ンダリ インターフェイスレベル ポリシーマップでは police ポリシーマップ コマンドのみを使用で
きます。
ポリシーマップ コンフィギュレーションモードに戻るには、exit コマンドを使用します。特権 EXEC
モードに戻るには、end コマンドを使用します。
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ポリシングはトークン バケット アルゴリズムを使用します。police ポリシーマップ クラス コン
フィギュレーションコマンドの burst-byte オプションまたは mls qos aggregate-policer グローバル コ
ンフィギュレーション コマンドを使用し、バケットの深さ（バケットが溢れるまで耐えられる最大
バースト値）を設定します。police ポリシーマップ クラス コンフィギュレーションコマンドの
rate-bps オプションまたは mls qos aggregate-policer グローバル コンフィギュレーション コマンド
を使用し、バケットから削除されるトークンの速度（平均レート）を設定します。詳細については、
このリリースに対応するソフトウェア コンフィギュレーション ガイドを参照してください。

次の例では、トラフィックがバースト サイズ 20 KB で、1 Mbps の平均レートを超えた場合、パケッ
トをドロップするポリサーを設定する方法を示します。着信パケットの DSCP 値は信頼され、修正
されません。

例

Switch(config)# policy-map policy1
Switch(config-pmap)# class class1
Switch(config-pmap-c)# set ip dscp 45
Switch(config-pmap-c)# police 1000000 20000 exceed-action drop
Switch(config-pmap-c)# exit

次の例では、ポリシングされた DSCP マップで定義された値によって DSCP 値をマークダウンして、
パケットを送信するためのポリサーを設定する方法を示します。
Switch(config)# policy-map policy2
Switch(config-pmap)# class class2
Switch(config-pmap-c)# police 1000000 20000 exceed-action policed-dscp-transmit
Switch(config-pmap-c)# exit

設定を確認するには、show policy-map 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
class

説明

mls qos map policed-dscp

ポリシングされた DSCP マップを定義します。

policy-map

複数のポートに適用することによってサービス ポリシーを指定
することができるポリシーマップを作成、または変更します。

show policy-map

QoS（Quality Of Service）ポリシーマップを表示します。

トラフィック ポリシーを作成または変更するクラスの名前を指
定します。
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police aggregate
同一のポリシーマップにある複数のクラスに集約ポリサーを適用するには、police aggregate ポリ
シーマップ クラス コンフィギュレーションコマンドを使用します。ポリサーには最大許容送信
レート、送信の最大バースト サイズ、および最大値を超えた場合に実行するアクションを定義しま
す。指定のポリサーを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
police aggregate aggregate-policer-name
no police aggregate aggregate-policer-name

シンタックスの説明

aggregate-policer-name

デフォルト

集約ポリサーは定義されていません。

コマンド モード

ポリシーマップ クラス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

集約ポリサー名

変更内容
このコマンドが導入されました。

標準ポートおよび Enhanced Services（ES）ポートでは、ポートを制御するポート ASIC デバイスが
スイッチ上の 256 個のポリサー（255 個のユーザ設定可能なポリサーとシステムの内部使用に予約
されている 1 つのポリサー）をサポートします。ポートごとに設定可能なポリサーの最大数は 63
です。ポリサーはソフトウェアの要求に応じて割り当てられ、ハードウェアおよび ASIC の限度で
制限されます。ポートごとにポリサーを受信することはできません。ポートに割り当てられるポリ
サーに対する保証はありません。これらの制限は、ES ポートに適用された階層ポリシーで設定さ
れたポリシーには適用されません。
mls qos aggregate-policer グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、集約ポリサー
のパラメータを設定します。同一のポリシーマップで、集約ポリサーを複数のクラスに適用できま
す。異なるポリシーマップで集約ポリサーを使用することはできません。
ポリシーマップ コンフィギュレーションモードに戻るには、exit コマンドを使用します。特権 EXEC
モードに戻るには、end コマンドを使用します。
Cisco IOS Release 12.2(25)EY 以降では、非階層単一レベル ポリシーマップでのみ集約ポリサーを設
定できます。
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例

次の例では、集約ポリサーのパラメータを定義する方法、およびポリシーマップ内の複数のクラス
にポリサーを適用する方法を示します。
Switch(config)# mls qos aggregate-policer agg_policer1 10000 1000000 exceed-action
drop
Switch(config)# policy-map policy2
Switch(config-pmap)# class class1
Switch(config-pmap-c)# police aggregate agg_policer1
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# class class2
Switch(config-pmap-c)# set ip dscp 10
Switch(config-pmap-c)# police aggregate agg_policer1
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# class class3
Switch(config-pmap-c)# trust dscp
Switch(config-pmap-c)# police aggregate agg_policer2
Switch(config-pmap-c)# exit

show mls qos aggregate-policer 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド
mls qos aggregate-policer

説明

show mls qos aggregate-policer

QoS（Quality Of Service）集約ポリサーの設定を表示します。

ポリサーのパラメータを定義します（同一ポリシーマップ
内で複数のクラスによって共有が可能です）。
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police cir
Enhanced Services（ES）ポートで、Committed Information Rate（CIR; 認定情報速度）と Peak Information
Rate（PIR; 最大情報レート）の 2 つのレートを使用する階層トラフィック ポリサーを設定するに
は、police cir ポリシーマップ クラス コンフィギュレーションコマンドを使用します。二重レート
ポリサーを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
police cir cir [bc conform-burst] pir pir [be peak-burst] [conform-action action [exceed-action action
[violate-action action]]]
no police cir cir [bc conform-burst] pir pir [be peak-burst] [conform-action action [exceed-action
action [violate-action action]]]

シンタックスの説明

cir cir
bc conform-burst
pir pir

デフォルト

最初のトークン バケットが更新される CIR。指定できる範囲は 64000 ～
990000000 bps です。
（任意）最初のトークン バケットでポリシングに使用される準拠バースト サ
イズ。指定できる範囲は 1536 ～ 16776960 バイトです。
ポリシングの 2 番めのトークン バケットが更新される PIR。指定できる範囲
は 64000 ～ 990000000 bps です。

be peak-burst

（任意）2 番めのトークン バケットで使用されるピーク バースト サイズ。指
定できる範囲は 1536 ～ 16776960 バイトです。

conform-action

（任意）CIR および PIR に準拠したパケットで実行するアクション

exceed-action

（任意）PIR に準拠し、CIR には準拠しないパケットで実行するアクション

violate-action

（任意）PIR を超過するパケットで実行するアクション

action

（任意）パケットで実行するアクション。キーワードの意味は次のとおりです。
•

drop ― パケットをドロップします。

•

set-cos-transmit new-cos ― Class of Service（CoS; サービス クラス）値に
新しい値を設定し、パケットを送信します。指定できる範囲は 0 ～ 7 です。

•

set-dscp-transmit new-dscp ― IP Differentiated Services Code Point（DSCP;
DiffServ コード ポイント）値に新しい値を設定し、パケットを送信しま
す。指定できる範囲は 0 ～ 63 です。一般的に使用する値に対してはニー
モニック名を入力することもできます。

•

set-mpls-exp-transmit new-exp ― Multiprotocol Label Switching（MPLS; マ
ルチプロトコル ラベル スイッチング）EXP ビットを設定し、パケットを
送信します。指定できる範囲は 0 ～ 7 です。

•

set-prec-transmit new-prec ― IP precedence 値に新しい値を設定し、パケッ
トを送信します。指定できる範囲は 0 ～ 7 です。

•

transmit ― 内容を変更しないでパケットを送信します。

ポリサーは定義されません。デフォルトの準拠バースト サイズ（bc）およびピーク バースト サイ
ズ（be）は 8192 バイトです。
ア ク シ ョ ン が 指 定 さ れ て い な い 場 合、デ フ ォ ル ト の conform-action は 送 信、デ フ ォ ル ト の
exceed-action と violate-action は廃棄です。

コマンド モード

ポリシーマップ クラス コンフィギュレーション
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コマンド履歴

使用上のガイドライン

リリース
12.1(14)AX

変更内容

12.2(25)EY

階層サービス ポリシーは、ES ポートで受信される着信トラフィックに適
用できます。

このコマンドが導入されました。

police cir ポリシーマップ クラス コンフィギュレーションコマンドは、ES ポートに適用された出力
ポリシーマップでのみ使用します。このコマンドは、任意の階層レベルのポリシーマップで有効で
す。
ネットワークのエッジのポートでのトラフィック ポリシングを実行するには、トラフィック クラ
スの送信レートを制限し、各パケットのアクションをマーキング（準拠、超過、および違反）しま
す。これらのカテゴリの中から、パケットの扱いを決めます。最も一般的な設定では、準拠するパ
ケットは送信し、超過するパケットはプライオリティを下げて送信し、違反するパケットはドロッ
プするよう設定することができます。CoS 値、DSCP 値、IP precedence 値、または MPLS EXP ビッ
トのプライオリティを低くすることができます。
二重レート ポリサーは、トークン バケット アルゴリズムによりトラフィックの最大レートを管理
します。トークン バケット アルゴリズムでは、設定値を元に、ある瞬間にあるポートで処理可能
なトラフィックの最大レートを制御します。このアルゴリズムは、ポートから送出されるすべての
トラフィックの影響を受け、同じトラフィック ストリームで複数の大きなパケットが送信される際
のネットワーク帯域幅を管理します。
トークン バケットは、CIR および PIR で利用できます。CIR および PIR のレートを bps 単位で設定
し、バケットがトークンで満たされる速度（更新の速度）を制御してください。準拠バースト サイ
ズおよびピーク バースト サイズは、CIR および PIR バケットの深さをバイト単位で表したもので
す。この深さにより、バケットに収容可能なトークンの数が制限されます。バケットの容量がいっ
ぱいになると、新しく受信したトークンは廃棄されます。
トークンは、送信元が一定のビット数をネットワークに送信するための権限を示す役割を果たしま
す。パケットを送信するには、パケット サイズに等しいトークン数をバケットから引き出す必要が
あります。バケットに十分なトークンがある場合、パケットは準拠することになり、次の段階に進
むことができます。十分なトークンがない場合、パケットに、バケットの超過アクションが適用さ
れます。パケットがドロップされることもあれば、パケットのプライオリティ値がマークダウンさ
れることもあります。
このトークン バケットの例では、CIR レートが 2 Kbps の場合、毎秒バケットに 2000 のトークンが
追加されます（この例では、各トークンは単一ビットの情報に対応します）。1500 バイトのパケッ
トを受信した場合、超過アクションを起こさずにパケットが次の段階に進むためには、バケットに
12000 のトークン（1500 バイト × 8 ビット）がなければなりません。バケットに十分なトークンが
ある場合、トークンが引き出されます。パケットは準拠することになり、次の段階に進みます。バ
ケット内のトークンが 12000 未満の場合、パケットに超過アクションが適用されます。バケットが
深いほど、バケットの補充速度に左右されることなく、より多くのデータを高速で通過させること
が可能になります。たとえば、CIR バケットにトークンが 6000 ある場合、瞬時のバーストが CIR
レート 2000 bps よりも大きくても、トークンが不足することなく（超過アクションを起こすことも
なく）瞬時に 750 バイトのトラフィックを通過させることができます。
バースト サイズがシステムの 最大伝送ユニット（Maximum Transmission Unit; MTU）に達すると、
ポリサーにより CIR および PIR が厳守されます。通常のトラフィック ジッタにより、平均着信レー
トが準拠しているように見えても、着信トラフィックの一部が非準拠とみなされることがありま
す。逆に、バースト サイズが非常に大きい場合、非準拠データ レートの大きなトラフィック バー
ストがポリサーを通過し、準拠しているとみなされることがあります。バースト サイズの設定が低
すぎると、トラフィックが予想より少なくなり、設定が高すぎるとトラフィックが予想より多くな
ることがあります。
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パケットのマーキング アクションについては、CIR が 100 Kbps、PIR が 200 Kbps のときに、レー
トが 250 Kbps のデータ ストリームが二重レート ポリサーに到達する場合、パケットのマーキング
は次のようになります。
•

レートの準拠としてマークされるのは 100 Kbps

•

超過レートとしてマークされるのは 100 Kbps

•

違反レートとしてマークされるのは 50 Kbps

CIR の設定を PIR の設定値と同じにした場合、CIR 以下のトラフィック レートが準拠範囲となりま
す。CIR レートを超過したトラフィックは、違反範囲となります。
PIR の設定を CIR の設定値より大きくした場合、CIR 未満のトラフィック レートが準拠範囲となり
ます。CIR を超過し、PIR 以下のトラフィック レートは、超過範囲となります。PIR を超過したト
ラフィック レートは、違反範囲となります。
police rate-bps burst-byte [exceed-action {drop | policed-dscp-transmit}] ポリシーマップ クラス コン
フィギュレーションコマンドを使用して ES ポートに単一レート トラフィック ポリサーを適用し
た場合、自動的に CIR と PIR が同じ値に設定されます。

例

次の例では、クラスで二重レート トラフィック ポリサーを設定して、平均認定速度 500 Kbps、ピー
ク速度 1 Mbps にトラフィックを制限する方法を示します。
Switch(config)# class-map c1
Switch(config-cmap)# match ip precedence 4
Switch(config-cmap))# exit
Switch(config)# policy-map policy1
Switch(config-pmap)# class c1
Switch(config-pmap-c)# police cir 500000 bc 10000 pir 1000000 be 10000 conform-action
transmit exceed-action set-prec-transmit 2 violate-action drop
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# exit
Switch(config-pmap-c)# interface gigabitethernet1/1/1
Switch(config-if)# service-policy output policy1
Switch(config-if)# end

平均認定速度（500 Kbps）に準拠したものとしてマーキングされたトラフィックは、そのまま送信
されます。500 Kbps を超過し、1 Mbps は超過していないものとしてマーキングされたトラフィッ
クは、IP precedence に 2 がマーキングされて送信されます。1 Mbps を超過したものとしてマーキン
グされたトラフィックはドロップされます。バースト パラメータは、10000 バイトに設定されます。
設定を確認するには、show policy-map または show running-config 特権 EXEC コマンドを入力しま
す。

関連コマンド

コマンド
class

説明

police cir percent

ES ポートの利用可能な帯域幅のパーセンテージに基づいて、トラ
フィックのクラスのための二重レート トラフィック ポリサーを設定し
ます。

policy-map

複数のポートに適用することによってサービス ポリシーを指定するこ
とができるポリシーマップを作成、または変更します。

トラフィック ポリシーを作成または変更するクラスの名前を指定しま
す。
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コマンド
show policy-map

説明

show running-config

稼働設定を表示します。構文情報については、次の URL の「Cisco IOS
Release 12.2 Command Reference」に表示されるページを参照してくださ
い。
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1835/prod_command_re
ference_list.html

QoS（Quality Of Service）ポリシーマップを表示します。

「Cisco IOS Commands Master List, Release 12.2」を選択するとコマンド
が表示されます。

police cir percent
Enhanced Services（ES）ポ ー ト で 利 用 可 能 な 帯 域 幅 の パ ー セ ン テ ー ジ に 基 づ い て、Committed
Information Rate（CIR; 認定情報速度）と Peak Information Rate（PIR; 最大情報レート）の二重レー
トを使用するトラフィック ポリサーを設定するには、police cir percent ポリシーマップ クラス コ
ンフィギュレーションコマンドを使用します。トラフィック ポリサーの設定を削除するには、この
コマンドの no 形式を使用します。
police cir percent percent [bc conform-burst ms] | pir percent percent [be peak-burst ms]
[conform-action action [exceed-action action [violate-action action]]]
no police cir percent percent [bc conform-burst ms] | pir percent percent [be peak-burst ms]
[conform-action action [exceed-action action [violate-action action]]]

シンタックスの説明

percent

bc conform-burst ms
pir percent percent

親クラスに割り当てられる利用可能な帯域幅のパーセンテージ。この値
は、CIR（ポリシングの最初のトークン バケットが更新されるレート）の
計算に使用されます。指定できる範囲は 1 ～ 99 です。
（任意）最初のトークン バケットでポリシングに使用される準拠バースト
サイズ。指定できる範囲は 1 ～ 128 ミリ秒です。
親クラスに割り当てられる利用可能な帯域幅のパーセンテージ。この値
は、PIR（ポリシングの 2 番めのトークン バケットが更新されるレート）
の計算に使用されます。指定できる範囲は 1 ～ 99 です。

be peak-burst ms

（任意）2 番めのトークン バケットで使用されるピーク バースト サイズ。
指定できる範囲は 1 ～ 128 ミリ秒です。

conform-action

（任意）CIR および PIR に準拠したパケットで実行するアクション

exceed-action

（任意）PIR に準拠し、CIR には準拠しないパケットで実行するアクション

violate-action

（任意）PIR を超過するパケットで実行するアクション
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action

デフォルト

（任意）パケットで実行するアクション。キーワードの意味は次のとおり
です。
•

drop ― パケットをドロップします。

•

set-cos-transmit new-cos ― Class of Service（CoS; サービス クラス）値
に新しい値を設定し、パケットを送信します。指定できる範囲は 0 ～
7 です。

•

set-dscp-transmit new-dscp ― IP Differentiated Services Code Point
（DSCP; DiffServ コード ポイント）値に新しい値を設定し、パケット
を送信します。指定できる範囲は 0 ～ 63 です。一般的に使用する値
に対してはニーモニック名を入力することもできます。

•

set-mpls-exp-transmit new-exp ― Multiprotocol Label Switching（MPLS;
マルチプロトコル ラベル スイッチング）EXP ビットを設定し、パケッ
トを送信します。指定できる範囲は 0 ～ 7 です。

•

set-prec-transmit new-prec ― IP precedence 値に新しい値を設定し、パ
ケットを送信します。指定できる範囲は 0 ～ 7 です。

•

transmit ― 内容を変更しないでパケットを送信します。

ポリサーは定義されません。
アクションが指定されていない場合、デフォルトの conform-action は送信、デフォルトの
exceed-action と violate-action は廃棄です。

コマンド モード

ポリシーマップ クラス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容

12.2(25)EY

階層サービス ポリシーは、ES ポートで受信される着信トラフィックに適
用できます。

使用上のガイドライン

このコマンドが導入されました。

police cir percent ポリシーマップ クラス コンフィギュレーションコマンドは、ES ポートに適用さ
れた出力ポリシーマップでのみ使用します。このコマンドは、任意の階層レベルのポリシーマップ
で有効です。
物理レベル ポリシーマップのプライマリ（親）レベル、VLAN（仮想 LAN）レベル ポリシーマッ
プのセカンダリ（子）レベル、クラスレベル ポリシーマップの第 3 の子レベルの 3 段階の（ネスト
された）階層を作成できます。VLAN レベル設定はクラスレベル設定の親のレベルです。
スイッチは、親クラスに割り当てられた帯域幅の最大量のパーセンテージに基づいて CIR と PIR を
算出します。最大帯域幅が設定されている場合、shape ポリシーマップ クラス コンフィギュレー
ションコマンドで制御されます。これ以外の場合、最大帯域幅は物理ポート帯域幅（1 Gbps）とな
ります。
CIR レートおよび PIR レートをクラスレベルの子ポリシーでパーセンテージとして指定した場合、
スイッチでは、次に高いレベルのポリシーで指定された最大帯域幅（この場合、VLAN レベルでの
親の最大帯域幅）に基づいて bps 単位でレートが算出されます。VLAN レベルのポリシーで最大帯
域幅が規定されていない場合、親のさらに親（物理レベルのポリシー）の最大帯域幅が使用されま
す。物理レベルのポリシーで最大帯域幅が規定されていない場合、物理ポートの帯域幅に基づいて
bps 単位でレートが算出されます。police cir percent コマンドでは、最大帯域幅の参照ポイントとし
て、常に次に高いレベルが参照されます。詳細は、「例」のセクションを参照してください。
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算出された CIR および PIR の bps レートは、8000 ～ 2000000000 bps の範囲内になければなりませ
ん。レートがこの範囲内にない場合、ポリシーマップはポートに適用されません。ポートの帯域幅
が変化（追加などにより）すると、スイッチでは、変更された帯域幅に基づいて、CIR および PIR
の bps 値が再計算されます。ポートにポリシーマップが適用されたあとで CIR や PIR のパーセン
テージが変更されると、CIR および PIR の bps 値が再計算されます。
バースト サイズの設定が低すぎると、トラフィックが予想より多くなり、設定が高すぎるとトラ
フィックが予想より少なくなることがあります。どちらの場合も、ポリサー チェック違反となりま
す。
ポリサーをパーセンテージで計算するには、準拠バースト サイズとピーク バースト サイズをミリ
秒単位で指定します。
二重レート入力ポリサーで conform-action、exceed-action、violate-action を設定し、set-cos-transmit
new-cos、set-dscp-transmit new-dscp、または set-prec-transmit new-prec オプションを使用してパケッ
トの CoS、DSCP、または IP precedence 値を設定する場合、スイッチは自動的にポートの信頼状態
を、二重レート ポリサー付きトラフィック クラスに一致しないトラフィックを含め、ES ポートで
受信するすべてのトラフィックに適用します。
ポートが信頼できる着信パケットの値（CoS、DSCP、または IP precedence）は 1 つだけなので、二
重レート着信ポリサーでは、レイヤ 2 アクション（set-cos-transmit new-cos）とレイヤ 3 アクション
（set-dscp-transmit new-dscp、または set-prec-transmit new-prec）を組み合わせることはできません。
たとえば、police cir percent 10 conform-action set-cos-transmit 3 exceed-action set dscp-transmit af22
コマンドを設定することはできません。conform-action によって CoS 値を 3 に設定し、exceed-action
によって DSCP 値を af22 に設定します。

例

次の例では、帯域幅のパーセンテージに基づいて CIR と PIR を使用し、トラフィック ポリシング
を設定する方法を示します。例では、CIR に 20%、PIR に 40% を指定します。オプションの bc 値
と be 値（それぞれ、300 ミリ秒、400 ミリ秒）も指定します。
Switch(config)# policy-map policy1
Switch(config-pmap)# class class1
Switch(config-pmap-c)# police cir percent 20 bc 300 ms pir percent 40 be 400 ms
conform-action transmit exceed-action set-prec-transmit 2 violate-action drop
Switch(config-pmap-c)# service-policy child-policy1
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# exit
Switch(config)# interface gigabitethernet1/1/1
Switch(config-if)# service-policy input policy1

次の例では、child_policy と、parent_policy という 2 つの階層ポリシーを作成する方法を示します。
child_policy ポリシーマップでは、normal_type というクラスで police cir percent コマンドを設定し
ます。このクラスでは、police cir percent コマンドで設定するパーセンテージは 30% とします。こ
のコマンドでは、parent_policy 内 class parent のための参照ポイントとして、512 Kbps のピーク レー
ト（shape average 512000 コマンドで parent_policy に指定）を使用します。police cir percent コマン
ドでは、CIR レートの計算（512 Kbps × 30%）の基礎として 512 Kbps を使用します。
Switch(config)# policy-map child_policy
Switch(config-pmap)# class normal_type
Switch(config-pmap-c)# police cir percent 30
Switch(config-pmap)# exit
Switch(config)# policy-map parent_policy
Switch(config-pmap)# class parent
Switch(config-pmap-c)# shape average 512000
Switch(config-pmap-c)# service-policy child_policy
Switch(config-pmap-c)# exit
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次の例では、child_policy と、parent_policy という 2 つの階層ポリシーを作成する方法を示します。
child_policy ポリシーマップでは、normal_type というクラスで police cir percent コマンドを設定し
ます。このクラスでは、police cir percent コマンドで設定するパーセンテージは 30% とします。
parent_policy には、ピーク レートは指定されていません。bandwidth ポリシーマップ クラス コン
フィギュレーションコマンドを使用しますが、このコマンドでは、利用可能な帯域幅の最大レート
は示されません。そのため、police cir percent コマンドでは、帯域幅の参照ポイントとして、次に
高いレベル（ギガビット イーサネット ポート）が使用されます。police cir percent コマンドでは、
ポートの帯域幅を 1 Mbps とみなして、CIR レートの計算（1000000 × 30%）の基礎として 1 Mbps を
使用します。
Switch(config)# policy-map child_policy
Switch(config-pmap)# class normal_type
Switch(config-pmap-c)# police cir percent 30
Switch(config-pmap)# exit
Switch(config)# policy-map parent_policy
Switch(config-pmap)# class parent
Switch(config-pmap-c)# bandwidth 512
Switch(config-pmap-c)# service-policy child_policy
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# exit
Switch(config)# interface gigabitethernet1/1/1
Switch(config-if)# service-policy output parent_policy
Switch(config-if)# exit

設定を確認するには、show policy-map または show running-config 特権 EXEC コマンドを入力しま
す。

関連コマンド

コマンド
class

説明

police cir

トラフィックのクラスのための二重レート トラフィック ポリサーを設
定します。

policy-map

複数のポートに適用することによってサービス ポリシーを指定するこ
とができるポリシーマップを作成、または変更します。

show policy-map

QoS（Quality Of Service）ポリシーマップを表示します。

show running-config

稼働設定を表示します。構文情報については、次の URL の「Cisco IOS
Release 12.2 Command Reference」に表示されるページを参照してくださ
い。
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1835/prod_command_re
ference_list.html

トラフィック ポリシーを作成または変更するクラスの名前を指定しま
す。

「Cisco IOS Commands Master List, Release 12.2」を選択するとコマンド
が表示されます。
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policy-map
複数のポートに適用することができるポリシーマップを作成または変更してサービス ポリシーを
指定し、ポリシーマップ コンフィギュレーション モードを開始するには、policy-map グローバル
コンフィギュレーション コマンドを使用します。既存のポリシーマップを削除し、グローバル コ
ンフィギュレーション モードに戻る場合は、このコマンドの no 形式を使用します。
policy-map policy-map-name
no policy-map policy-map-name

シンタックスの説明

policy-map-name

デフォルト

ポリシーマップは定義されません。

ポリシーマップ名

デフォルトの動作は、パケットが IP パケットである場合に、Differentiated Services Code Point（DSCP;
DiffServ コード ポイント）に 0 を設定し、パケットにタグが付いていれば Class of Service（CoS;
サービス クラス）に 0 を設定します。ポリシングは実行されません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容

12.2(25)EY

Switch Virtual Interface（SVI; スイッチ仮想インターフェイス）でのポリ
シーマップのサポートが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドが導入されました。

一致条件がクラス マップに定義されているクラスのポリシーを設定する前に、policy-map コマンド
を使用して、作成または変更するポリシーマップの名前を指定します。class-map コマンドを入力
すると、スイッチがポリシーマップ コンフィギュレーションモードに入ります。そのポリシーマッ
プのためのクラス ポリシーを設定または変更し、分類されたトラフィックの処理方法を規定するこ
とができます。
次のコンフィギュレーションコマンドがポリシーマップ コンフィギュレーションモードで利用で
きます。
•

class：指定したクラス マップの分類一致条件を定義します。詳細は、「class」
（p.2-35）を参照
してください。

•

description：ポリシーマップを記述します（最大 200 文字）。

•

exit：ポリシーマップ クラス コンフィギュレーションモードを終了し、グローバル コンフィ
ギュレーション モードに戻ります。

•

no：以前定義したポリシーマップを削除します。

•

rename：現行のポリシーマップの名前を変更します。

グローバル コンフィギュレーション モードに戻る場合は、exit コマンドを使用します。特権 EXEC
モードに戻るには、end コマンドを使用します。
クラス ポリシーをポリシーマップ内で設定できるのは、クラスに一致条件が定義されている場合だ
けです。クラスの一致条件を設定する場合、class-map グローバル コンフィギュレーションおよび
match クラス マップ コンフィギュレーションコマンドを使用します。
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1 つのポートに対してサポートされるポリシーマップは 1 つのみです。標準 QoS では、標準の物理
ポート、SVI、または Enhanced Services（ES）ポート 1 つにつき 1 つの入力非階層単一レベルサー
ビス ポリシーを適用できます。また、SVI 1 つにつき 1 つの入力階層デュアルレベル階層サービス
ポリシーも適用できます。ES ポートの階層型 QoS では、ES ポート 1 つにつき、1 つの入力階層サー
ビス ポリシーと 1 つの出力階層サービス ポリシーを適用できます。入力階層サービス ポリシーが
ES ポートに適用されている場合、サービス ポリシーには最低 2 つのレベルが必要です。
複数のポートに対して、同一のポリシーマップを適用することができます。ポリシーマップをポー
トに適用する際、ポリシーマップを構成するクラス ポリシーで必要となる総帯域幅が、ポートで利
用可能な帯域幅に収まらない場合、この適用は拒否されます。
適用されたポリシーマップ内のクラス ポリシーを変更する場合、Class-Based Weighted Fair Queuing
（CBWFQ; クラスベース WFQ）が通知され、新しいクラスは CBWFQ システムのポリシーマップの
一部としてインストールされます。
Cisco IOS Release 12.2(25)EY より前のソフトウェア リリースでは、物理ポートでのみポリシーマッ
プを適用し、ポリシングを設定できます。また、信頼状態を設定するか、パケットに新しい DSCP
または IP precedence 値を設定するか、個別または集約ポリサーを定義できます。
Cisco IOS Release 12.2(25)EY 以降では、入力物理ポート、SVI、または ES ポートに非階層単一レベ
ル ポリシーマップを適用できます。単一レベル ポリシーマップは、Cisco IOS Release 12.2(25)EY よ
り前のソフトウェア リリースの標準ポートベース ポリシーマップと同じです。ただし、階層デュ
アルレベル ポリシーマップは SVI にのみ適用でき、階層ポリシーマップは ES ポートにのみ適用で
きます。
デュアルレベル ポリシーマップには 2 つのレベルがあります。最初のレベルは VLAN レベルで、
SVI でのトラフィック フローに対して行うアクションを指定します。2 番めのレベルはインター
フェイス レベルで、SVI に属してインターフェイスレベル ポリシーマップで指定される、物理ポー
トのトラフィックに対して行うアクションを指定します。プライマリ VLAN レベル ポリシーマッ
プでは、信頼状態の設定か、パケットへの新しい DSCP 値または IP precedence 値の設定のみを行え
ます。セカンダリ インターフェイスレベル ポリシーマップでは、SVI に属する物理ポートの個別
ポリサーの設定のみを行えます。
デュアルレベル ポリシーマップを SVI に適用すると、インターフェイスレベル ポリシーマップを
変更したり、デュアルレベル ポリシーマップから削除したりできません。また、新しいインター
フェイスレベル ポリシーマップをデュアルレベル ポリシーマップに追加することもできません。
さらに、デュアルレベル ポリシーマップで指定したクラス マップを追加または削除することもで
きません。このような変更を行う場合は、事前にデュアルレベル ポリシーマップを SVI から削除
する必要があります。
非階層単一レベル ポリシーマップおよび階層デュアルレベル ポリシーマップの詳細については、
このリリースに対応するソフトウェア コンフィギュレーション ガイドの「Configuring QoS」の章
の「Ingress Policing and Marking」を参照してください。

例

次の例では、policy1 という名前のポリシーマップを作成する方法を示します。このコマンドが入力
方向に適用された場合、class1 で定義されたすべての着信トラフィックのマッチングを行い、IP
DSCP を 10 に設定してから、平均レート 1 Mbps、バースト 20 KB のトラフィックをポリシングし
ます。プロファイルを超過したトラフィックは、DSCP マップのポリシングから得た DSCP 値にマー
クダウンされ、送信されます。
Switch(config)# policy-map policy1
Switch(config-pmap)# class class1
Switch(config-pmap-c)# set ip dscp 10
Switch(config-pmap-c)# police 1000000 20000 exceed-action policed-dscp-transmit
Switch(config-pmap-c)# exit
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次の例では、policymap2 という名前のポリシーマップで複数のクラスを設定する方法を示します。
Switch(config)# policy-map policymap2
Switch(config-pmap)# class class1
Switch(config-pmap-c)# set ip dscp 10
Switch(config-pmap-c)# police 100000 20000 exceed-action policed-dscp-transmit
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# class class2
Switch(config-pmap-c)# trust dscp
Switch(config-pmap-c)# police 100000 20000 exceed-action drop
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# class class3
Switch(config-pmap-c)# set ip dscp 0
Switch(config-pmap-c)# exit

次の例では、デュアルレベル ポリシーマップを作成して SVI に適用する方法を示します。
Switch(config)# class-map cm-non-int
Switch(config-cmap)# match access-group 101
Switch(config-cmap)# exit
Switch(config)# class-map cm-non-int-2
Switch(config-cmap)# match access-group 102
Switch(config-cmap)# exit
Switch(config)# class-map cm-test-int
Switch(config-cmap)# match input-interface gigabitethernet1/0/1 - gigabitethernet1/0/2
Switch(config-cmap)# exit
Switch(config)# policy-map pm-test-int
Switch(config-pmap)# class cm-test-int
Switch(config-pmap-c)# police 18000000 8000 exceed-action drop
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# exit
Switch(config)# policy-map pm-test-pm-2
Switch(config-pmap)# class cm-non-int
Switch(config-pmap-c)# set dscp 7
Switch(config-pmap-c)# service-policy pm-test-int
Switch(config-pmap)# class cm-non-int-2
Switch(config-pmap-c)# set dscp 15
Switch(config-pmap-c)# service-policy pm-test-int
Switch(config-pmap-c)# end
Switch(config-cmap)# exit
Switch(config)# interface vlan 10
Switch(config-if)# service-policy input pm-test-pm-2

次の例では、policymap2 を削除する方法を示します。
Switch(config)# no policy-map policymap2

設定を確認するには、show policy-map 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
class

説明

class-map

名前を指定したクラスとパケットとの比較に使用されるクラ
ス マップを作成します。

policy-map

複数のポートに適用することによってサービス ポリシーを
指定することができるポリシーマップを作成、または変更し
ます。

service-policy（インターフェイス
コンフィギュレーション）
show policy-map

ポートにポリシーマップを適用します。

トラフィック ポリシーを作成または変更するクラスの名前
を指定します。

QoS（Quality Of Service）ポリシーマップを表示します。
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port-channel load-balance
EtherChannel のポート間で負荷分散方式を設定するには、port-channel load-balance グローバル コ
ンフィギュレーション コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形
式を使用します。
port-channel load-balance {dst-ip | dst-mac | src-dst-ip | src-dst-mac | src-ip | src-mac}
no port-channel load-balance

シンタックスの説明

dst-ip

宛先ホストの IP アドレスに基づいた負荷分散

dst-mac

宛先ホストの MAC（メディア アクセス制御）アドレスに基づいた負荷分散。
同一の宛先に対するパケットは同一のポートに送信され、異なる宛先のパ
ケットはチャネルの異なるポートに送信されます。

src-dst-ip

送信元および宛先ホストの IP アドレスに基づいた負荷分散

src-dst-mac

送信元および宛先ホストの MAC アドレスに基づいた負荷分散

src-ip

送信元ホストの IP アドレスに基づいた負荷分散

src-mac

送信元 MAC アドレスに基づいた負荷分散。異なるホストからのパケットは、
チャネルで異なるポートを使用し、同一のホストからのパケットは同一の
ポートを使用します。

デフォルト

デフォルトの方式は、src-mac です。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

例

変更内容
このコマンドが導入されました。

これらの転送方式の使用に関する情報については、このリリースに対応するソフトウェア ガイドの
「Configuring EtherChannels」を参照してください。
次の例では、負荷分散方式を dst-mac に設定する方法を示します。
Switch(config)# port-channel load-balance dst-mac

show running-config または show etherchannel load-balance 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定
を確認することができます。
関連コマンド

コマンド
interface port-channel

説明

show etherchannel

チャネルの EtherChannel 情報を表示します。

show running-config

稼働設定を表示します。構文情報については、次の URL の「Cisco IOS
Release 12.2 Command Reference」に表示されるページを参照してくださ
い。
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1835/prod_command_re
ference_list.html

ポート チャネルへのアクセスや、ポート チャネルの作成を行います。

「Cisco IOS Commands Master List, Release 12.2」を選択するとコマンド
が表示されます。
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priority
完全優先キュー（Low Latency Queuing [LLQ; 低遅延キューイング ]）をイネーブルにし、Enhanced
Services（ES）ポートに適用された階層ポリシーマップに属するトラフィックのクラスにプライオ
リティを設定するには、priority ポリシーマップ クラス コンフィギュレーションコマンドを使用し
ます。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
priority
no priority

シンタックスの説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

完全優先キューはディセーブルです。

コマンド モード

ポリシーマップ クラス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容

12.2(25)EY

階層サービス ポリシーは、ES ポートで受信される着信トラフィックに適
用できます。

使用上のガイドライン

このコマンドが導入されました。

priority コマンドは、ES ポートに適用された階層ポリシーマップでのみ使用します。このコマンド
は、クラスレベルのクラスでのみ使用可能です。
このコマンドは、LLQ を設定し、Class-Based Weighted Fair Queuing（CBWFQ; クラスベース WFQ）
の完全優先キューイングを実行します。完全優先キューイングを使用すると、音声など、遅延に影
響されやすいデータを、他のキューのパケットより先に送信することができます。プライオリティ
キューは、空になるまで、優先して処理されます。
同一ポリシーマップ内の同一クラスで、bandwidth、queue-limit、random-detect、および shape ポ
リシーマップ クラス コンフィギュレーションコマンドと、priority ポリシーマップ クラス コンフィ
ギュレーションコマンドを一緒に使用することはできません。ただし、これらのコマンドを同一ポ
リシーマップ内で使用することはできます。
ポリシーマップ内では、1 つのクラスに対してのみプライオリティ ステータスを付与することがで
きます。
クラス ポリシー設定がされたポリシーマップをポートに適用してそのポートのサービス ポリシー
を保証する場合、利用可能な帯域幅が判別されます。
スイッチが輻輳している場合、ES ポートでプライオリティ トラフィックの損失を防ぐため、完全
優先キューイングと出力プライオリティ キューイングの両方の機能を設定できます。特定のトラ
フィック クラスを出力プライオリティ キューにマッピングする場合、自動的に完全優先キューに
置かれることはないので注意してください。priority ポリシーマップ クラス コンフィギュレーショ
ンコマンドと priority-queue out インターフェイス コンフィギュレーション コマンドの両方を設定
する必要があります。詳細は、「priority-queue」（p.2-280）を参照してください。
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例

次の例では、policy1 という名前のポリシーマップの LLQ をイネーブルにする方法を示します。
Switch(config)# policy-map policy1
Switch(config-pmap)# class voice
Switch(config-pmap-c)# priority

設定を確認するには、show policy-map 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
bandwidth

説明

class

トラフィック ポリシーを作成または変更するクラスの名前を指
定します。

policy-map

複数のポートに適用することによってサービス ポリシーを指定
することができるポリシーマップを作成、または変更します。

priority-queue

ポート上の出力プライオリティ キューをイネーブルにします。

queue-limit

ES ポートに適用されたポリシーマップのテール ドロップに対
して、最大しきい値を設定します。

random-detect

ES ポ ー ト に 適 用 さ れ た ポ リ シ ー マ ッ プ の Weighted Random
Early Detection（WRED; 重み付けランダム早期検出）を設定しま
す。

ES ポートに適用されたポリシーマップのクラスに割り当てら
れる最低帯域幅を指定、または修正します。

service-policy（ポリシーマップ サービス ポリシーを、ポリシーマップ内の QoS（Quality Of
クラス）
Service）ポリシーとして作成します。
shape
ES ポートに適用されたポリシーマップのトラフィック シェー
ピングをイネーブルにします。
show policy-map
QoS ポリシーマップを表示します。
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priority-queue
ポートの出力プライオリティ キューをイネーブルにするには、priority-queue インターフェイス コ
ンフィギュレーション コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形
式を使用します。
priority-queue out
no priority-queue out

シンタックスの説明

out

デフォルト

出力プライオリティ キューはディセーブルです。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX2

使用上のガイドライン

出力プライオリティ キューをイネーブルにします。

変更内容
このコマンドが導入されました。

priority-queue out コマンドを設定する場合、Shaped Round Robin（SRR）に参加している小さい
キューが 1 つあるため、SRR ウェイト比率が影響を受けます。つまり、srr-queue bandwidth shape
または srr-queue bandwidth share インターフェイス コンフィギュレーション コマンドの weight1 は
無視されます（比率計算に使用されません）。他のキューにサービスを提供する前に、SRR はプラ
イオリティ キューが空になるまでサービス提供します。
プライオリティ キューをイネーブルにする場合は、次の注意事項に従ってください。注意事項に従
わないと、出力キューは SRR ウェイトに基づいてサービスを提供されます。
•

出力プライオリティ キューがイネーブルになっている場合、キュー 1 の SRR シェーピングお
よび共有ウェイトを上書きします。

•

出力プライオリティ キューがディセーブルで、SRR シェーピングおよび共有ウェイトが設定さ
れている場合、シェーピング モードはキュー 1 の共有モードを上書きし、SRR はシェーピング
モードでこのキューにサービスを提供します。

•

出力プライオリティ キューがディセーブルで、SRR シェーピング ウェイトが設定されていな
い場合、SRR は共有モードでキューにサービスを提供します。

スイッチが輻輳している場合、Enhanced Services（ES）ポートでプライオリティ トラフィックの損
失を防ぐため、出力プライオリティ キューイングと完全優先キューイング（Low Latency Queueing
[LLQ; 低遅延キューイング ]）の両方の機能を設定できます。特定のトラフィック クラスを出力プ
ライオリティ キューにマッピングする場合、自動的に完全優先キューに置かれることはないので注
意してください。priority-queue out インターフェイス コンフィギュレーション コマンドと priority
ポリシーマップ クラス コンフィギュレーションコマンドの両方を設定する必要があります。詳細
は、
「priority」（p.2-278）を参照してください。
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例

次の例では、SRR ウェイトが設定されている場合に出力プライオリティ キューをイネーブルにす
る方法を示します。出力緊急キューは、設定された SRR ウェイトを上書きします。
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config-if)# srr-queue bandwidth shape 25 0 0 0
Switch(config-if)# srr-queue bandwidth share 30 20 25 25
Switch(config-if)# priority-queue out

次の例では、SRR シェーピングおよび共有ウェイトの設定後に出力プライオリティ キューをディ
セーブルにする方法を示します。シェーピング モードは共有モードを上書きします。
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config-if)# srr-queue bandwidth shape 25 0 0 0
Switch(config-if)# srr-queue bandwidth share 30 20 25 25
Switch(config-if)# no priority-queue out

show mls qos interface interface-id queueing または show running-config 特権 EXEC コマンドを入力す
れば、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド
show mls qos interface queueing

説明
キューイングの方針（SRR、プライオリティ キューイン
グ）
、キューに対応したウェイト、および CoS/ 出力キュー
マップを表示します。

srr-queue bandwidth shape

シェーピング ウェイトを割り当て、ポートにマッピングさ
れた 4 つの出力キュー上の帯域幅のシェーピングをイネー
ブルにします。

srr-queue bandwidth share

共有ウェイトを割り当て、ポートにマッピングされた 4 つ
の出力キュー上の帯域幅の共有をイネーブルにします。
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private-vlan
プライベート VLAN（仮想 LAN）を設定し、プライベート VLAN のプライマリ VLAN とセカンダ
リ VLAN の間のアソシエーションを設定するには、スイッチ スタックまたはスタンドアロン ス
イッチで private-vlan VLAN コンフィギュレーション コマンドを使用します。VLAN を通常の
VLAN 設定に戻す場合は、このコマンドの no 形式を使用します。
private-vlan {association [add | remove] secondary-vlan-list | community | isolated | primary}
no private-vlan {association | community | isolated | primary}
このコマンドは、スイッチ スタック マスターが拡張マルチレイヤ イメージ（EMI）を実行してい
る場合のみ使用できます。プライベート VLAN を設定する場合、スタック メンバーにも EMI を実
行させることを強く推奨します。

シンタックスの説明

（注）

association

プライマリ VLAN とセカンダリ VLAN の間にアソシエーションを作成し
ます。

secondary-vlan-list

プライベート VLAN のプライマリ VLAN と関連付ける 1 つまたは複数の
セカンダリ VLAN を指定します。

add

セカンダリ VLAN をプライマリ VLAN に関連付けます。

remove

セカンダリ VLAN とプライマリ VLAN の間のアソシエーションをクリア
します。

community

VLAN をコミュニティ VLAN として指定します。

isolated

VLAN をコミュニティ VLAN として指定します。

primary

VLAN をコミュニティ VLAN として指定します。

プライベート VLAN を設定する場合、スイッチが VTP 透過モードになっている必要があります。

デフォルト

デフォルトでは、プライベート VLAN は設定されていません。

コマンド モード

VLAN コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(25)EY

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

プライベート VLAN を設定する前に、VTP（VTP モード透過）をディセーブルにする必要がありま
す。プライベート VLAN を設定したあとは、VTP モードをクライアントまたはサーバに変更しな
いでください。
VTP はプライベート VALN 設定を伝播しません。レイヤ 2 ネットワークのすべてのスイッチでプ
ライベート VLAN を手動で設定し、レイヤ 2 データベースをマージして、プライベート VLAN ト
ラフィックのフラッディングを防止します。
プライベート VLAN 設定には、VLAN 1 または 1002 ～ 1005 の VLAN を含めることはできません。
拡張 VLAN（VLAN ID 1006 ～ 4094）は、プライベート VLAN に設定できます。
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セカンダリ（分離またはコミュニティ）VLAN は 1 つのプライマリ VLAN にのみ関連付けることが
できます。プライマリ VLAN は、1 つの分離 VLAN と、関連付けられた複数のコミュニティ VLAN
を保有できます。
•

セカンダリ VLAN をプライマリ VLAN として設定することはできません。

•

secondary_vlan_list パラメータには、スペースを含めることはできません。カンマで区切られた
複数の項目を含むことはできます。それぞれの項目には、単一プライベート VLAN ID または
ハイフンで区切ったプライベート VLAN ID の範囲を指定できます。リストには、1 つの分離
VLAN と複数のコミュニティ VLAN を含めることができます。

•

プライマリ VLAN またはセカンダリ VLAN のいずれかを削除した場合、その VLAN に関連付
けられたポートは非アクティブになります。

コミュニティ VLAN は、コミュニティ ポート間およびコミュニティ ポートから対応するプライマ
リ VLAN の混合ポートに、トラフィックを運びます。
分離 VLAN は、混合ポートとの通信に分離ポートが使用します。他のコミュニティ ポートや同じ
プライマリ VLAN ドメインの分離ポートにトラフィックを運ぶことはありません。
プライマリ VLAN は、ゲートウェイからプライベート ポートのカスタマー エンド ステーションに
トラフィックを運びます。
レイヤ 3 VLAN インターフェイス（SVI）はプライマリ VLAN にだけ設定します。レイヤ 3 VLAN
インターフェイス（SVI）をセカンダリ VLAN に設定することはできません。VLAN がセカンダリ
VLAN として設定されている間は、セカンダリ VLAN の SVI は非アクティブです。
VLAN コンフィギュレーションモードを終了するまで、private-vlan コマンドは有効になりません。
プライベート VLAN ポートを EtherChannel として設定しないでください。ポートがプライベート
VLAN 設定の一部である間は、その EtherChannel 設定は非アクティブです。
プライベート VLAN を Remote Switched Port Analyzer
（RSPAN）
VLAN として設定しないでください。
プライベート VLAN を音声 VLAN として設定しないでください。
プライベート VLAN の設定されたスイッチで、フォールバック ブリッジングを設定しないでくだ
さい。
プライベート VLAN には複数の VLAN が含まれますが、プライベート VLAN 全体に対して実行さ
れる STP インスタンスは 1 つだけです。セカンダリ VLAN がプライマリ VLAN に関連付けられて
いる場合、プライマリ VLAN の STP パラメータは、セカンダリ VLAN に伝播されます。
ホスト ポートおよび混合ポートの設定の詳細については、switchport mode private-vlan コマンドを
参照してください。

（注）

プライベート VLAN と他の機能との相互作用の詳細については、このリリースに対応するソフト
ウェア コンフィギュレーション ガイドを参照してください。
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次の例では、VLAN 20 をプライマリ VLAN として、VLAN 501 を分離 VLAN として、VLAN 502 と
503 をコミュニティ VLAN としてそれぞれ設定し、プライベート VLAN 内で関連付ける方法を示し
ます。

例

Switch# configure terminal
Switch(config)# vlan 20
Switch(config-vlan)# private-vlan
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# vlan 501
Switch(config-vlan)# private-vlan
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# vlan 502
Switch(config-vlan)# private-vlan
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# vlan 503
Switch(config-vlan)# private-vlan
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# vlan 20
Switch(config-vlan)# private-vlan
Switch(config-vlan)# end

primary

isolated

community

community

association 501-503

show vlan private-vlan または show interfaces status 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認
することができます。

関連コマンド

コマンド
show interfaces status

説明

show vlan private-vlan

プライベート VLAN およびスイッチで設定された VLAN アソシ
エーションを表示します。

switchport mode private-vlan

プライベート VLAN ポートをホスト ポートまたは混合ポートと
して設定します。

所属先 VLAN などインターフェイスのステータスを表示しま
す。
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private-vlan mapping
プライマリ VLAN とセカンダリ VLAN の両方が同じプライマリ VLAN Switch Virtual Interface
（SVI;
スイッチ仮想インターフェイス）を共有するように、プライベート VLAN のプライマリ VLAN と
セカンダリ VLAN の間のマッピングを作成するには、スイッチ スタックまたはスタンドアロン ス
イッチの SVI で private-vlan mapping インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用
します。SVI からプライベート VLAN マッピングを削除する場合は、このコマンドの no 形式を使
用します。
private-vlan mapping {[add | remove] secondary-vlan-list}
no private-vlan mapping
このコマンドは、スイッチ スタック マスターが拡張マルチレイヤ イメージ（EMI）を実行してい
る場合のみ使用できます。プライベート VLAN を設定する場合、スタック メンバーにも EMI を実
行させることを強く推奨します。

シンタックスの説明

（注）

secondary-vlan-list

プライマリ VLAN SVI にマッピングする 1 つ以上のセカンダリ VLAN を
指定します。

add

（任意）プライマリ VLAN SVI にセカンダリ VLAN をマッピングします。

remove

（任意）セカンダリ VLAN と プライマリ VLAN SVI の間のマッピングを削
除します。

プライベート VLAN を設定する場合、スイッチが VTP 透過モードになっている必要があります。

デフォルト

デフォルトでは、プライベート VLAN SVI マッピングは設定されていません。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(25)EY

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

プライマリ VLAN の SVI はレイヤ 3 で作成されます。
レイヤ 3 VLAN インターフェイス（SVI）はプライマリ VLAN にだけ設定します。レイヤ 3 VLAN
インターフェイス（SVI）をセカンダリ VLAN に設定することはできません。VLAN がセカンダリ
VLAN として設定されている間は、セカンダリ VLAN の SVI は非アクティブです。
secondary_vlan_list パラメータには、スペースを含めることはできません。カンマで区切られた複数
の項目を含むことはできます。それぞれの項目には、単一プライベート VLAN ID またはハイフン
で区切ったプライベート VLAN ID の範囲を指定できます。リストには、1 つの分離 VLAN と複数
のコミュニティ VLAN を含めることができます。
セカンダリ VLAN で受信されるトラフィックは、プライマリ VLAN の SVI によりルーティングさ
れます。
セカンダリ VLAN は 1 つのプライマリ SVI にのみマッピングできます。プライマリ VLAN をセカ
ンダリ VLAN として設定する場合、このコマンドで指定するすべての SVI はダウンします。
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有効なレイヤ 2 プライベート VLAN アソシエーションを持たない 2 つの VLAN 間のマッピングを
設定する場合、マッピング設定は無効になります。

次の例では、VLAN 20 のインターフェイスを VLAN 18 の SVI にマッピングする方法を示します。

例

Switch# configure terminal
Switch# interface vlan 18
Switch(config-if)# private-vlan mapping 20
Switch(config-vlan)# end

次の例では、VLAN 20 SVI を介したセカンダリ VLAN 303 から 305 および 307 からのセカンダリ
VLAN トラフィックのルーティングを許可する方法を示します。
Switch# configure terminal
Switch# interface vlan 20
Switch(config-if)# private-vlan mapping 303-305, 307
Switch(config-vlan)# end

設定を確認するには、show interfaces private-vlan mapping 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
show interfaces private-vlan mapping

説明
VLAN SVI のプライベート VLAN マッピング情報を
表示します。
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queue-limit
Enhanced Services（ES）ポートに適用された階層ポリシーマップのテール ドロップの最大しきい値
を設定するには、queue-limit ポリシーマップ クラス コンフィギュレーションコマンドを使用しま
す。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
queue-limit limit
no queue-limit

シンタックスの説明

limit

デフォルト

最大しきい値は 128 パケットです。

コマンド モード

ポリシーマップ クラス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容

12.2(25)EY

階層サービス ポリシーは、ES ポートで受信される着信トラフィックに適
用できます。

使用上のガイドライン

ES ポートのキューの最大しきい値。指定できる範囲は 1 ～ 32768 パケットで
す。

このコマンドが導入されました。

Class-Based Weighted Fair Queuing（CBWFQ; クラス ベース WFQ）では、クラスマップが定義され
るすべてのクラスについてキューが作成されます。クラスの一致基準に適合したパケットは、送信
されるまでクラスのために予約されたキューにキューイングされます。キューが適正なキュー プロ
セスによって処理される場合に、このようになります。クラスに対して定義した最大パケットしき
い値に達すると、クラス キューにキューイングされるそれ以後のパケットは、テール ドロップま
たは Weighted Random Early Detection（WRED; 重み付けランダム早期検出）メカニズムによってド
ロップされます。テール ドロップでは、パケットは最大しきい値を超過するまでキューイングさ
れ、超過した場合はすべてのパケットがドロップされます。
queue-limit コマンドは、ES ポートに適用された階層ポリシーマップでのみ使用します。このコマ
ンドは、クラスレベルのクラスでのみ使用可能です。
クラス ポリシーで queue-limit または random-detect ポリシーマップ クラス コンフィギュレーショ
ンコマンドを設定する場合、その前に bandwidth または shape ポリシーマップ クラス コンフィギュ
レーションコマンドを設定しておく必要があります。
テール ドロップを使用するクラス ポリシーを定義するには、queue-limit ポリシーマップ クラス コ
ンフィギュレーションコマンドを使用し、WRED パケット廃棄を使用するクラス ポリシーを定義
するには、random-detect ポリシーマップ クラス コンフィギュレーションコマンドを使用します。
同一クラス ポリシー内で queue-limit コマンドと random-detect コマンドを一緒に使用することは
できませんが、同一ポリシーマップ内の異なるクラス ポリシーでは 2 つのコマンドが混在してもか
まいません。
同一ポリシーマップ内の同一クラスで、bandwidth、queue-limit、random-detect、および shape ポ
リシーマップ クラス コンフィギュレーションコマンドと、priority ポリシーマップ クラス コンフィ
ギュレーションコマンドを一緒に使用することはできません。ただし、これらのコマンドを同一ポ
リシーマップ内で使用することはできます。
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次の例では、acl203 というクラスのための policy11 というポリシーマップを作成する方法を示しま
す。このクラスのポリシーでは、キューの最大しきい値は 30000 パケットに設定します。

例

Switch(config)# policy-map policy11
Switch(config-pmap)# class acl203
Switch(config-pmap-c)# bandwidth 2000
Switch(config-pmap-c)# queue-limit 30000

設定を確認するには、show policy-map 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
bandwidth

説明

class

トラフィック ポリシーを作成または変更するクラスの名前を指
定します。

policy-map

複数のポートに適用することによってサービス ポリシーを指定
することができるポリシーマップを作成、または変更します。

priority

完全優先キューをイネーブルにし、ES ポートに適用されたポリ
シーマップに属するトラフィックのクラスにプライオリティを
設定します。

random-detect

ES ポートに適用されたポリシーマップの WRED を設定します。

service-policy（ポリシーマップ
クラス）
show policy-map

サ ー ビス ポ リ シー を、ポリ シ ー マッ プ 内の QoS（Quality Of
Service）ポリシーとして作成します。

ES ポートに適用されたポリシーマップのクラスに割り当てら
れる最低帯域幅を指定、または修正します。

QoS ポリシーマップを表示します。

Catalyst 3750 Metro スイッチ コマンド リファレンス

2-288

OL-9645-04-J

第2章

Catalyst 3750 Metro スイッチ Cisco IOS コマンド
queue-set

queue-set
キューセットに対してポートをマッピングするには、queue-set インターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用し
ます。
queue-set qset-id
no queue-set qset-id

シンタックスの説明

qset-id

デフォルト

キューセット ID は 1 に設定されます。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

例

キューセットの ID。キューセットに属する各ポートの 4 つの出力キューのす
べての特性を定義します。指定できる範囲は 1 ～ 2 です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

次の例では、ポートをキューセット 2 にマッピングする方法を示します。
Switch(config)# interface fastethernet1/0/1
Switch(config-if)# queue-set 2

show mls qos interface [interface-id] buffers 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認すること
ができます。

関連コマンド

コマンド
mls qos queue-set output buffers

説明

mls qos queue-set output threshold

Weighted Tail-Drop（WTD）しきい値を設定し、バッファ
の可用性を保証し、キューセットに最大のメモリ割り当て
を設定します。

show mls qos interface buffers

バッファの割り当て状況を表示します。

キューセットに対しバッファを割り当てます。
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random-detect
Enhanced Services（ES）ポートに適用された階層ポリシーマップの Weighted Random Early Detection
（WRED; 重み付けランダム早期検出）をイネーブルにするには、random-detect ポリシーマップ ク
ラス コンフィギュレーションコマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの
no 形式を使用します。
random-detect [dscp-based | precedence-based]
no random detect [dscp-based | precedence-based]

シンタックスの説明

dscp-based

（任 意）廃 棄 ポ リ シ ー と し て Differentiated Services Code Point（DSCP;
DiffServ コード ポイント）ベースの WRED をイネーブルにします。WRED
では、廃棄の確率の計算に DSCP 値（IP Type of Service［ToS; サービス タ
イプ］バイトの最初の 6 ビット）を使用します。

precedence-based

（任意）廃棄ポリシーとして IP precedence ベースの WRED をイネーブルに
します。WRED では、廃棄の確率の計算に IP precedence 値を使用します。

WRED はディセーブルです。

デフォルト

dscp-based キーワードも precedence-based キーワードも入力しない場合、WRED は、パケットの廃
棄の確率の計算に IP precedence 値（デフォルト方式）を使用します。

コマンド モード

ポリシーマップ クラス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容

12.2(25)EY

階層サービス ポリシーは、ES ポートで受信される着信トラフィックに適
用できます。

使用上のガイドライン

このコマンドが導入されました。

WRED は輻輳回避メカニズムで、輻輳が発生したときにランダムにパケットをドロップすることに
より、トラフィックを緩和します。WRED は、出力ポートで輻輳の兆候が現れ始めると、選択的に
パケットをドロップすることにより、テール ドロップの発生を抑えます。WRED では、キューが
いっぱいになるまで待つのではなく、早期にパケットの一部がドロップされるため、一度に大量の
パケットがドロップされずにすみます。
random-detect コマンドは、ES ポートに適用された階層ポリシーマップでのみ使用します。このコ
マンドは、クラスレベルのクラスでのみ使用可能です。
クラス ポリシーで queue-limit または random-detect ポリシーマップ クラス コンフィギュレーショ
ンコマンドを設定する場合、その前に bandwidth または shape ポリシーマップ クラス コンフィギュ
レーションコマンドを設定しておく必要があります。
テ ー ル ド ロ ッ プ ま た は WRED パ ケ ッ ト 廃 棄 を 使 用 す る ク ラ ス ポ リ シ ー を 定 義 す る に は、
queue-limit ポリシーマップ クラス コンフィギュレーションコマンドまたは random-detect ポリ
シーマップ クラス コンフィギュレーションコマンドを使用します。同一クラス ポリシー内で
queue-limit コマンドと random-detect コマンドを一緒に使用することはできませんが、同一ポリ
シーマップ内の異なるクラス ポリシーでは 2 つのコマンドが混在してもかまいません。
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同一ポリシーマップ内の同一クラスで、bandwidth、queue-limit、random-detect、および shape ポ
リシーマップ クラス コンフィギュレーションコマンドと、priority ポリシーマップ クラス コンフィ
ギュレーションコマンドを一緒に使用することはできません。ただし、これらのコマンドを同一ポ
リシーマップ内で使用することはできます。
dscp-based キ ー ワ ー ド を 使 用 し た 場 合、廃 棄 確 率 の 計 算 に は DSCP 値 が 使 用 さ れ ま す。
precedence-based キーワードを使用した場合、廃棄確率の計算には IP precedence 値が使用されます。
dscp-based キーワードと precedence-based キーワードは、相互に排他的です。どちらの引数も指定
しない場合、廃棄確率の計算には IP precedence 値が使用されます（デフォルト方式）。
random-detect dscp-based コマンドは、random-detect dscp dscp min-threshold max-threshold
mark-prob-denominator コマンドで値を指定する前に入力する必要があります。random-detect
precedence-based コマンドは、random-detect precedence ip-precedence min-threshold max-threshold
mark-prob-denominator コマンドで値を指定する前に入力する必要があります。
ポリシーマップ コンフィギュレーションモードに戻るには、exit コマンドを使用します。特権 EXEC
モードに戻るには、end コマンドを使用します。

例

次の例では、class1 というクラスのためのポリシー仕様を規定した policy1 というポリシーマップを
設定する方法を示します。輻輳が発生している間、テール ドロップではなく、IP precedence ベース
の WRED パケット廃棄が使用されます。
Switch(config)# policy-map policy1
Switch(config-pmap)# class class1
Switch(config-pmap-c)# bandwidth 1000
Switch(config-pmap-c)# random-detect

次の例では、廃棄ポリシーとして DSCP ベースの WRED をイネーブルにする方法を示します。ク
ラス c1 には、DSCP 値 8 を使用します。DSCP 値 8 の最小しきい値は 24 で、最大しきい値は 40 で
す。マーク確率デノミネータは 512 です。最後のコマンドにより、サービス ポリシーがポートに適
用されます。
Switch(config)# class-map c1
Switch(config-cmap)# match ip dscp 8
Switch(config-cmap)# exit
Switch(config)# policy-map p1
Switch(config-pmap)# class c1
Switch(config-pmap-c)# bandwidth 48
Switch(config-pmap-c)# random-detect dscp-based
Switch(config-pmap-c)# random-detect dscp 8 24 40 512
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# end
Switch(config)# interface gigabitethernet1/1/1
Switch(config-if)# service-policy output p1

設定を確認するには、show policy-map 特権 EXEC コマンドを入力します。
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関連コマンド

コマンド
bandwidth

説明

class

トラフィック ポリシーを作成または変更するクラスの名前を
指定します。

policy-map

複数のポートに適用することによってサービス ポリシーを指
定することができるポリシーマップを作成、または変更しま
す。

priority

完全優先キューをイネーブルにし、ES ポートに適用されたポ
リシーマップに属するトラフィックのクラスにプライオリ
ティを設定します。

queue-limit

ES ポートに適用されたポリシーマップのテール ドロップに対
して、最大しきい値を設定します。

random-detect dscp

ES ポートに適用されたポリシーマップの Differentiated Service
Code Point（DSCP; DiffServ コード ポイント）ベースの WRED
を設定します。

random-detect
exponential-weighting-constant

ES ポートに適用されたポリシーマップのキューの平均キュー
サイズ計算のための、WRED 指数重量係数を設定します。

random-detect precedence

ES ポートに適用されたポリシーマップの IP precedence ベース
の WRED を設定します。

service-policy（ポリシーマップ
クラス）
shape

サービス ポリシーを、ポリシーマップ内の QoS（Quality Of
Service）ポリシーとして作成します。

show policy-map

QoS ポリシーマップを表示します。

ES ポートに適用されたポリシーマップのクラスに割り当てら
れる最低帯域幅を指定、または修正します。

ES ポートに適用されたポリシーマップのトラフィック シェー
ピングをイネーブルにします。
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random-detect dscp
Enhanced Services（ES）ポートに適用された階層ポリシーマップの、Differentiated Services Code Point
（DSCP; DiffServ コード ポイント）ベースの Weighted Random Early Detection（WRED; 重み付けラン
ダム早期検出）を設定するには、random-detect dscp ポリシーマップ クラス コンフィギュレーショ
ンコマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
random-detect dscp dscp min-threshold max-threshold mark-prob-denominator
no random detect dscp dscp

シンタックスの説明

dscp min-threshold
max-threshold
mark-prob-denominator

DSCP 値のための、パケットしきい値、マーク確率値などの WRED 設
定を指定します。次のオプションを指定します。
•

dscp ― DSCP 値。指定できる範囲は 0 ～ 63 です。一般的に使用す
る値に対してはニーモニック名を入力することもできます。詳細
は、
「使用上の注意事項」のセクションを参照してください。

•

min-threshold ― パケットの最小しきい値。指定できる範囲は 1 ～
32768 です。平均キュー サイズが最小しきい値に達すると、WRED
で、指定の DSCP 値を持つ一部のパケットがランダムにドロップさ
れます。

•

max-threshold ― パケットの最大しきい値。指定できる範囲は 1 ～
32768 です。平均キ ュー サ イズが最大し きい値を超過 すると、
WRED で、指定の DSCP 値を持つパケットがすべてドロップされ
ます。

•

mark-prob-denominator ― 平均キュー サイズが最大しきい値に達し
たときにドロップされるパケットの部分のデノミネータ。指定でき
る範囲は 1 ～ 65535 です。たとえば、デノミネータが 512 の場合、
キューが最大しきい値に達したときに、512 パケットにつき 1 つの
パケットがドロップされます。パケット廃棄確率は、最小しきい
値、最大しきい値、およびマーク確率デノミネータが基準となりま
す。デフォルトは 10 です。つまり、最大しきい値に達したときに、
10 パケットにつき 1 つのパケットがドロップされます。

デフォルト

WRED がパケット廃棄確率の計算に DSCP 値を使用している場合、DSCP テーブルのすべてのエン
トリが、表 2-15 に示すデフォルト設定で初期化されます。min-threshold のデフォルトは 64 パケッ
トで、max-threshold のデフォルトは 128 パケットです。

コマンド モード

ポリシーマップ クラス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容

12.2(25)EY

階層サービス ポリシーは、ES ポートで受信される着信トラフィックに適
用できます。

使用上のガイドライン

このコマンドが導入されました。

WRED は輻輳回避メカニズムで、輻輳が発生したときにランダムにパケットをドロップすることに
より、トラフィックを緩和します。WRED は、出力ポートで輻輳の兆候が現れ始めると、選択的に
パケットをドロップすることにより、テール ドロップの発生を抑えます。WRED では、キューが
いっぱいになるまで待つのではなく、早期にパケットの一部がドロップされるため、一度に大量の
パケットがドロップされずにすみます。
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random-detect dscp コマンドは、ES ポートに適用された階層ポリシーマップでのみ使用します。こ
のコマンドは、クラスレベルのクラスでのみ使用可能です。
クラス ポリシーで queue-limit または random-detect ポリシーマップ クラス コンフィギュレーショ
ンコマンドを設定する場合、その前に bandwidth または shape ポリシーマップ クラス コンフィギュ
レーションコマンドを設定しておく必要があります。
テ ー ル ド ロ ッ プ ま た は WRED パ ケ ッ ト 廃 棄 を 使 用 す る ク ラ ス ポ リ シ ー を 定 義 す る に は、
queue-limit ポリシーマップ クラス コンフィギュレーションコマンドまたは random-detect ポリ
シーマップ クラス コンフィギュレーションコマンドを使用します。同一クラス ポリシー内で
queue-limit コマンドと random-detect コマンドを一緒に使用することはできませんが、同一ポリ
シーマップ内の異なるクラス ポリシーでは 2 つのコマンドが混在してもかまいません。
同一ポリシーマップ内の同一クラスで、bandwidth、queue-limit、random-detect、および shape ポ
リシーマップ クラス コンフィギュレーションコマンドと、priority ポリシーマップ クラス コンフィ
ギュレーションコマンドを一緒に使用することはできません。ただし、これらのコマンドを同一ポ
リシーマップ内で使用することはできます。
random-detect dscp-based コ マ ン ド は、random-detect dscp dscp min-threshold max-threshold
mark-prob-denominator コマンドで値を指定する前に入力する必要があります。
dscp dscp オプションでは、Assured Forwarding（AF）コード ポイント、Expedited Forwarding（EF）
コード ポイント、および Class Selector（CS）値でよく使用する値にニーモニック名を入力するこ
とができます。たとえば、dscp af11 コマンドを、dscp 10 コマンドとして入力しても同じ結果にな
ります。サポートされているニーモニックの一覧に関しては、random-detect dscp ? コマンドを入
力し、コマンドラインのヘルプ ストリングを参照してください。
AF コード ポイントを使用すると、ドメインで、他のドメイン（カスタマーなど）から受信する IP
パケットに 4 つのレベル（4 種類の AF クラス）の転送保証を利用することが可能になります。4 種
類の AF クラスのそれぞれに、一定の転送サービス（バッファ スペースおよび帯域幅）が割り当て
られます。
各 AF クラス内で、IP パケットには 3 種類の廃棄優先順位の値のいずれか（2 進数の 2 [010]、4 [100]、
または 6 [110]）が割り当てられます。これは、DSCP ヘッダーの下位 3 ビットで表現されます。輻
輳したネットワーク環境では、パケットの廃棄優先順位の値によって、AF クラス内でのパケット
の重要度が決まります。廃棄優先順位の値が高いパケットは、廃棄優先順位の値が低いパケットよ
りも先にドロップされます。IP DSCP 値の上位 3 ビットでは AF クラスが規定され、下位 3 ビット
では廃棄確率が規定されます。
通常、EF コード ポイントは、優先順位が高く、速く処理する必要のあるデータのマーキングに使
用されます。EF コード ポイント マーキングは、IP precedence の最高値に等しいため、EF コード ポ
イントの優先度の値は常に 7 になります。
CS 値は、IP precedence 値と同じ値になります（たとえば、cs1 は IP precedence1 と同じです）
。
min-threshold には、リンク使用状況が最大になるような値を設定します。最小しきい値が低すぎる
と、不必要にパケットがドロップされ、送信リンクが十分利用できないことがあります。最大しき
い値と最小しきい値は、TCP ホストのグローバル同期が発生しない程度に離す必要があります。グ
ローバル同期は、複数の TCP ホストにより送信レートが低下することによって発生します。最大し
きい値と最小しきい値の差が小さすぎると、一度に大量のパケットがドロップされ、グローバル同
期が発生することがあります。
ポリシーマップ コンフィギュレーションモードに戻るには、exit コマンドを使用します。特権 EXEC
モードに戻るには、end コマンドを使用します。
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表 2-15 に、特定の DSCP 値に対して random-detect dscp コマンドで使用されるデフォルト設定を一
覧表示します。表の最終行（default の行）に示すのは、表に特に示されていない DSCP 値に対して
使用されるデフォルト設定です。
表 2-15

例

random-detect dscp のデフォルト設定

DSCP（優先順位）

最小しきい値

最大しきい値

マーク確率

af11

32

40

1/10

af12

28

40

1/10

af13

24

40

1/10

af21

32

40

1/10

af22

28

40

1/10

af23

24

40

1/10

af31

32

40

1/10

af32

28

40

1/10

af33

24

40

1/10

af41

32

40

1/10

af42

28

40

1/10

af43

24

40

1/10

cs1

22

40

1/10

cs2

24

40

1/10

cs3

26

40

1/10

cs4

28

40

1/10

cs5

30

40

1/10

cs6

32

40

1/10

cs7

34

40

1/10

ef

36

40

1/10

rsvp

36

40

1/10

default

20

40

1/10

次の例では、廃棄ポリシーとして DSCP ベースの WRED をイネーブルにする方法を示します。ク
ラス c1 には、DSCP 値 8 を使用します。DSCP 値 8 の最小しきい値は 24 で、最大しきい値は 40 で
す。マーク確率デノミネータは 512 です。最後のコマンドにより、サービス ポリシーがポートに適
用されます。
Switch(config)# class-map c1
Switch(config-cmap)# match ip dscp 8
Switch(config-cmap)# exit
Switch(config)# policy-map p1
Switch(config-pmap)# class c1
Switch(config-pmap-c)# bandwidth 48
Switch(config-pmap-c)# random-detect dscp-based
Switch(config-pmap-c)# random-detect dscp 8 24 40 512
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# end
Switch(config)# interface gigabitethernet1/1/1
Switch(config-if)# service-policy input p1

設定を確認するには、show policy-map 特権 EXEC コマンドを入力します。
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関連コマンド

コマンド
bandwidth

説明

class

トラフィック ポリシーを作成または変更するクラスの名前を
指定します。

policy-map

複数のポートに適用することによってサービス ポリシーを指
定することができるポリシーマップを作成、または変更しま
す。

priority

完全優先キューをイネーブルにし、ES ポートに適用されたポ
リシーマップに属するトラフィックのクラスにプライオリ
ティを設定します。

queue-limit

ES ポートに適用されたポリシーマップのテール ドロップに
対して、最大しきい値を設定します。

random-detect

ES ポートに適用されたポリシーマップの WRED をイネーブ
ルにします。

random-detect
exponential-weighting-constant

ES ポートに適用されたポリシーマップのキューの平均キュー
サイズ計算のための、WRED 指数重量係数を設定します。

service-policy（ポリシーマップ
クラス）
shape

サービス ポリシーを、ポリシーマップ内の QoS（Quality Of
Service）ポリシーとして作成します。

show policy-map

QoS ポリシーマップを表示します。

ES ポートに適用されたポリシーマップのクラスに割り当てら
れる最低帯域幅を指定、または修正します。

ES ポ ー ト に 適 用 さ れ た ポ リ シ ー マ ッ プ の ト ラ フ ィ ッ ク
シェーピングをイネーブルにします。
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random-detect exponential-weighting-constant
Enhanced Services（ES）ポートに適用された出力ポリシーマップのキューの平均キューサイズ計算
のための、Weighted Random Early Detection（WRED; 重み付きランダム早期検出）指数重量係数を
設定するには、random-detect exponential-weighting-constant ポリシーマップ クラス コンフィギュ
レーションコマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用し
ます。
random-detect exponential-weighting-constant weight
no random detect exponential-weighting-constant

シンタックスの説明

weight

デフォルト

デフォルト値は 9 です。

コマンド モード

ポリシーマップ クラス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容

12.2(25)EY

階層サービス ポリシーは、ES ポートで受信される着信トラフィックに適
用できます。

使用上のガイドライン

WRED の平均キューサイズ計算のための指数重量係数を設定します。指定
できる範囲は 1 ～ 16 です。

このコマンドが導入されました。

WRED は輻輳回避メカニズムで、輻輳が発生したときにランダムにパケットをドロップすることに
より、トラフィックを緩和します。WRED は、出力ポートで輻輳の兆候が現れ始めると、選択的に
パケットをドロップすることにより、テール ドロップの発生を抑えます。WRED では、キューが
いっぱいになるまで待つのではなく、早期にパケットの一部がドロップされるため、一度に大量の
パケットがドロップされずにすみます。
random-detect exponential-weighting-constant コマンドは、ES ポートに適用された階層ポリシー
マップでのみ使用します。このコマンドは、クラスレベルのクラスでのみ使用可能です。
クラス ポリシーで queue-limit または random-detect ポリシーマップ クラス コンフィギュレーショ
ンコマンドを設定する場合、その前に bandwidth または shape ポリシーマップ クラス コンフィギュ
レーションコマンドを設定しておく必要があります。
テ ー ル ド ロ ッ プ ま た は WRED パ ケ ッ ト 廃 棄 を 使 用 す る ク ラ ス ポ リ シ ー を 定 義 す る に は、
queue-limit ポリシーマップ クラス コンフィギュレーションコマンドまたは random-detect ポリ
シーマップ クラス コンフィギュレーションコマンドを使用します。同一クラス ポリシー内で
queue-limit コマンドと random-detect コマンドを一緒に使用することはできませんが、同一ポリ
シーマップ内の異なるクラス ポリシーでは 2 つのコマンドが混在してもかまいません。
同一ポリシーマップ内の同一クラスで、bandwidth、queue-limit、random-detect、および shape ポ
リシーマップ クラス コンフィギュレーションコマンドと、priority ポリシーマップ クラス コンフィ
ギュレーションコマンドを一緒に使用することはできません。ただし、これらのコマンドを同一ポ
リシーマップ内で使用することはできます。
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指数重量定数に高い値を選択すると、キューサイズが均一に近づきます。サイズの急激な変化が回
避されるため、平均キューサイズの急速な変化がなくなります。WRED 処理では、パケットのド
ロップ開始は遅くなりますが、実際のキューサイズが最小しきい値以下に低下したあともパケット
のドロップが続くことがあります。ゆっくりと平均が移行するため、トラフィックの一時的なバー
ストが緩和されます。
指数重量定数に低い値を選択すると、平均キューサイズが現在のキューサイズに近くなります。そ
の結果、平均はトラフィック レベルの変化を受けて変動します。この場合、WRED プロセスは長
いキューにすばやく反応します。キューが最小しきい値未満になると、プロセスはパケットのド
ロップを停止します。値が低すぎると、WRED は一時的なトラフィック バーストに過剰反応し、不
必要にトラフィックをドロップします。

（注）

デフォルトの WRED 指数重量定数値は、利用可能な最良データを基準とします。値を変更するこ
とによりアプリケーションでのメリットがあると判断した場合を除いて、パラメータをデフォルト
値から変更しないようにすることを推奨します。

ポリシーマップ コンフィギュレーションモードに戻るには、exit コマンドを使用します。特権 EXEC
モードに戻るには、end コマンドを使用します。

例

次の例では、policy10 というポリシーマップに含まれる acl10 というクラスのためのポリシーを設
定する方法を示します。クラス acl101 には、次のような特性があります。輻輳の発生時にこのクラ
スに最低 2000 Kbps の帯域幅が使用され、平均キューサイズの計算に重量係数 10 が使用されます。
輻輳回避のため、テール ドロップではなく、WRED パケット廃棄が使用されます。レベル 0 ～ 2 の
ために IP precedence をリセットします。
Switch(config)# policy-map policy10
Switch(config-pmap)# class acl10
Switch(config-pmap-c)# bandwidth 2000
Switch(config-pmap-c)# random-detect
Switch(config-pmap-c)# random-detect exponential-weighting-constant 10
Switch(config-pmap-c)# random-detect precedence 0 32 256 100
Switch(config-pmap-c)# random-detect precedence 1 64 256 100
Switch(config-pmap-c)# random-detect precedence 2 96 256 100

次の例では、class1 というクラスのためのポリシー仕様を規定した policy1 というポリシーマップを
設定する方法を示します。輻輳が発生している間、テール ドロップではなく、WRED パケット廃
棄が使用されます。クラス class1 のキューの平均キューサイズ計算に使用する重量係数は 12 です。
Switch(config)# class-map class1
Switch(config-cmap)# match access-group 12
Switch(config-cmap)# exit
Switch(config)# policy-map policy1
Switch(config-pmap)# class class1
Switch(config-pmap-c)# bandwidth 1000
Switch(config-pmap-c)# random-detect
Switch(config-pmap-c)# random-detect exponential-weighting-constant 12

設定を確認するには、show policy-map 特権 EXEC コマンドを入力します。
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関連コマンド

コマンド
bandwidth

説明

class

トラフィック ポリシーを作成または変更するクラスの名前を
指定します。

policy-map

複数のポートに適用することによってサービス ポリシーを指
定することができるポリシーマップを作成、または変更します。

priority

完全優先キューをイネーブルにし、ES ポートに適用されたポリ
シーマップに属するトラフィックのクラスにプライオリティを
設定します。

queue-limit

ES ポートに適用されたポリシーマップのテール ドロップに対
して、最大しきい値を設定します。

random-detect

ES ポートに適用されたポリシーマップの WRED をイネーブル
にします。

random-detect dscp

ES ポートに適用されたポリシーマップの Differentiated Service
Code Point（DSCP; DiffServ コード ポイント）ベースの WRED
を設定します。

random-detect precedence

ES ポートに適用されたポリシーマップの IP precedence ベース
の WRED を設定します。

ES ポートに適用されたポリシーマップのクラスに割り当てら
れる最低帯域幅を指定、または修正します。

service-policy（ポリシーマップ サービス ポリシーを、ポリシーマップ内の QoS（Quality Of
クラス）
Service）ポリシーとして作成します。
shape
ES ポートに適用されたポリシーマップのトラフィック シェー
ピングをイネーブルにします。
show policy-map
QoS ポリシーマップを表示します。
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random-detect precedence
Enhanced Services（ES）ポートに適用された階層ポリシーマップの、IP precedence ベースの Weighted
Random Early Detection（WRED; 重 み 付 け ラ ン ダ ム 早 期 検 出）を 設 定 す る に は、random-detect
precedence ポリシーマップ クラス コンフィギュレーションコマンドを使用します。デフォルト設
定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
random-detect precedence ip-precedence min-threshold max-threshold mark-prob-denominator
no random detect precedence ip-precedence

シンタックスの説明

ip-precedence min-threshold
max-threshold
mark-prob-denominator

IP precedence 値のための、パケットしきい値、マーク確率値などの
WRED 設定を指定します。次のオプションを指定します。
•

ip-precedence ― IP precedence 値。指定できる範囲は 0 ～ 7 です。

•

min-threshold ― パケットの最小しきい値。指定できる範囲は 1 ～
32768 で す。平 均 キ ュ ー サ イ ズ が 最 小 し き い 値 に 達 す る と、
WRED で、指定の IP precedence 値を持つ一部のパケットがラン
ダムにドロップされます。

•

max-threshold ― パケットの最大しきい値。指定できる範囲は 1 ～
32768 です。平均キュー サイズが最大しきい値を超過すると、
WRED で、指定の IP precedence 値を持つパケットがすべてドロッ
プされます。

•

mark-prob-denominator ― 平均キュー サイズが最大しきい値に達
したときにドロップされるパケットの部分のデノミネータ。指定
できる範囲は 1 ～ 65535 です。たとえば、デノミネータが 512 の
場合、キューが最大しきい値に達したときに、512 パケットにつ
き 1 つのパケットがドロップされます。デフォルトは 10 です。
つまり、最大しきい値に達したときに、10 パケットにつき 1 つ
のパケットがドロップされます。

すべての IP precedence について、mark-prob-denominator のデフォルトは 10 です。min-threshold の
デフォルトは 64 パケット、max-threshold のデフォルトは 128 パケットです。

デフォルト

デフォルト min-threshold は、
表 2-16 に一覧表示する IP precedence によって決まります。IP precedence
0 の min-threshold は、max-threshold の半分になります。残りの IP precedence の値は、max-threshold
の半分から max-threshold までの間に、等間隔に分類されます。

コマンド モード

ポリシーマップ クラス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容

12.2(25)EY

階層サービス ポリシーは、ES ポートで受信される着信トラフィックに適
用できます。

使用上のガイドライン

このコマンドが導入されました。

WRED は輻輳回避メカニズムで、輻輳が発生したときにランダムにパケットをドロップすることに
より、トラフィックを緩和します。WRED は、出力ポートで輻輳の兆候が現れ始めると、選択的に
パケットをドロップすることにより、テール ドロップの発生を抑えます。WRED では、キューが
いっぱいになるまで待つのではなく、早期にパケットの一部がドロップされるため、一度に大量の
パケットがドロップされずにすみます。
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random-detect precedence コマンドは、ES ポートに適用された階層ポリシーマップでのみ使用しま
す。このコマンドは、クラスレベルのクラスでのみ使用可能です。
クラス ポリシーで queue-limit または random-detect ポリシーマップ クラス コンフィギュレーショ
ンコマンドを設定する場合、その前に bandwidth または shape ポリシーマップ クラス コンフィギュ
レーションコマンドを設定しておく必要があります。
テ ー ル ド ロ ッ プ ま た は WRED パ ケ ッ ト 廃 棄 を 使 用 す る ク ラ ス ポ リ シ ー を 定 義 す る に は、
queue-limit ポリシーマップ クラス コンフィギュレーションコマンドまたは random-detect ポリ
シーマップ クラス コンフィギュレーションコマンドを使用します。同一クラス ポリシー内で
queue-limit コマンドと random-detect コマンドを一緒に使用することはできませんが、同一ポリ
シーマップ内の異なるクラス ポリシーでは 2 つのコマンドが混在してもかまいません。
同一ポリシーマップ内の同一クラスで、bandwidth、queue-limit、random-detect、および shape ポ
リシーマップ クラス コンフィギュレーションコマンドと、priority ポリシーマップ クラス コンフィ
ギュレーションコマンドを一緒に使用することはできません。ただし、これらのコマンドを同一ポ
リシーマップ内で使用することはできます。
random-detect precedence-based コマンドは、random-detect precedence ip-precedence min-threshold
max-threshold mark-prob-denominator コマンドで値を指定する前に入力する必要があります。
WRED でドロップするパケットを決定する際に IP precedence を無視するようにするには、各 IP
precedence に同じパラメータで random-detect precedence コマンドを入力します。最小しきい値お
よび最大しきい値には、妥当な値を設定するようにしてください。
min-threshold には、リンク使用状況が最大になるような値を設定します。最小しきい値が低すぎる
と、不必要にパケットがドロップされ、送信リンクが十分利用できないことがあります。最大しき
い値と最小しきい値は、TCP ホストのグローバル同期が発生しない程度に離す必要があります。グ
ローバル同期は、複数の TCP ホストにより送信レートが低下することによって発生します。最大し
きい値と最小しきい値の差が小さすぎると、一度に大量のパケットがドロップされ、グローバル同
期が発生することがあります。
ポリシーマップ コンフィギュレーションモードに戻るには、exit コマンドを使用します。特権 EXEC
モードに戻るには、end コマンドを使用します。
表 2-16 に、各 IP precedence のデフォルト最小しきい値を示します。
表 2-16

（注）

デフォルト WRED 最小しきい値

IP precedence

WRED 最小しきい値

0

9/18

1

10/18

2

11/18

3

12/18

4

13/18

5

14/18

6

15/18

7

16/18

RSVP

17/18

デフォルトの WRED パラメータ値は、利用可能な最良データを基準とします。値を変更すること
によりアプリケーションでのメリットがあると判断した場合を除いて、パラメータをデフォルト値
から変更しないようにすることを推奨します。
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次の例では、廃棄ポリシーとして IP precedence ベースの WRED をイネーブルにする方法を示しま
す。クラス c1 には、IP precedence 値 3 を使用します。IP precedence 値 3 の最小しきい値は 24 で、
最大しきい値は 40 です。マーク確率デノミネータは 512 です。最後のコマンドにより、サービス
ポリシーがポートに適用されます。

例

Switch(config)# class-map c1
Switch(config-cmap)# match ip precedence 3
Switch(config-cmap)# exit
Switch(config)# policy-map p1
Switch(config-pmap)# class c1
Switch(config-pmap-c)# bandwidth 48
Switch(config-pmap-c)# random-detect precedence-based
Switch(config-pmap-c)# random-detect precedence 3 24 40 512
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# end
Switch(config)# interface gigabitethernet1/1/1
Switch(config-if)# service-policy output p1

設定を確認するには、show policy-map 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
bandwidth

説明

class

トラフィック ポリシーを作成または変更するクラスの名前を
指定します。

policy-map

複数のポートに適用することによってサービス ポリシーを指
定することができるポリシーマップを作成、または変更します。

priority

完全優先キューをイネーブルにし、ES ポートに適用されたポリ
シーマップに属するトラフィックのクラスにプライオリティを
設定します。

queue-limit

ES ポートに適用されたポリシーマップのテール ドロップに対
して、最大しきい値を設定します。

random-detect

ES ポートに適用されたポリシーマップの WRED をイネーブル
にします。

random-detect
exponential-weighting-constant

ES ポートに適用されたポリシーマップのキューの平均キュー
サイズ計算のための、WRED 指数重量係数を設定します。

service-policy（ポリシーマップ
クラス）
shape

サービス ポリシーを、ポリシーマップ内の QoS（Quality Of
Service）ポリシーとして作成します。

show policy-map

ES ポートに適用されたポリシーマップのクラスに割り当てら
れる最低帯域幅を指定、または修正します。

ES ポートに適用されたポリシーマップのトラフィック シェー
ピングをイネーブルにします。
QoS ポリシーマップを表示します。
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rcommand
Telnet セッションを開始し、クラスタ コマンド スイッチからクラスタ メンバー スイッチのコマン
ドを実行するには、rcommand ユーザ EXEC コマンドを使用します。セッションを終了する場合は、
exit コマンドを入力します。
rcommand {n | commander | mac-address hw-addr}

シンタックスの説明

n

クラスタ メンバーを識別する番号を提供します。指定できる範囲は 0 ～
15 です。

commander

クラスタ メンバー スイッチからクラスタ コマンド スイッチへアクセスで
きるようにします。

mac-address hw-addr

クラスタ メンバー スイッチの MAC（メディア アクセス制御）アドレス

コマンド モード

ユーザ EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

このコマンドは、クラスタ コマンド スイッチでのみ実行できます。
スイッチがクラスタ コマンド スイッチで、クラスタ メンバー スイッチ n が存在していない場合、
エラー メッセージが表示されます。スイッチ番号を取得するには、クラスタ コマンド スイッチで
show cluster members 特権 EXEC コマンドを入力します。
このコマンドを使用してクラスタ コマンド スイッチ プロンプトからクラスタ メンバー スイッチ
にアクセスしたり、メンバー スイッチ プロンプトからクラスタ コマンド スイッチにアクセスした
りすることができます。
Catalyst 2900 XL、3500 XL、2950、2970、3550、3750 の各スイッチ、および Catalyst 3750 Metro ス
イッチの場合、Telnet セッションは、クラスタ コマンド スイッチと同じ権限レベルでメンバー ス
イッチ CLI（コマンドライン インターフェイス）にアクセスします。たとえば、このコマンドをク
ラスタ コマンド スイッチからユーザ レベルで入力した場合、メンバー スイッチはユーザ レベルで
アクセスされます。このコマンドをクラスタ コマンド スイッチからイネーブル レベルで使用した
場合、コマンドはイネーブル レベルでリモート デバイスにアクセスします。権限レベルよりも低
い中間イネーブル レベルを使用した場合、クラスタ メンバー スイッチはユーザ レベルとなります。
Standard Edition ソフトウェアが稼働している Catalyst 1900 および Catalyst 2820 スイッチの場合、ク
ラスタ コマンド スイッチの権限レベルが 15 であれば、Telnet セッションはメニュー コンソール
（メニュー方式インターフェイス）にアクセスします。クラスタ コマンド スイッチの権限レベルが
1 であれば、パスワードの入力を要求するプロンプトが表示され、入力後にメニュー コンソールに
アクセスできます。クラスタ コマンド スイッチの権限レベルは、Standard Edition ソフトウェアが
稼働しているクラスタ メンバー スイッチに次のようにマッピングします。
•

クラスタ コマンド スイッチの権限レベルが 1 ～ 14 である場合、クラスタ メンバー スイッチ
へのアクセスは権限レベル 1 で行われます。

•

クラスタ コマンド スイッチの権限レベルが 15 である場合、クラスタ メンバー スイッチへの
アクセスは権限レベル 15 で行われます。

Catalyst 1900 および Catalyst 2820 の CLI が利用できるのは、スイッチで Enterprise Edition ソフトウェ
アが稼働している場合に限られます。
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クラスタ コマンド スイッチの vty ラインにアクセス クラス コンフィギュレーションがある場合、
このコマンドは機能しません。
クラスタ メンバー スイッチはクラスタ コマンド スイッチのパスワードを継承するため、クラスタ
メンバー スイッチがクラスタに加入してもパスワードを要求するプロンプトは表示されません。

次の例では、メンバー 3 でセッションを開始する方法を示します。exit コマンドを入力するか、あ
るいはセッションを閉じるまで、このコマンドに続くすべてのコマンドは、メンバー 3 へ向けられ
ます。

例

Switch# rcommand 3
Switch-3# show version
Cisco Internet Operating System Software ...
...
Switch-3# exit
Switch#

関連コマンド

コマンド
show cluster members

説明
クラスタ メンバーに関する情報を表示します。
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remote-span
VLAN（仮想 LAN）を Remote Switched Port Analyzer（RSPAN）VLAN として設定するには、
remote-span VLAN コンフィギュレーションコマンドを使用します。RSPAN の指定を VLAN から
削除する場合は、このコマンドの no 形式を使用します。
remote-span
no remote-span

シンタックスの説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

RSPAN VLAN は定義されません。

コマンド モード

VLAN コンフィギュレーション（config-VLAN）

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

config-VLAN モード（vlan グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用）でのみ RSPAN
VLAN を設定できます。vlan database 特権 EXEC コマンドでは VLAN コンフィギュレーションモー
ドにはなりません。
VLAN Trunking Protocol（VTP; VLAN トランキング プロトコル）がイネーブルの場合、RSPAN 機
能は 1005 より低い VLAN ID の VTP によって伝播されます。RSPAN VLAN ID が拡張された範囲に
ある場合、手動で中間にくるスイッチを設定しなければなりません（送信元スイッチ間の RSPAN
VLAN および宛先スイッチにあります）。
RSPAN の remote-span コマンドで構成する前に、vlan（グローバル コンフィギュレーション）コ
マンドで VLAN を作成してください。
RSPAN VLAN には、次のような特性があります。
•

MAC（メディア アクセス制御）アドレスの学習は発生しません。

•

RSPAN VLAN のトラフィックはトランク ポート上にのみ流れます。

•

Spanning-Tree Protocol（STP; スパニングツリー プロトコル）は、RSPAN VLAN で実行できま
すが、RSPAN の宛先ポート上では実行されません。

既存の VLAN が、RSPAN VLAN として設定された場合、その VLAN は最初に削除され、次に RSPAN
VLAN として再度作成されます。RSPAN 機能がディセーブルにならないかぎり、どのアクセス ポー
トもアクティブにはなりません。
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次の例では、VLAN を RSPAN VLAN として設定する方法を示します。

例

Switch(config)# vlan 901
Switch(config-vlan)# remote-span

次の例では、VLAN から RSPAN 機能を削除する方法を示します。
Switch(config)# vlan 901
Switch(config-vlan)# no remote-span

show vlan remote-span ユーザ EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド
monitor session

説明

vtp（グローバル コンフィギュ
レーション）

VLAN 1 ～ 4094 を設定できる config-vlan モードに変更します。

ポート上で Switched Port Analyzer（SPAN; スイッチド ポート ア
ナライザ）および RSPAN モニタリングをイネーブルにし、ポー
トを送信元ポートまたは宛先ポートとして設定します。
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renew ip dhcp snooping database
DHCP スヌーピング バインディング データベースを更新するには、renew ip dhcp snooping database
特権 EXEC コマンドを使用します。
renew ip dhcp snooping database [{flash:/filename | ftp://user:password@host/filename |
nvram:/filename | rcp://user@host/filename | tftp://host/filename}] [validation none]

シンタックスの説明

flash:/filename

（任意）データベース エージェントまたはバインディング ファ
イルがフラッシュ メモリ内にあることを指定します。

ftp://user:password@host/filename （任意）データベース エージェントまたはバインディング ファ
イルが FTP サーバにあることを指定します。
nvram:/filename
（任意）データベース エージェントまたはバインディング ファ
イルが NVRAM（不揮発性 RAM）内にあることを指定します。
rcp://user@host/filename

（任意）データベース エージェントまたはバインディング ファ
イルが Remote Control Protocol（RCP）サーバにあることを指定
します。

tftp://host/filename

（任意）データベース エージェントまたはバインディング ファ
イルが TFTP サーバにあることを指定します。

validation none

（任意）スイッチは、URL で指定されるバインディング ファイ
ル内のエントリの Cyclic Redundancy Check（CRC; 巡回冗長検
査）を検証しないことを指定します。

デフォルト

デフォルトは定義されていません。

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

リリース
12.2(25)EY

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

URL を指定しない場合、スイッチは設定済み URL からファイルを読み込もうとします。

例

次の例では、ファイルの CRC 値をチェックせずに DHCP スヌーピング バインディング データベー
スを更新する方法を示します。
Switch# renew ip dhcp snooping database validation none

設定を確認するには、show ip dhcp snooping database 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
ip dhcp snooping

説明

ip dhcp snooping binding

DHCP スヌーピング バインディング データベースを設定し
ます。

show ip dhcp snooping database

DHCP スヌーピング データベース エージェントの状態を表
示します。

VLAN（仮想 LAN）で DHCP スヌーピングをイネーブルにし
ます。
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rep admin vlan
Hardware Flood Layer（HFL; ハードウェア フラッド レイヤ）メッセージを送信するための Resilient
Ethernet Protocol（REP）管理 REP 用 VLAN を設定するには、rep admin vlan グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。VLAN 1 を管理 VLAN のデフォルト設定に戻す場合は、こ
のコマンドの no 形式を使用します。
rep admin vlan vlan-id
no rep admin vlan

シンタックスの説明

vlan-id

デフォルト

管理 VLAN は VLAN 1 です。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(40)SE

使用上のガイドライン

指定できる VLAN ID の範囲は 1 ～ 4094 です。デフォルトは VLAN 1 で、指
定できる範囲は 2 ～ 4094 です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

VLAN がまだ存在していない場合、このコマンドは VLAN を作成しません。
リンク障害に対するソフトウェアでのメッセージ リレーまたはロード バランシング中の VLAN ブ
ロッキング通知による遅延を避けるために、HFL で REP を通常のマルチキャスト アドレスにフ
ラッディングします。これらのメッセージは、REP セグメントだけではなくネットワーク全体にフ
ラッディングされます。セグメントに属していないスイッチはデータ トラフィックとして処理され
ます。ドメイン全体の管理 VLAN を設定することにより、これらのメッセージのフラッディングを
管理することができます。
REF 管理 VLAN が設定されていない場合、デフォルトは VLAN 1 になります。
スイッチおよびセグメントでは 1 つの管理 VLAN のみ可能です。
管理 VLAN は、RSPAN VLAN になることはできません。

次の例では、VLAN 100 を REP 管理 VLAN として設定する方法を示します。

例

Switch (config)# rep admin vlan 100

設定を確認するには、show interface rep detail 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
show interfaces rep detail

説明
管理 VLAN を含む、すべてのインターフェイスまたは指定され
たインターフェイスの詳細 REP 設定およびステータスを表示し
ます。
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rep block port
Resilient Ethernet Protocol（REP）VLAN ロード バランシングを設定するには、REP プライマリ エッ
ジ ポートで rep block port インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。この
コマンドをデフォルト設定に戻す場合は、このコマンドの no 形式を使用します。
rep block port {id port-id | neighbor_offset | preferred} vlan {vlan-list | all}
no rep block port {id port-id | neighbor_offset | preferred}

シンタックスの説明

id port-id

REP イネーブル時に自動的に生成される一意のポート ID を入力して、VLAN
ブロック代替ポートを識別します。REP ポート ID は、16 文字の 16 進数値で
す。インターフェイスのポート ID を確認するには、show interfaces interface-id
rep detail コマンドを入力します。

neighbor_offset

ネイバーのオフセット番号を入力することで、VLAN ブロック代替ポートを
識別します。指定できる範囲は ñ256 ～ +256 で、0 は無効です。プライマリ
エッジ ポートのオフセット番号は 1 です。1 以上の正の番号は、プライマリ
エッジ ポートの下流近接ルータを示します。負の番号は、セカンダリ エッジ
ポート（オフセット番号 -1）と下流近接ルータを示します。

preferred

VLAN ブロック代替ポートを、rep segment segment-id preferred インターフェ
イス コンフィギュレーション コマンドを入力したセグメント ポートとして
識別します。

（注）

デフォルト

preferred キーワードを入力しても、優先ポートが代替ポートである
ことが保証されるわけではありません。他の類似ポートよりも優先さ
れるだけです。

vlan

ブロックする VLAN を識別します。

vlan-list

ブロックする VLAN について、1 ～ 4094 の範囲の VLAN ID を入力するか、
VLAN ID の範囲または連続番号（1-3、22、41 ～ 44 など）を入力します。

all

すべての VLAN をブロックするように入力します。

rep preempt segment 特権 EXEC コマンド（手動優先）を入力した後のデフォルト動作は、プライ
マリ エッジ ポートですべての VLAN をブロックすることです。この動作は、rep block port コマン
ドを設定するまで残ります。
プライマリ エッジ ポートで代替ポートを決定していない場合、デフォルトの動作は優先なしで
VLAN ロードバランシングなしになります。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(40)SE

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

このコマンドは、REP プライマリ エッジ ポート上に入力しなければいけません。
オフセット番号を入力して代替ポートを選択する際に、この番号はエッジポートの下流近接ルータ
ポートを識別します。プライマリ エッジ ポートのオフセット番号は 1 です。1 以上の正の番号は、
プライマリ エッジ ポートの下流近接ルータを示します。負の番号は、セカンダリ エッジ ポート
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（オフセット番号 -1）と下流近接ルータを示します。（REP セグメントの近接オフセット番号図 2-1
を参照）。

図 2-1

REP セグメントの近接オフセット番号

-1

-9 2

E1
1

E2
10

E1 = ࡊࠗࡑ ࠛ࠶ࠫ ࡐ࠻
E2 = ࠞࡦ࠳ ࠛ࠶ࠫ ࡐ࠻
9

ࡊࠗࡑ ࠛ࠶ࠫ ࡐ࠻߆ࠄߩࠝࡈ࠶࠻⇟ภ
ࠞࡦ࠳ ࠛ࠶ࠫ ࡐ࠻߆ࠄߩࠝࡈ࠶࠻⇟ภ
㧔⽶ߩ⇟ภ㧕

8 -3

-8 3
7

-7

5
-6

6

-4

-5

201890

4

（注）

-2

番号 1 はプライマリ エッジ ポート自体のオフセット番号なので、オフセット値 1 は入力しないで
ください。

rep preempt delay second インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力して優先遅延
時間を設定していて、リンク障害および回復が発生した場合、別のリンク障害なしで設定された優
先期間が終了した後で、VLAN ロード バランシングが開始されます。ロード バランシング設定で
設定された代替ポートは、設定 VLAN をブロックし、その他のセグメント ポートのブロックを解
除します。プライマリ エッジ ポートで VLAN バランシングの代替ポートを決定できない場合、デ
フォルトの動作は優先なしになります。
セグメント内の各ポートには一意のポート ID があります。ポート ID フォーマットは、スパニング
ツリー アルゴリズムで使用されていたものと似ていて、
（ブリッジ上で一意の）ポート番号が（ネッ
トワーク内で一意の）MAC アドレスと関連付けされています。ポートのポート ID を判別するには、
show interfaces interface-id rep detail 特権 EXEC コマンドを入力します。
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例

この例では、スイッチ B プライマリ エッジ ポート（ギガビット イーサネット ポート 1/0/1）上に
VLAN ロード バランシングを設定し、VLAN 1 ～ 100 をブロックするために代替ポートとしてス
イッチ A のギガビット イーサネット ポート 1/0/2 を設定する方法を示します。代替ポートはその
ポート ID で識別され、スイッチ A ポートの show interface rep detail コマンドの出力に太字で表示
されます。
Switch A# show interface gigabitethernet0/2 rep detail
GigabitEthernet0/2 REP enabled
Segment-id: 2 (Segment)
PortID: 0080001647FB1780
Preferred flag: No
Operational Link Status: TWO_WAY
Current Key: 007F001647FB17800EEE
Port Role: Open
Blocked Vlan: <empty>
Admin-vlan: 1
Preempt Delay Timer: 35 sec
Load-balancing block port: none
Load-balancing block vlan: none
STCN Propagate to:
PDU/TLV statistics:
LSL PDU rx: 107122, tx: 192493
Switch
Switch
Switch
Switch

B# config t
(config)# interface gigabitethernet1/0/1
(config-if)# rep block port id 0080001647FB1780 vlan 1-100
(config-if)# exit

次の例では、近接オフセット番号を使用して VLAN ロード バランシングを設定する方法と、show
interface rep detail 特権 EXEC コマンドを入力して設定を確認する方法について示します。
Switch# config t
Switch (config)# interface gigabitethernet1/0/2
Switch (config-if)# rep block port 6 vlan 1-110
Switch (config-if)# end
Switch# show interface gigabitethernet1/0/2 rep detail
GigabitEthernet0/2 REP enabled
Segment-id: 2 (Segment)
PortID: 0080001647FB1780
Preferred flag: No
Operational Link Status: TWO_WAY
Current Key: 007F001647FB178009C3
Port Role: Open
Blocked Vlan: <empty>
Admin-vlan: 3
Preempt Delay Timer: 35 sec
Load-balancing block port: 6
Load-balancing block vlan: 1-110
STCN Propagate to: none
LSL PDU rx: 1466780, tx: 3056637
HFL PDU rx: 2, tx: 0
BPA TLV rx: 1, tx: 2119695
BPA (STCN, LSL) TLV rx: 0, tx: 0
BPA (STCN, HFL) TLV rx: 0, tx: 0
EPA-ELECTION TLV rx: 757406, tx: 757400
EPA-COMMAND TLV rx: 1, tx: 1
EPA-INFO TLV rx: 178326, tx: 178323
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関連コマンド

コマンド
rep preempt delay

説明

rep preempt segment

手動でセグメント上の REP VLAN ロード バランシングを開始
します。

show interfaces rep detail

管理 VLAN を含む、すべてのインターフェイスまたは指定され
たインターフェイスの REP 詳細設定およびステータスを表示し
ます。

ポート障害および回復の後から REP VLAN ロード バランシン
グがトリガされるまでの待機期間を設定します。

Catalyst 3750 Metro スイッチ コマンド リファレンス

2-312

OL-9645-04-J

第2章

Catalyst 3750 Metro スイッチ Cisco IOS コマンド
rep preempt delay

rep preempt delay
セグメント ポート障害および回復の後から Resilient Ethernet Protocol（REP）VLAN ロード バランシ
ングがトリガされるまでの待機期間を設定するには、REP プライマリ エッジ ポートで rep preempt
delay インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。設定された遅延を削除す
る場合は、このコマンドの no 形式を使用します。
rep preempt delay seconds
no rep preempt delay

シンタックスの説明

seconds

デフォルト

優先遅延は設定されていません。rep preempt delay コマンドを入力しない場合、デフォルトは遅延
のない手動優先となります。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(40)SE

使用上のガイドライン

REP 優先を遅延させる秒数を指定します。指定できる範囲は 15 ～ 300 です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

このコマンドは、REP プライマリ エッジ ポート上に入力しなければいけません。
リンク障害および回復後に自動的に VLAN ロード バランシングをトリガする場合、このコマンド
を入力して優先時間遅延を設定しなければいけません。
セグメント ポート障害および回復の後 VLAN ロード バランシングが設定されている場合、VLAN
ロード バランシングが発生する前に REP プライマリ エッジ ポートで遅延タイマが起動します各リ
ンク障害が発生する後にタイマが再起動することに注意してください。タイマが満了となると、
（rep block port インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して設定された）VLAN
ロード バランシングを実行するように REP プライマリ エッジが代替ポートに通知し、新規トポロ
ジのセグメントが準備されます。設定された VLAN リストは代替ポートでブロックされ、他のすべ
ての VLAN がプライマリ エッジ ポートでブロックされます。

例

次の例では、プライマリ エッジ ポートで REP 優先時間遅延を 100 秒に設定する方法を示します。
Switch (config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch (config-if)# rep preempt delay 100
Switch (config-if)# exit

設定を確認するには、show interfaces rep 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
rep block port

説明

show interfaces rep [detail]

すべてのインターフェイスまたは指定されたインターフェイス
の REP 設定およびステータスを表示します。

VLAN ロード バランシングを設定します。
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rep preempt segment
手動による Resilient Ethernet Protocol（REP）VLAN ロード バランシングをセグメントで開始するに
は、rep preempt segment 特権 EXEC コマンドを使用します。
rep preempt segment segment_id

シンタックスの説明

segment-id

デフォルト

手動優先がデフォルトの動作です。

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

リリース
12.2(40)SE

使用上のガイドライン

REP セグメントの ID。指定できる範囲は 1 ～ 1024 です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

rep preempt segment segment-id コマンドを入力すると、優先によりネットワークが停止する可能性
があるため、コンフィギュレーション メッセージが表示されます。
プライマリ エッジ ポートのあるセグメントのスイッチにこのコマンドを入力します。
VLAN ロード バランシングを設定していない場合、このコマンドを入力すると、プライマリ エッ
ジ ポートですべての VLAN をブロックするようなデフォルトの動作になります。
優 先 を 手 動 で 開 始 す る 前 に、REP プ ラ イ マ リ エ ッ ジ ポ ー ト に rep block port {id port-id |
neighbor_offset | preferred} vlan {vlan-list | all} インターフェイス コンフィギュレーション コマンド
入力して、VLAN ロード バランシングを設定します。
このコマンドに no 形式はありません。

次の例では、確認メッセージ付の REP 優先セグメント 100 を手動でトリガする方法を示します。

例

Switch)# rep preempt segment 100
The command will cause a momentary traffic disruption.
Do you still want to continue? [confirm]

関連コマンド

コマンド
rep block port

説明

show interfaces rep [detail]

すべてのインターフェイスまたは指定されたインターフェイス
の REP 設定およびステータスを表示します。

VLAN ロード バランシングを設定します。
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rep segment
Resilient Ethernet Protocol（REP）をインターフェイスでイネーブルにしてそれにセグメント ID を割
り当てるには、rep segment インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。イ
ンターフェイス REP をディセーブルにする場合は、このコマンドの no 形式を使用します。
rep segment segment-id [edge [primary]] [preferred]
no rep segment

シンタックスの説明

segment-id

セグメント ID をインターフェイスに割り当てます。指定できる範囲は 1 ～
1024 です。

edge

（任意）2 つの REP エッジ ポートの 1 つとしてインターフェイスを識別しま
す。primary キーワードなしで edge キーワードを入力するとポートがセカン
ダリ エッジ ポートとして設定されます。

primary

（任意）エッジ ポートで、ポートがプライマリ エッジ ポートであると指定し
ます。セグメントには 1 つのプライマリ エッジ ポートのみが存在します。た
とえば別のスイッチにあるポートなど、セグメント内の 2 ポートをプライマ
リ エッジ ポートとして指定すると、REP がその内の 1 つをセグメントのプラ
イマリ エッジ ポートに選択します。

preferred

（任意）ポートを優先代替ポートまたは VLAN ロード バランシングの優先
ポートに指定します。

（注）

デフォルト

ポートを優先に設定しても、これが代替ポートであることは保証され
ません。単に、同等の競合ポートの中から少し優先される程度です。
代替ポートは、通常前に障害が発生したポートです。

REP は、インターフェイスでディセーブルです。
REP がインターフェイスでイネーブルの場合、デフォルトは通常のセグメント ポートであるポート
に対してイネーブルになります。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(40)SE

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

REP ポートはレイヤ 2 トランク ポートでなければいけません。非 ES REP ポートは、IEEE 802.1Q
トランク ポートまたは ISL トランク ポートのいずれかになります。
REP ポートは以下の ポートタイプとして設定されません。
•

SPAN 宛先ポート

•

プライベート VLAN ポート

•

トンネル ポート

•

アクセス ポート
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rep segment

各 REP セグメント上には、プライマリ エッジ ポートと、セカンダリ エッジ ポートとして機能する
ポートの、2 種類のエッジ ポートを設定しなければいけません。たとえば別のスイッチにあるポー
トなど、セグメント内の 2 ポートをプライマリ エッジ ポートとして指定すると、設定は可能ですが、
REP がその内の 1 つをセグメントのプライマリ エッジ ポートとして機能するように選択します。
REP は EtherChannel をサポートしますが、EtherChannel に属している個別ポートはサポートしてい
ません。
スイッチ上の 2 ポートで REP をイネーブルにする場合、ポートは通常のセグメント ポートまたは
エッジ ポートでなければいけません。REP ポートは次の規則に従います。
•

スイッチ上の 1 ポートのみがセグメントに設定されている場合、ポートがエッジ ポートになり
ます。

•

スイッチ上の 2 ポートが同じセグメントに属している場合、両方のポートがエッジポートにな
るか、両方とも通常のセグメント ポートでなければいけません。

•

スイッチ上の 2 ポートが同じセグメントに属して 1 つがエッジポート、もう 1 つが通常のセグ
メント ポートの場合（設定ミス）、エッジ ポートが通常のセグメント ポートとして取り扱われ
ます。

たとえば別のスイッチにあるポートなど、セグメント内の 2 ポートをプライマリ エッジ ポートと
して指定すると、REP がその内の 1 つをセグメントのプライマリ エッジ ポートに選択します。セ
グメントのプライマリ エッジ ポートを確認するには、show rep topology 特権 EXEC コマンドをセ
グメント内のポートに入力します。
REP インタフェースはブロック ステートで起動し、安全にブロック解除可能と通知されるまでブ
ロック ステートのままになります。突然の切断を避けるために、このことを認識しておく必要があ
ります。
冗長性のあるネットワークでのみ REP を設定します。冗長性のないネットワークで REP を設定す
ると、接続が失われる可能性があります。
次の例では、通常の（非エッジ）セグメント ポートで REP をイネーブルにする方法を示します。

例

Switch (config)# interface gigabitethernet0/1
Switch (config-if)# rep segment 100

次の例では、ポートで REP をイネーブルにして、ポートを REP プライマリ エッジ ポートとして識
別する方法を示します。
Switch (config)# interface gigabitethernet0/2
Switch (config-if)# rep segment 100 edge primary

次の例では、ポートで REP をイネーブルにして、ポートを REP セカンダリ エッジ ポートとして識
別する方法を示します。
Switch (config)# interface gigabitethernet0/2
Switch (config-if)# rep segment 100 edge

設定を確認するには、show interfaces rep 特権 EXEC コマンドを入力します。セグメントのポート
がプライマリ エッジ ポートであることを確認するには、show rep topology 特権 EXEC コマンドを
入力します。
関連コマンド

コマンド
show interfaces rep [detail]

説明

show rep topology [detail]

プライマリ エッジ ポートに設定され選択されているポートを
含め、セグメント内の全ポートに関する情報を表示します。

すべてのインターフェイスまたは指定されたインターフェイス
の REP 設定およびステータスを表示します。
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rep stcn
REP Segment Topology Change Notification（STCN; セグメント トポロジ変更通知）を別のインター
フェイス、別のセグメント、またはスパニングツリー（STP）ネットワークに通知するには、Resilient
Ethernet Protocol（REP）エッジ ポートで rep stcn インターフェイス コンフィギュレーション コマ
ンドを使用します。STCN をインターフェイス、セグメント、または STP ネットワークに送信する
ことをディセーブルにする場合は、このコマンドの no 形式を使用します。
rep stcn {interface interface-id | segment id-list | stp}
no rep stcn {interface | segment | stp}

シンタックスの説明

interface interface-id

STCN を受信するように物理インターフェイスまたはポート チャネルを
識別します。

segment id-list

STCN を受信する 1 REP セグメントまたはセグメントの一覧を識別しま
す。指定できる範囲は 1 ～ 1024 です。一連のセグメント（たとえば 3-5、
77、100 等）を指定することもできます。

stp

STCN を STP ネットワークに送信します。

デフォルト

他のインターフェイス、セグメント、または STP ネットワークへの STCN の送信がディセーブルで
す。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(40)SE

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

このコマンドをセグメント エッジ ポートに入力します。
このコマンドを使用して、ローカル REP セグメントで発生しているトポロジ変更を他のレイヤ 2
ネットワークに通知します。これにより、ネットワークの他部分にあるレイヤ 2 転送テーブル内の
廃止エントリが削除され、より高速なネットワーク コンバージェンスが可能になります。

例

次の例では、セグメント 25 ～ 50 に STCN を送信するように REP エッジ ポートを設定する方法を
示します。
Switch (config)# interface gigabitethernet1/0/2
Switch (config-if)# rep stcn segment 25-50
Switch (config-if)# exit

設定を確認するには、show interface rep detail 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
show interfaces rep [detail]

説明
すべてのインターフェイスまたは指定されたインターフェイス
の REP 設定およびステータスを表示します。
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rmon collection stats
イーサネット グループの統計（ブロードキャストおよびマルチキャスト パケットに関する使用率
の統計、Cyclic Redundancy Check［CRC; 巡回冗長検査］一貫性エラーおよび衝突に関するエラー統
計も含む）を収集するには、rmon collection stats インターフェイス コンフィギュレーション コマ
ンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
rmon collection stats index [owner name]
no rmon collection stats index [owner name]

シンタックスの説明

index
owner name

（注）

Remote Network Monitoring（RMON）収集制御インデックス。指定できる範囲
は 1 ～ 65535 です。
（任意）RMON 収集の所有者

rmon native および rmon promiscuous コマンドは、コマンドラインのヘルプ ストリングに表示され
ていますが、サポートされていません。

デフォルト

RMON 統計情報収集はディセーブルです。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

RMON 統計情報収集コマンドはハードウェア カウンタに基づいています。

例

次の例では、ポートで所有者 root の RMON 統計情報を収集する方法を示します。
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# rmon collection stats 2 owner root

show rmon statistics 特権 EXEC コマンドを入力すれば、設定を確認することができます。

関連コマンド

コマンド
show rmon statistics

説明
RMON 統計情報を表示します。
構文情報については、Cisco IOS Configuration Fundamentals Command
Reference, Release 12.2 > System Management Commands > RMON
Commands を選択してください。
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sdm prefer
Switch Database Management（SDM）リソース割り当てに使用するテンプレートを設定するには、
sdm prefer グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。システム リソースを割り
当てるテンプレートを使用することで、アプリケーションで使用する機能を最大限にサポートする
ことができます。ルーティングまたは VLAN（仮想 LAN）設定に最大限のシステム使用率を提供す
るよう、テンプレートを使用します。デフォルト テンプレートに戻す場合は、このコマンドの no
形式を使用します。
sdm prefer {default | routing | vlan}
no sdm prefer

（注）

シンタックスの説明

dual-ipv4-and-ipv6 キーワードは、コマンドラインのヘルプ ストリングには表示されますが、サポー
トされていません。

default

デフォルト テンプレートを使用するようスイッチを設定し、複数機能間でリ
ソースが均等に使用されるようにします。

routing

ユニキャスト ルーティングに最大限のシステム使用率を提供します。通常、
ネットワークの中心にあるルータまたはアグリゲータでこのテンプレートを
使用します。

（注）
vlan

このテンプレートは、ポリシーベース ルーティングをサポートして
いません。

VLAN に最大限のシステム使用率を提供します。このテンプレートは、ルー
ティングしないレイヤ 2 スイッチの使用に対して、システム リソースを最大
にします。

デフォルト

デフォルトのテンプレートはすべての機能を均等に動作させます。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容

12.2(25)EY

ポリシーベース ルーティング テンプレート設定用の routing-pbr キー
ワードが削除されました。このテンプレートは、ポリシーベース ルーティ
ングに必要ではなくなりました。

使用上のガイドライン

このコマンドが導入されました。

この設定を有効にするにはスイッチをリロードする必要があります。
sdm prefer vlan グローバル コンフィギュレーション コマンドは、ルーティングしないレイヤ 2 ス
イッチングのスイッチ上でのみ使用します。VLAN テンプレートを使用する場合、システム リソー
スはルーティング エントリに予約されません。ルーティングはソフトウェアで実行されます。この
場合、CPU に負荷がかかり、ルーティングのパフォーマンスが大幅に低下します。
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sdm prefer

スイッチ上でルーティングがイネーブルになっていない場合、ルーティング テンプレートの使用は
避けてください。sdm prefer routing グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力すること
で、他の機能にルーティング テンプレートのユニキャスト ルーティングに割り当てたメモリを使
用させないようにします。
表 2-17 に、スイッチの 3 つのテンプレートでサポートされる各リソースの概算を示します。表の最
初の 8 つの行（ユニキャスト MAC [ メディア アクセス制御 ] アドレス～セキュリティ Access Control
Entry [ACE; アクセス コントロール エントリ ]）は、テンプレートを選択した場合の、おおよその
ハードウェア境界のセットです。ハードウェア リソースのセクションが埋まっている場合、処理で
きないものはすべて CPU に送信されるため、スイッチのパフォーマンスに著しく影響します。最
後の行はガイドラインで、他のリソース パラメータに関連したハードウェア リソースの消費の計
算に使用します。
.

表 2-17

各テンプレートに割り当てられた機能のリソースの概算

テンプレート
リソース

デフォルト

ルーティング VLAN

ユニキャスト MAC アドレス

6K

3K

12 K

Internet Group Management Protocol（IGMP; インター 1 K
ネット グループ管理プロトコル）グループおよび
マルチキャスト ルート

1K

1K

8K

11 K

0

ユニキャスト ルート

例

•

ホストに直接接続

6K

3K

0

•

間接ルート

2K

8K

0

ポリシーベース ルーティング ACE

0

512

0

QoS（Quality Of Service）分類 ACE

512

512

512

セキュリティの ACE

1K

1K

1K

レイヤ 2 VLAN

1K

1K

1K

次の例では、スイッチ上でルーティング テンプレートを設定する方法を示します。
Switch(config)# sdm prefer routing
Switch(config)# exit
Switch# reload

次の例では、スイッチのテンプレートをデフォルトのテンプレートに変更する方法を示します。
Switch(config)# sdm prefer default
Switch(config)# exit
Switch# reload

設定を確認するには、show sdm prefer 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
show sdm prefer

説明
現在使用されている SDM テンプレート、または機能ごとのリソース割
り当ての概算による使用可能なテンプレートを表示します。
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service instance
インターフェイスでイーサネット サービス インスタンスを設定し、イーサネット サービス コン
フィギュレーションモードを開始するには、service instance インターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。サービス インスタンスを削除する場合は、このコマンドの no 形式
を使用します。
service instance id ethernet [evc-id]
no service instance id

シンタックスの説明

id

サービス インスタンスの ID を定義します。VLAN（仮想 LAN）にはマッピ
ングされない、各インターフェイス サービスの ID です。指定できる範囲は 1
～ 4294967295 です。

ethernet

サービス インスタンスをイーサネット インスタンスとして識別します。

evc-id

（任意）Ethernet Virtual Connection（EVC; イーサネット仮想接続）をサービス
インスタンスに適用します。

デフォルト

イーサネット サービス インスタンスは定義されません。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(25)SEG

使用上のガイドライン

例

変更内容
このコマンドが導入されました。

service instance id ethernet コマンドを入力すると、スイッチがイーサネット サービス コンフィギュ
レーションモードに入り、次のコンフィギュレーションコマンドが使用可能になります。
•

default：サービス インスタンスをデフォルト ステートに設定します。

•

ethernet lmi ce-vlan map：
（E-LMI）イーサネット ローカル管理インターフェイス パラメータを
設定します。ethernet lmi ce-vlan map コマンドを参照してください。

•

exit：EVC コンフィギュレーションモードを終了し、グローバル コンフィギュレーション モー
ドに戻ります。

•

no：コマンドを無効にする、またはデフォルト設定に戻します。

次の例では、イーサネット サービス インスタンスを定義して、EVC test のイーサネット サービス
コンフィギュレーションモードを開始する方法を示します。
Switch(config-if)# service instance 333 ethernet test
Switch(config-if-srv)#

関連コマンド

コマンド
show ethernet service instance

説明
設定したイーサネット サービス インスタンスに関する情報を
表示します。
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service password-recovery
パスワード回復メカニズムをイネーブルにするには、service password-recovery グローバル コン
フィギュレーション コマンドを使用します（デフォルト）。このメカニズムを使用すると、スイッ
チに物理的にアクセスするエンド ユーザは、スイッチの起動処理中に Mode ボタンを押してブート
プロセスを中断して、新しいパスワードを割り当てることができます。パスワード回復機能の一部
をディセーブルにする場合は、このコマンドの no 形式を使用します。パスワード回復メカニズム
がディセーブルの状態で、ブート プロセスを中断するには、システムをデフォルト設定に戻すこと
に同意しなければなりません。
service password-recovery
no service password-recovery

シンタックスの説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

パスワード回復メカニズムはイネーブルです。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

システム管理者は、no service password-recovery コマンドを使用し、一部のパスワード回復機能を
ディセーブルにすることができます。これを行うと、エンド ユーザはシステムをデフォルト設定に
戻すことに同意しないかぎり、パスワードのリセットが許可されません。
パスワードの回復手順は、スイッチに物理アクセス可能なユーザが、装置の起動中 Mode ボタンを
ポートの 1X 上の LED が消えるまで 1 ～ 2 秒間押します。ボタンが解放されれば、システムは初期
化を続行します。パスワード回復メカニズムがディセーブルの場合、次のメッセージが表示されま
す。
The password-recovery mechanism has been triggered, but
is currently disabled. Access to the boot loader prompt
through the password-recovery mechanism is disallowed at
this point. However, if you agree to let the system be
reset back to the default system configuration, access
to the boot loader prompt can still be allowed.
Would you like to reset the system back to the default configuration (y/n)?

リセットで、システムをデフォルト設定に戻さないよう選択した場合、Mode ボタンが押されなかっ
たという状態で通常のブート プロセスが継続します。リセットでシステムをデフォルト設定に戻す
場合、フラッシュ メモリのコンフィギュレーション ファイルが削除され、VLAN（仮想 LAN）デー
タベース ファイル flash:vlan.dat（存在する場合）も削除されます。
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（注）

no service password-recovery コマンドを使用して、エンド ユーザのパスワード アクセスを制御す
る場合、エンド ユーザがパスワード回復プロセスを使用してシステムをデフォルト値に戻す状況
を考慮し、スイッチとは別の場所に config ファイルのコピーを保存しておくことを推奨します。ス
イッチで config ファイルのバックアップ コピーを保管しないでください。
スイッチが VLAN Trunking Protocol（VTP; VLAN トランキング プロトコル）透過モードで動作し
ている場合は、vlan.dat ファイルのコピーもスイッチとは別の場所に保存しておくことを推奨しま
す。

show version 特権 EXEC コマンドを入力すれば、パスワードの回復がイネーブルかどうか確認する
ことができます。

例

次の例では、スイッチ上でパスワード回復をディセーブルにする方法を示します。ユーザはデフォ
ルト設定に戻すことに同意した場合のみパスワードをリセットできます。
Switch(config)# no service-password recovery
Switch(config)# exit

関連コマンド

コマンド
show version

説明
ハードウェアおよびファームウェアのバージョン情報を表示します。
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service-policy（インターフェイス コンフィギュレーション）
policy-map コマンドで定義されたポリシーマップを、ポートに適用するには、service-policy イン
ターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。ポリシーマップとポートの対応付
けを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
service-policy {input | output} policy-map-name
no service-policy {input | output} policy-map-name

シンタックスの説明

input policy-map-name

指 定 し た 単 一 レ ベ ル 入 力 ポ リ シ ー マ ッ プ を、標 準 ポ ー ト ま た は
Enhanced Services（ES）ポートに適用します。
指定した階層ポリシーマップを、ES ポートまたは複数の ES ポートで
構成される EtherChannel の入力に適用します。

output policy-map-name

（注）

指定した単一レベル ポリシーマップまたは階層ポリシーマップを、
ES ポートまたは EtherChannel の出力に適用します。

history キーワードは、コマンドラインのヘルプ ストリングには表示されますが、サポートされて
いません。収集された統計は無視してください。

デフォルト

ポートにポリシーマップは適用されません。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容

12.2(25)EY

階層サービス ポリシーは、
ES ポートで送受信される発信 / 着信トラフィッ
クに適用できます。非階層デュアルレベル サービス ポリシーは、Switch
Virtual Interface（SVI; スイッチ仮想インターフェイス）で受信される着信
トラフィックに適用できます。

12.2(25)SE

階層サービス ポリシーは、ポートなしの EtherChannel、あるいは 1 つまた
は両方の ES ポートで構成される EtherChannel に適用できます。

使用上のガイドライン

このコマンドが導入されました。

1 つのポートに対してサポートされるポリシーマップは 1 つのみです。標準 QoS（Quality Of Service）
では、標準の物理ポート、SVI、または ES ポートの入力に対して、1 つの非階層サービス ポリシー
を適用できます。また、SVI 1 つにつき 1 つの入力階層デュアルレベル サービス ポリシーを適用で
きます。階層型 QoS では、ES ポート 1 つにつき、1 つの入力階層サービス ポリシーと 1 つの出力
階層サービス ポリシーを適用できます。階層サービス ポリシーを、ポートなしの EtherChannel、あ
るいは 1 つまたは両方の ES ポートで構成される EtherChannel に適用することもできます。
service-policy output policy-map-name コマンドは、ES ポートに適用された出力ポリシーマップでの
み使用します。標準ポートに出力ポリシーを適用することはできません。

Catalyst 3750 Metro スイッチ コマンド リファレンス

2-324

OL-9645-04-J

第2章

Catalyst 3750 Metro スイッチ Cisco IOS コマンド
service-policy（インターフェイス コンフィギュレーション）

Cisco IOS Release 12.2(25)EY より前のソフトウェア リリースでは、物理ポートでのみポリシーマッ
プを設定できます。Cisco IOS Release 12.2(25)EY 以降のリリースでは、物理ポートおよび SVI でポ
リシーマップを設定できます。no mls qos vlan-based インターフェイス コンフィギュレーション コ
マンドを物理ポートで使用して VLAN（仮想 LAN）ベース QoS をディセーブルにしている場合、
ポートでポートベース ポリシーマップを設定できます。mls qos vlan-based インターフェイス コン
フィギュレーション コマンドを物理ポートで使用して VLAN-based QoS をイネーブルにしている
場合、スイッチは以前に設定したポートベース ポリシーマップを削除します。SVI でデュアルレベ
ル ポリシーマップを設定して適用すると、インターフェイスレベル ポリシーマップがインター
フェイス上で有効になります。
Cisco IOS Release 12.2(25)EY より前のソフトウェア リリースでは、物理ポートの入力にのみポリ
シーマップを適用できます。Cisco IOS Release 12.2(25)EY 以降では、物理ポートまたは SVI の入力
にポリシーマップを適用できます。
Cisco IOS Release 12.2(35)EY 以降では、複数の ES ポートで構成される EtherChannel に階層ポリシー
マップを適用できます。
入力非階層ポリシーマップを物理インターフェイスまたは SVI に適用する場合、または出力階層ポ
リシーマップを ES ポートに適用する場合、ポートの信頼状態（たとえば、mls qos trust [cos | dscp
| ip-precedence]）およびポリシーマップ（たとえば、service-policy input policy-map-name）を使用し
た分類は、相互に排他的な関係です。設定された最後の 1 つが以前の設定を上書きします。ただし、
入力階層ポリシーを、set ポリシーマップ クラス コンフィギュレーションコマンドまたは二重レー
ト ポリサーでのポリシング アクションを含む ES ポートに適用する場合、スイッチは自動的にポー
トの信頼状態を ES ポートに適用します。たとえば、set cos new-cos コマンドを設定すると、スイッ
チは自動的にインターフェイスが Class of Service（CoS; サービス クラス）を信頼するように設定し
ます。
単一レベルのポリシー マップは、標準ポートに入力ポリシーとして、または ES ポートに入力 / 出
力ポリシーとして適用できます。単一レベルのポリシー マップを出力標準ポートに適用することは
できません。
階層ポリシー マップは、入力ポリシーまたは出力ポリシーとして、ES ポートまたは ES EtherChannel
に適用できます。階層ポリシー マップを標準ポートに適用することはできません。
Cisco IOS Release 12.2(35)SE より前のリリースでは、サービス ポリシーを論理インターフェイス
（EtherChannel など）に適用することはできません。これらのリリースでは、EtherChannel チャネル
を構成する各物理ポート上に、QoS 分類、ポリシング、マッピング、キューイングを設定する必要
があります。Cisco IOS Release 12.2(35) 以降では、複数の ES ポートで構成される EtherChannel に階
層ポリシーマップを設定できます。

例

次の例では、ポリシーマップを標準ポートの入力に適用する方法を示します。
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# service-policy input plcmap1

次の例では、ポリシーマップを ES ポートの出力に適用する方法を示します。
Switch(config)# interface gigabitethernet1/1/1
Switch(config-if)# service-policy output plcmap3

設定を確認するには、show running-config 特権 EXEC コマンドを入力します。
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関連コマンド

コマンド
policy-map

説明

show policy-map

QoS ポリシーマップを表示します。

show running-config

稼働設定を表示します。構文情報については、次の URL の「Cisco IOS
Release 12.2 Command Reference」に表示されるページを参照してくださ
い。
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1835/prod_command_re
ference_list.html

複数のポートに適用することによってサービス ポリシーを指定するこ
とができるポリシーマップを作成、または変更します。

「Cisco IOS Commands Master List, Release 12.2」を選択するとコマンド
が表示されます。
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service-policy（ポリシーマップ クラス）
ポリシーマップ内の QoS（Quality Of Service）ポリシーとなるサービス ポリシーを作成する（階層
サービス ポリシー）には、service-policy ポリシーマップ クラス コンフィギュレーションコマンド
を使用します。ポリシーマップ内のサービス ポリシーをディセーブルにする場合は、このコマンド
の no 形式を使用します。
service-policy policy-map-name
no service-policy policy-map-name

シンタックスの説明

policy-map-name

デフォルト

サービス ポリシーマップは定義されません。

コマンド モード

ポリシーマップ クラス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容

12.2(25)EY

階層サービス ポリシーは、ES ポートまたは Switch Virtual Interface（SVI;
スイッチ仮想インターフェイス）で受信される着信トラフィックに適用で
きます。

使用上のガイドライン

ポリシーマップ名

このコマンドが導入されました。

service-policy コマンドは、Enhanced Services（ES）ポートに適用された階層ポリシーマップでのみ
使用します。このコマンドは、任意の階層レベルのポリシーマップで有効です。
階層を作成するには、クラスレベルのポリシーマップと VLAN（仮想 LAN）レベルのポリシーマッ
プとを関連付け、その VLAN レベルのポリシーマップと物理レベルのポリシーマップとを関連付け
てから、物理レベル ポリシーマップを ES ポートに適用します。階層レベルを省略することができ
ますが、レベルの順序（クラス レベル、VLAN レベル、物理レベルの順）は守る必要があります。
子ポリシーで bandwidth ポリシーマップ クラス コンフィギュレーションコマンドを使用する場
合、親ポリシーでも同じコマンドを使用する必要があります。
このコマンドをポリシーマップ クラス コンフィギュレーションモードで入力した場合、ポリシー
マップ コンフィギュレーションモードに戻るには、exit コマンドを使用します。特権 EXEC モード
に戻るには、end コマンドを使用します。

例

次の例では、parent という名前のサービス ポリシー内で階層サービス ポリシーを作成する方法を
示します。
Switch(config)# policy-map child
Switch(config-pmap)# class voice
Switch(config-pmap-c)# priority
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# exit
Switch(config)# policy-map parent
Switch(config-pmap)# class class1
Switch(config-pmap-c)# shape average 10000000
Switch(config-pmap-c)# service-policy child
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次の例では、すべてのレベルが存在する階層サービス ポリシーを作成する方法を示します。この設
定では、クラスレベルのポリシーマップと VLAN レベルのポリシーマップとを関連付け、その
VLAN レベルのポリシーマップと物理レベルのポリシーマップとを関連付けてから、物理レベルの
ポリシーマップをポートに適用します。
Switch(config)# class-map my-class
Switch(config-cmap)# match ip precedence 1
Switch(config-cmap)# exit
Switch(config)# class-map my-logical-class
Switch(config-cmap)# match vlan 5
Switch(config-cmap)# exit
Switch(config)# policy-map my-class-policy
Switch(config-pmap)# class my-class
Switch(config-pmap-c)# set precedence 2
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# exit
Switch(config)# policy-map my-logical-policy
Switch(config-pmap)# class my-logical-class
Switch(config-pmap-c)# shape average 400000000
Switch(config-pmap-c)# service-policy my-class-policy
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# exit
Switch(config)# policy-map my-physical-policy
Switch(config-pmap)# class class-default
Switch(config-pmap-c)# shape average 500000000
Switch(config-pmap-c)# service-policy my-logical-policy
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# exit
Switch(config)# interface gigabitethernet1/1/1
Switch(config)# service-policy input my-physical-policy

設定を確認するには、show policy-map 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
bandwidth

説明

class

トラフィック ポリシーを作成または変更するクラスの名前を指定します。

policy-map

複数のポートに適用することによってサービス ポリシーを指定すること
ができるポリシーマップを作成、または変更します。

priority

完全優先キューをイネーブルにし、ES ポートに適用されたポリシーマッ
プに属するトラフィックのクラスにプライオリティを設定します。

queue-limit

ES ポートに適用されたポリシーマップのテール ドロップに対して、最大
しきい値を設定します。

random-detect

ES ポートに適用されたポリシーマップのクラスに割り当てられる最低帯
域幅を指定、または修正します。

ES ポートに適用されたポリシーマップの Weighted Random Early Detection
（WRED; 重み付けランダム早期検出）を設定します。

shape

ES ポートに適用されたポリシーマップのトラフィック シェーピングをイ
ネーブルにします。

show policy-map

QoS ポリシーマップを表示します。
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set
IP トラフィックを、パケット内で、Class of Service（CoS; サービス クラス）
、Differentiated Services
Code Point（DSCP; DiffServ コード ポイント）、IP precedence、または Multiprotocol Label Switching
（MPLS; マルチプロトコル ラベル スイッチング）試験（EXP）ビットを設定することによって分類
するには、set ポリシーマップ クラス コンフィギュレーションコマンドを使用します。トラフィッ
クの分類を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
set {cos new-cos | [ip] {dscp new-dscp | precedence new-precedence} | mpls experimental exp-number}
no set cos new-cos | ip {dscp new-dscp | precedence new-precedence} | mpls experimental exp-number}

シンタックスの説明

cos new-cos

分類されたトラフィックに割り当てられる新しい CoS 値です。
指定できる範囲は 0 ～ 7 です。

ip dscp new-dscp

分類されたトラフィックに割り当てられる新しい DSCP 値で
す。指定できる範囲は 0 ～ 63 です。一般的に使用する値に対し
てはニーモニック名を入力することもできます。指定した値に
より、パケット ヘッダーに Type of Service（ToS; サービス タイ
プ）バイトが設定されます。

ip precedence new-precedence

分類されたトラフィックに割り当てられる新しい IP precedence
値です。指定できる範囲は 0 ～ 7 です。一般的に使用する値に
対してはニーモニック名を入力することもできます。指定した
値により、IP ヘッダーに優先順位ビットが設定されます。

mpls experimental exp-number

分類されたトラフィックに割り当てられる新しい MPLS EXP 値
です。指定できる範囲は 0 ～ 7 です。指定した値により、パケッ
ト ヘッダーの MPLS EXP 3 ビット フィールドが設定されます。

デフォルト

トラフィックの分類は定義されていません。

コマンド モード

ポリシーマップ クラス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容

12.2(25)EY

階層サービス ポリシーは、ES ポートで受信される着信トラフィックに適
用できます。

使用上のガイドライン

このコマンドが導入されました。

set コマンドは、クラスレベルのクラスでのみ使用可能です。
set dscp new-dscp コマンドおよび set precedence new-precedence コマンドは、set ip dscp new-dscp コ
マンドおよび set ip precedence new-precedence コマンドと同じです。
set dscp new-dscp または set precedence new-precedence コマンドについては、一般的に使用する値用
にニーモニック名を入力することができます。たとえば、set dscp af11 コマンドを、set dscp 10 コ
マンドとして入力しても同じ結果になります。set precedence critical コマンドを、set precedence 5
コマンドとして入力しても同じ結果になります。サポートされているニーモニックの一覧に関して
は、set dscp ? または set precedence ? コマンドを入力し、コマンドラインのヘルプ ストリングを参
照してください。
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ES ポートに適用された入力および出力ポリシーマップに、set cos new-cos、set dscp new-dscp、set
precedence new-precedence、または set mpls experimental exp-number コマンドを設定することができ
ます。標準 Switch Virtual Interface（SVI; スイッチ仮想インターフェイス）または ES ポートに適用
さ れ た 入 力 非 階 層 ポ リ シ ー マ ッ プ で は、set dscp new-dscp コ マ ン ド ま た は set precedence
new-precedence コマンドのみを設定できます。
入力階層ポリシーマップに、set cos new-cos、set dscp new-dscp、または set precedence new-precedence
コマンドを含む場合、スイッチは自動的にポートの信頼状態を ES ポートに適用します。スイッチ
は、トラフィック クラスに一致しないトラフィックも含め、ES ポートのすべての着信トラフィッ
クにポートの信頼状態を適用します。たとえば、set cos new-cos コマンドを入力すると、スイッチ
は自動的にインターフェイスが CoS を信頼するように設定します。
入力ポリシーマップでは、ポートが着信パケット内で信頼できる値は 1 つだけなので、レイヤ 2 と
レイヤ 3 の set アクションを組み合わせることはできません。たとえば、スイッチは次のポリシー
マップをサポートしません。
policy-map p1
class cos1
police cir per 10 conform-action set-cos-transmit 3
set dscp af22

ポリシーマップ コンフィギュレーションモードに戻るには、exit コマンドを使用します。特権 EXEC
モードに戻るには、end コマンドを使用します。

次の例では、複数のトラフィック タイプに CoS 値を割り当てた、p1 というポリシーマップを作成
する方法を示します。voice と video-data のためのクラス マップはすでに作成されています。

例

Switch(config)# policy-map
Switch(config-pmap)# class
Switch(config-pmap-c)# set
Switch(config-pmap)# exit
Switch(config-pmap)# class
Switch(config-pmap-c)# set
Switch(config-pmap)# exit

p1
voice
cos 1
video-data
cos 2

設定を確認するには、show policy-map 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
class

説明

policy-map

複数のポートに適用することによってサービス ポリシーを指定すること
ができるポリシーマップを作成、または変更します。

show policy-map

QoS（Quality Of Service）ポリシーマップを表示します。

trust

トラフィック クラスの信頼状態を定義します。

トラフィック ポリシーを作成または変更するクラスの名前を指定します。
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setup
スイッチを初期設定に設定するには、setup 特権 EXEC コマンドを使用します。
setup

シンタックスの説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

setup コマンドを使用することで、次の情報が表示されることを確認してください。
•

IP アドレスおよびネットワーク マスク

•

使用環境に対するパスワードの方針

•

スイッチがクラスタ コマンド スイッチおよびクラスタ名として使用されるかどうか

setup コマンドを入力すると、System Configuration Dialog という対話形式のダイアログが表示され
ます。このダイアログでは、設定のプロセスのガイドおよび情報の提供が行われます。各プロンプ
トの隣のカッコに表示される値は、setup コマンド機能または configure 特権 EXEC コマンドを使用
して設定された最後のデフォルト値です。
各プロンプトでヘルプ テキストが提供されます。ヘルプ テキストにアクセスするには、プロンプ
トで疑問符（?）のキーを入力します。
変更しないで特権 EXEC のプロンプトに戻るには、System Configuration Dialog を最後まで実行せず
に、Ctrl-C を押します。
変更が完了した場合、セットアップ プログラムにより、セットアップ セッション中に作成された
コンフィギュレーションコマンド スクリプトが表示されます。コンフィギュレーションを NVRAM
（不揮発性 RAM）に保存することができます。保存しないでセットアップ プログラムやコマンドラ
イン プロンプトに戻ることもできます。
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setup

例

次の例では、setup コマンドの出力を示します。
Switch# setup
--- System Configuration Dialog --Continue with configuration dialog? [yes/no]: yes
At any point you may enter a question mark '?' for help.
Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.
Default settings are in square brackets '[]'.
Basic management setup configures only enough connectivity
for management of the system, extended setup will ask you
to configure each interface on the system
Would you like to enter basic management setup? [yes/no]: yes
Configuring global parameters:
Enter host name [switch]: host-name
The enable secret is a password used to protect access to
privileged EXEC and configuration modes. This password, after
entered, becomes encrypted in the configuration.
Enter enable secret [<Use current secret>]: enable-secret-password
The enable password is used when you do not specify an
enable secret password, with some older software versions, and
some boot images.
Enter enable password: enable-password
The virtual terminal password is used to protect
access to the router over a network interface.
Enter virtual terminal password: terminal-password
Configure SNMP Network Management? [yes]: yes
Community string [public]:
Current interface summary
Interface
Vlan1
Vlan100
Vlan150
Vlan901
FastEthernet1/0/1
FastEthernet1/0/2

IP-Address
10.1.2.3
unassigned
unassigned
unassigned
unassigned
111.1.1.1

OK?
YES
YES
YES
YES
YES
YES

Method
NVRAM
NVRAM
NVRAM
NVRAM
unset
NVRAM

Status
up
down
down
down
up
up

Prol
up
down
down
down
up
up

（テキスト出力は省略）
Enter interface name used to connect to the
management network from the above interface summary: vlan1
Configuring interface Vlan1:
Configure IP on this interface? [yes]: yes
IP address for this interface: ip-address
Subnet mask for this interface [255.0.0.0] : subnet-mask
Class A network is 10.0.0.0, 8 subnet bits; mask is /8
Would you like to enable as a cluster command switch? [yes/no]: yes
Enter cluster name: cluster-name
The following configuration command script was created:
hostname host-name
enable secret 5 $1$ZzDa$X8ic4TpKggQ5wOgQ/xqdz1
enable password enable-password
line vty 0 15
password terminal-password
snmp-server community public
!
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no ip routing
!
interface Vlan1
no shutdown
ip address 10.1.2.3 255.0.0.0
!
interface Vlan100
shutdown
no ip address
!
interface Vlan150
shutdown
no ip address
!
interface Vlan901
shutdown
no ip address
!
interface FastEthernet1/0/1
!
interface FastEthernet1/0/2
shutdown
no ip address
!
（テキスト出力は省略）
cluster enable cluster-name
!
end

[0] Go to the IOS command prompt without saving this config.
[1] Return back to the setup without saving this config.
[2] Save this configuration to nvram and exit.
Enter your selection [2]:

関連コマンド

コマンド
show running-config

説明
稼働設定を表示します。構文情報については、次の URL の「Cisco IOS
Release 12.2 Command Reference」に表示されるページを参照してくださ
い。
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1835/prod_command_re
ference_list.html
「Cisco IOS Commands Master List, Release 12.2」を選択するとコマンド
が表示されます。

show version

ハードウェアおよびファームウェアのバージョン情報を表示します。
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setup express
Express Setup モードをイネーブルにするには、setup express グローバル コンフィギュレーション コ
マンドを使用します。Express Setup モードをディセーブルにする場合は、このコマンドの no 形式
を使用します。
setup express
no setup express

シンタックスの説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

Express Setup はイネーブルです。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

新しいスイッチ（未設定）上で Express Setup をイネーブルにする場合、Mode ボタンを 2 秒間押す
ことで Express Setup を開始できます。IP アドレス 10.0.0.1 を使用し、イーサネット ポートからス
イッチにアクセスできます。その後、Web ベースの Express Setup プログラム、または CLI（コマン
ドライン インターフェイス）ベースのセットアップ プログラムでスイッチを設定します。
設定されたスイッチ上で Mode ボタンを 2 秒間押すと、Mode ボタンの隣の LED が点滅し始めます。
Mode ボタンを 10 秒間押すと、スイッチの設定は削除され、スイッチが再起動します。その場合、
スイッチは新規の状態になり、Web ベースの Express Setup または CLI ベースのセットアップ プロ
グラムで、設定しなおすことができます。

（注）

スイッチの設定（CLI ベースのセットアップ プログラムの最初で no を入力することも含む）に変
更が加えられると、直後に Express Setup による設定を使用することができなくなります。Mode ボ
タンを 10 秒間押さないかぎり、Express Setup を再び実行することはできません。これにより、ス
イッチの設定は削除され、スイッチが再起動されます。

スイッチ上で Express Setup がアクティブな場合に、
write memory または copy running-configuration
startup-configuration 特権 EXEC コマンドを入力すると、Express Setup は稼働しなくなります。ス
イッチの IP アドレス 10.0.0.1 は有効ではなくなり、この IP アドレスを使用している接続も終了し
ます。
no setup express コマンドの主な目的は、Mode ボタンを 10 秒間押したためにスイッチの設定が削除
されてしまうことを回避するためのものです。
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次の例では、Express Setup モードをイネーブルにする方法を示します。

例

Switch(config)# setup express

Mode ボタンを押すことで、Express Setup モードがイネーブルかどうかを確認できます。

注意

•

未設定のスイッチ上では、Mode の LED が 3 秒後にグリーンになります。

•

設定されたスイッチ上では、Mode の LED が 2 秒後に点滅し、10 秒後にグリーンになります。

Mode ボタンを 10 秒間押し続けた場合、スイッチの設定は削除され、スイッチが再起動します。

次の例では、Express Setup モードをディセーブルにする方法を示します。
Switch(config)# no setup express

Mode ボタンを押すことで、Express Setup モードがディセーブルかどうかを確認できます。Express
Setup モードがスイッチ上でイネーブルでない場合、Mode の LED がグリーンで点滅（点灯ではな
い）し始めます。

関連コマンド

コマンド
show setup express

説明
Express Setup モードがアクティブかどうか表示します。
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shape
Enhanced Services（ES）ポートに適用された階層ポリシーマップのトラフィック シェーピングをイ
ネーブルにするには、shape ポリシーマップ クラス コンフィギュレーションコマンドを使用しま
す。トラフィック シェーピングにより、データ伝送速度が制限されます。デフォルト設定に戻すに
は、このコマンドの no 形式を使用します。
shape average cir-bps
no shape average

シンタックスの説明

average

平均レート トラフィック シェーピングをイネーブルにします。

cir-bps

Committed Information Rate（CIR; 認定情報速度）、つまりトラフィック シェー
ピングのビット レート（bps 単位）
。これは、サービス プロバイダーと契約し
たアクセス ビット レートです。維持すべきサービス レベルとも言えます。指
定できる範囲は 64000 ～ 2000000000 bps です。
シェーピングのレートは、100 Kbps 単位で増分してください。そうしないと、
100 Kbps 未満はソフトウェアで切り捨てられます。

デフォルト

平均レート トラフィック シェーピングはディセーブルです。

コマンド モード

ポリシーマップ クラス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容

12.2(25)EY

階層サービス ポリシーは、ES ポートで受信される着信トラフィックに適
用できます。

使用上のガイドライン

このコマンドが導入されました。

shape コマンドは、ES ポートに適用された階層ポリシーマップでのみ使用します。このコマンド
は、任意の階層レベルのポリシーマップで有効です。
シェーピングは、キュー内の不適合なパケットが指定のプロファイルに準拠するように、遅延させ
る処理です。シェーピングはポリシングとは区別されます。ポリシングでは、設定されたしきい値
を超過したパケットはドロップされますが、シェーピングでは、トラフィックがしきい値内に収ま
るように、パケットがバッファリングされます。シェーピングでは、ポリシングよりもトラフィッ
クの処理がスムーズになります。
クラス ポリシーで queue-limit または random-detect ポリシーマップ クラス コンフィギュレーショ
ンコマンドを設定する場合、その前に bandwidth または shape ポリシーマップ クラス コンフィギュ
レーションコマンドを設定しておく必要があります。
同一ポリシーマップ内の同一クラスで、bandwidth, queue-limit, random-detect、および shape ポリ
シーマップ クラス コンフィギュレーションコマンドと、priority ポリシーマップ クラス コンフィ
ギュレーションコマンドを一緒に使用することはできません。ただし、これらのコマンドを同一ポ
リシーマップ内で使用することはできます。
ポリシーマップ コンフィギュレーションモードに戻るには、exit コマンドを使用します。特権 EXEC
モードに戻るには、end コマンドを使用します。
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スイッチは、VLAN（仮想 LAN）レベルおよびクラスレベルのクラスに帯域幅を割り当てる際に、
次の規則に従います。

例

•

シェーピングにより、VLAN レベルのクラスで利用可能な帯域幅を制限します。物理レベルの
ポリシーマップで設定したシェーピング レートは、すべての VLAN レベルのクラスで利用可
能な帯域幅の合計となります。

•

VLAN レベルおよびクラスレベルのクラスでは、シェーピング レートは、そのクラスのために
帯域幅が指定されていない場合に利用可能な帯域幅となります。

•

VLAN レベルおよびクラスレベルのクラスでは、シェーピング レートは、そのレベルで割り当
てられた帯域幅以上にする必要があります。

•

VLAN レベルのクラスの合計帯域幅（クラスデフォルトを含む）は、ポートで利用可能な帯域
幅を超過することはできません。

•

クラスレベルのクラスの合計帯域幅（クラスデフォルトを含む）は、親 VLAN レベルで利用可
能な帯域幅を超過することはできません。

•

VLAN レベルおよびクラスレベルでは、設定された帯域幅はすべての子の合計となります。合
計した帯域幅が、親が利用可能な帯域幅未満の場合、残りの帯域幅が均等に子に配分されます。

次の例では、指定のトラフィック クラスのデータ伝送速度を 256 Kbps に制限する方法を示します。
Switch(config)# policy-map policy1
Switch(config-pmap)# class class1
Switch(config-pmap-c)# shape average 256000
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# exit
Switch(config)# interface gigabitethernet1/1/1
Switch(config-if)# service-policy output policy1

設定を確認するには、show policy-map 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
bandwidth

説明

class

トラフィック ポリシーを作成または変更するクラスの名前を指
定します。

policy-map

複数のポートに適用することによってサービス ポリシーを指定
することができるポリシーマップを作成、または変更します。

priority

完全優先キューをイネーブルにし、ES ポートに適用されたポリ
シーマップに属するトラフィックのクラスにプライオリティを設
定します。

queue-limit

ES ポートに適用されたポリシーマップのテール ドロップに対し
て、最大しきい値を設定します。

random-detect

ES ポートに適用されたポリシーマップの Weighted Random Early
Detection（WRED; 重み付けランダム早期検出）を設定します。

service-policy（ポリシーマッ
プ クラス）
show policy-map

サービス ポリシーを、ポリシーマップ内の QoS（Quality Of Service）
ポリシーとして作成します。

ES ポートに適用されたポリシーマップのクラスに割り当てられ
る最低帯域幅を指定、または修正します。

QoS ポリシーマップを表示します。
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show access-lists
スイッチに設定された Access Control List（ACL; アクセス コントロール リスト）を表示するには、
show access-lists 特権 EXEC コマンドを使用します。
show access-lists [name | number | hardware counters | ipc] [ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

name

（任意）ACL の名前です。

number

（任意）ACL の番号です。指定できる範囲は 1 ～ 2699 です。

hardware counters

（任意）スイッチドおよびルーテッド パケットのグローバル ハードウェア
ACL 統計を表示します。

ipc

（任意）Interprocess Communication（IPC; プロセス間通信）プロトコルのア
クセスリスト設定ダウンロード情報を表示します。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

（注）

rate-limit キーワードは、コマンドラインのヘルプ ストリングには表示されますが、サポートされ
ていません。

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

スイッチは IP 標準および拡張アクセス リストのみサポートします。そのため、割り当てられる番
号は 1 ～ 199 および 1300 ～ 2699 のみです。
また、設定された MAC（メディア アクセス制御）ACL を表示します。
文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。
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例

次の例では、show access-lists コマンドの出力を示します。
Switch# show access-lists
Standard IP access list 1
10 permit 1.1.1.1
20 permit 2.2.2.2
30 permit any
40 permit 0.255.255.255, wildcard bits 12.0.0.0
Standard IP access list videowizard_1-1-1-1
10 permit 1.1.1.1
Standard IP access list videowizard_10-10-10-10
10 permit 10.10.10.10
Extended IP access list 121
10 permit ahp host 10.10.10.10 host 20.20.10.10 precedence routine
Extended IP access list CMP-NAT-ACL
Dynamic Cluster-HSRP deny
ip any any
10 deny ip any host 19.19.11.11
20 deny ip any host 10.11.12.13
Dynamic Cluster-NAT permit ip any any
10 permit ip host 10.99.100.128 any
20 permit ip host 10.46.22.128 any
30 permit ip host 10.45.101.64 any
40 permit ip host 10.45.20.64 any
50 permit ip host 10.213.43.128 any
60 permit ip host 10.91.28.64 any
70 permit ip host 10.99.75.128 any
80 permit ip host 10.38.49.0 any

次の例では、show access-lists hardware counters コマンドの出力を示します。
Switch# show access-lists
L2 ACL INPUT Statistics
Drop:
Drop:
Bridge Only:
Bridge Only:
Forwarding To CPU:
Forwarding To CPU:

All
All
All
All
All
All

frame
bytes
frame
bytes
frame
bytes

count:
count:
count:
count:
count:
count:

0
0
0
0
0
0

L3 ACL INPUT Statistics
Drop:
Drop:
Bridge Only:
Bridge Only:
Forwarding To CPU:
Forwarding To CPU:
Forwarded:
Forwarded:
Drop And Log:
Drop And Log:
Bridge Only And Log:
Bridge Only And Log:
Forwarded And Log:
Forwarded And Log:

All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All

frame
bytes
frame
bytes
frame
bytes
frame
bytes
frame
bytes
frame
bytes
frame
bytes

count:
count:
count:
count:
count:
count:
count:
count:
count:
count:
count:
count:
count:
count:

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

L2 ACL OUTPUT Statistics
Drop:
Drop:
Bridge Only:
Bridge Only:
Forwarding To CPU:
Forwarding To CPU:

All
All
All
All
All
All

frame
bytes
frame
bytes
frame
bytes

count:
count:
count:
count:
count:
count:

0
0
61
3904
0
0

hardware counters

（テキスト出力は省略）
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次の例では、show access-lists ipc コマンドの出力を示します。
Switch# show access-lists ipc
LC Access List Config Updates Rcvd
Standard Access Lists rcvd
:
Simple Named Access Lists rcvd
:
Extended Access Lists rcvd
:
Extended Named Access Lists rcvd :
Rate-Limit Access Lists rcvd
:
Delete one Access List rcvd
:

関連コマンド

0
0
0
0
0
0

コマンド
access-list

説明

ip access list

スイッチに名前付き IP アクセス リストを設定します。構文情報につい
ては、Cisco IOS IP Command Reference, Volume 1 of 3:Addressing and
Services, Release 12.2 > IP Services Commands を選択してください。

mac access-list extended

スイッチに名前付きまたは番号付きの MAC アクセス リストを設定し
ます。

スイッチ上で、標準または拡張の番号付きアクセス リストを設定しま
す。構文情報については、Cisco IOS IP Command Reference, Volume 1
of 3:Addressing and Services, Release 12.2 > IP Services Commands を選
択してください。
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show archive status
HTTP または TFTP プロトコルを使用してスイッチにダウンロードする新しいイメージのステータ
スを表示するには、show archive status 特権 EXEC コマンドを使用します。
show archive status [ {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

リリース
12.2(25)EY

使用上のガイドライン

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

archive download-sw 特権 EXEC コマンドを使用してイメージを TFTP サーバにダウンロードする場
合、archive download-sw コマンドの出力では、ダウンロードのステータスが表示されます。
TFTP サーバがない場合、HTTP プロトコルを使用してイメージをダウンロードするために、Cluster
Management Suite（CMS）を使用できます。show archive status コマンドでは、ダウンロードの進捗
状況が表示されます。
文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。

例

次の例では、show archive status コマンドの出力を示します。
Switch# show archive status
IDLE: No upgrade in progress
Switch# show archive status
LOADING: Upgrade in progress
Switch# show archive status
EXTRACT: Extracting the image
Switch# show archive status
VERIFY: Verifying software
Switch# show archive status
RELOAD: Upgrade completed. Reload pending

関連コマンド

コマンド
archive download-sw

説明
TFTP サーバからスイッチに新しいイメージをダウンロードします。
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show arp access-list
Address Resolution Protocol（ARP; アドレス解決プロトコル）Access Control List（ACL; アクセス コ
ントロール リスト）の詳細情報を表示するには、show arp access-list ユーザ EXEC コマンドを使用
します。
show arp access-list [acl-name] [ | {begin | exclude | include} expression]
このコマンドは、スイッチが拡張マルチレイヤ イメージ（EMI）を実行している場合のみ使用でき
ます。

シンタックスの説明

acl-name

（任意）ACL の名前です。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

ユーザ EXEC

コマンド履歴

リリース
12.2(25)EY

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。

例

次の例では、show arp access-list コマンドの出力を示します。
Switch> show arp access-list
ARP access list rose
permit ip 10.101.1.1 0.0.0.255 mac any
permit ip 20.3.1.0 0.0.0.255 mac any

関連コマンド

コマンド
arp access-list

説明

deny（ARP アクセス リスト コンフィギュ
レーション）
ip arp inspection filter vlan

DHCP バインディングとの照合に基づいて、ARP
パケットを拒否します。

permit（ARP アクセス リスト コンフィギュ
レーション）

DHCP バインディングとの照合に基づいて、ARP
パケットを許可します。

ARP ACL を定義します。

スタティック IP アドレスを設定されたホストから
の ARP 要求および応答を許可します。
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show auto qos
Automatic Quality Of Service（Auto-QoS）機能によって生成された初期設定を表示するには、show
auto qos ユーザ EXEC コマンドを使用します。
show auto qos [interface [interface-id]] [ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

interface [interface-id]

（任意）指定されたポートまたはすべてのポートの Auto-QoS 情報を表示
します。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

ユーザ EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

Cisco IOS Release 12.2(25)EY より前のリリースでは、show auto qos [interface [interface-id]] コマンド
の出力に、最初に生成された Auto-QoS 設定が表示されます。
Cisco IOS Release 12.2(25)EY 以降では、show auto qos コマンドの出力には、各インターフェイスで
入力された Auto-QoS コマンドのみが表示されます。show auto qos interface interface-id コマンドの
出力には、特定のインターフェイスで入力された Auto-QoS コマンドが表示されます。
Auto-QoS 設定およびユーザの変更部分を表示するには、show running-config 特権 EXEC コマンド
を使用します。
Enhanced Services（ES）ポートで、srr-queue bandwidth shape インターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドは、生成された auto qos voip コマンド リストの一部ではありません。
Auto-QoS の影響を受ける可能性のある QoS の設定情報を表示するには、次のいずれかのコマンド
を使用します。
•

show mls qos

•

show mls qos maps cos-dscp

•

show mls qos interface [interface-id] [buffers | queueing]

•

show mls qos maps [cos-dscp | cos-input-q | cos-output-q | dscp-cos | dscp-input-q | dscp-output-q]

•

show mls qos input-queue

•

show running-config

文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。
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例

次の例では、auto qos voip cisco-phone および auto qos voip cisco-softphone インターフェイス コン
フィギュレーション コマンドを入力したあとの show auto qos コマンドの出力を示します。
Switch> show auto qos
GigabitEthernet1/0/1
auto qos voip cisco-softphone
GigabitEthernet1/0/2
auto qos voip cisco-phone

次の例では、auto qos voip cisco-phone インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力
した場合の show auto qos interface interface-id コマンドの出力を示します。
Switch> show auto qos interface gigabitethernet 1/0/1
GigabitEthernet1/0/1
auto qos voip cisco-phone

次の例では、auto qos voip cisco-phone および auto qos voip cisco-softphone インターフェイス コン
フィギュレーション コマンドを入力した場合の show running-config 特権 EXEC コマンドの出力を
示します。
Switch# show running-config
Building configuration...
...
mls qos map policed-dscp 24 26 46 to 0
mls qos map cos-dscp 0 8 16 26 32 46 48 56
mls qos srr-queue input bandwidth 90 10
mls qos srr-queue input threshold 1 8 16
mls qos srr-queue input threshold 2 34 66
mls qos srr-queue input buffers 67 33
mls qos srr-queue input cos-map queue 1 threshold 2 1
mls qos srr-queue input cos-map queue 1 threshold 3 0
mls qos srr-queue input cos-map queue 2 threshold 1 2
mls qos srr-queue input cos-map queue 2 threshold 2 4 6 7
mls qos srr-queue input cos-map queue 2 threshold 3 3 5
mls qos srr-queue input dscp-map queue 1 threshold 2 9 10 11 12 13 14 15
mls qos srr-queue input dscp-map queue 1 threshold 3 0 1 2 3 4 5 6 7
mls qos srr-queue input dscp-map queue 1 threshold 3 32
mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 threshold 1 16 17 18 19 20 21 22 23
mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 threshold 2 33 34 35 36 37 38 39 48
mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 threshold 2 49 50 51 52 53 54 55 56
mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 threshold 2 57 58 59 60 61 62 63
mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 threshold 3 24 25 26 27 28 29 30 31
mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 threshold 3 40 41 42 43 44 45 46 47
mls qos srr-queue output cos-map queue 1 threshold 3 5
mls qos srr-queue output cos-map queue 2 threshold 3 3 6 7
mls qos srr-queue output cos-map queue 3 threshold 3 2 4
mls qos srr-queue output cos-map queue 4 threshold 2 1
mls qos srr-queue output cos-map queue 4 threshold 3 0
mls qos srr-queue output dscp-map queue 1 threshold 3 40 41 42 43 44 45 46 47
mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 3 24 25 26 27 28 29 30 31
mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 3 48 49 50 51 52 53 54 55
mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 3 56 57 58 59 60 61 62 63
mls qos srr-queue output dscp-map queue 3 threshold 3 16 17 18 19 20 21 22 23
mls qos srr-queue output dscp-map queue 3 threshold 3 32 33 34 35 36 37 38 39
mls qos srr-queue output dscp-map queue 4 threshold 1 8
mls qos srr-queue output dscp-map queue 4 threshold 2 9 10 11 12 13 14 15
mls qos srr-queue output dscp-map queue 4 threshold 3 0 1 2 3 4 5 6 7
mls qos queue-set output 1 threshold 1 100 100 100 100
mls qos queue-set output 1 threshold 2 75 75 75 250
mls qos queue-set output 1 threshold 3 75 150 100 300
mls qos queue-set output 1 threshold 4 50 100 75 400
mls qos queue-set output 2 threshold 1 100 100 100 100
mls qos queue-set output 2 threshold 2 35 35 35 35
mls qos queue-set output 2 threshold 3 55 82 100 182
mls qos queue-set output 2 threshold 4 90 250 100 400
mls qos queue-set output 1 buffers 15 20 20 45
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mls qos queue-set output 2 buffers 24 20 26 30
mls qos
...
!
class-map match-all AutoQoS-VoIP-RTP-Trust
match ip dscp ef
class-map match-all AutoQoS-VoIP-Control-Trust
match ip dscp cs3 af31
!
policy-map AutoQoS-Police-SoftPhone
class AutoQoS-VoIP-RTP-Trust
set dscp ef
police 320000 8000 exceed-action policed-dscp-transmit
class AutoQoS-VoIP-Control-Trust
set dscp cs3
police 32000 8000 exceed-action policed-dscp-transmit
!
...
!
interface GigabitEthernet1/0/1
switchport mode access
switchport port-security maximum 400
service-policy input AutoQoS-Police-SoftPhone
speed 100
duplex half
srr-queue bandwidth share 10 10 60 20
srr-queue bandwidth shape 10 0 0 0
auto qos voip cisco-softphone
!
interface GigabitEthernet1/0/2
switchport mode access
switchport port-security maximum 1999
speed 100
duplex full
srr-queue bandwidth share 10 10 60 20
srr-queue bandwidth shape 10 0 0 0
mls qos trust device cisco-phone
mls qos trust cos
auto qos voip cisco-phone
!
（テキスト出力は省略）

次の例では、auto qos voip cisco-phone インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力
した場合の show auto qos interface interface-id コマンドの出力を示します。
Switch> show auto qos interface fastethernet1/0/2
FastEthernet1/0/2
auto qos voip cisco-phone

次の例では、Auto-QoS がスイッチでディセーブルの場合の show auto qos コマンドの出力を示しま
す。
Switch> show auto qos
AutoQoS not enabled on any interface

次の例では、Auto-QoS がインターフェイスでディセーブルの場合の show auto qos interface
interface-id コマンドの出力を示します。
Switch> show auto qos interface gigabitethernet1/0/1
AutoQoS is disabled

関連コマンド

コマンド
auto qos voip

説明

debug auto qos

Auto-QoS 機能のデバッグをイネーブルにします。

QoS ドメイン内の VoIP に QoS を自動設定します。
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show boot
BOOT 環境変数の設定を表示するには、show boot 特権 EXEC コマンドを使用します。
show boot [ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。

例

次の例では、show boot コマンドの出力を示します。表 2-18 に、表示される各フィールドの説明を
示します。
Switch# show boot
BOOT path-list
Config file
Private Config file
Enable Break
Manual Boot
HELPER path-list

表 2-18

:
:
:
:
:
:

flash:c3750-i9-mz
flash:/config.text
flash:/private-config.text
no
yes

show boot のフィールドの説明

フィールド

説明

BOOT path-list

自動起動時にロードおよび実行される実行可能ファイルのリストをセミコロ
ンで区切って表示します。
BOOT 環境変数が設定されていない場合、システムは、フラッシュ ファイル
システム全体に再帰的な縦型検索を行って、最初の実行可能イメージをロー
ドして実行しようとします。ディレクトリの縦型検索では、検出した各サブ
ディレクトリを完全に検索してから元のディレクトリでの検索を続けます。
BOOT 環境変数が設定されていても指定されたイメージをロードできない場
合は、システムはフラッシュ ファイル システムで見つかった最初のブート
ファイルを起動しようとします。

Config file

ソフトウェアがシステム コンフィギュレーションの不揮発性コピーの読み書
きに使用するファイル名を表示します。

Private Config file

ソフトウェアがシステム コンフィギュレーションの不揮発性コピーの読み書
きに使用するファイル名を表示します。
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表 2-18

（注）

関連コマンド

show boot のフィールドの説明

フィールド

説明

Enable Break

起動中のブレークがイネーブルかまたはディセーブルかを表示します。1、on、
または yes に設定されている場合は、フラッシュ ファイル システムの初期化
後にコンソール上で Break キーを押して、自動起動プロセスを中断すること
ができます。

Manual Boot

スイッチが自動で起動するかまたは手動で起動するかを表示します。no また
は 0 に設定されている場合、ブート ローダーは自動的にシステムの起動を試
行します。それ以外に設定されている場合は、ブート ローダー モードから手
動でスイッチを起動する必要があります。

Helper path-list

ブート ローダーの初期化中に動的にロードされるロード可能ファイルのリス
トをセミコロンで区切って表示します。ヘルパー ファイルは、ブート ロー
ダーの機能を拡張したり、パッチを当てます。

Auto upgrade フィールドは、表示はされますが、サポートされていません。

コマンド
boot config-file

説明

boot enable-break

自動ブート プロセスの中断をイネーブルにします。

boot manual

次のブート サイクル中、スイッチの手動起動をイネーブルにします。

boot private-config-file

ソフトウェアがプライベート コンフィギュレーションの不揮発性コ
ピーの読み書きに使用するファイル名を指定します。

boot system

次のブート サイクル中にロードするイメージを指定します。

ソフトウェアがシステム コンフィギュレーションの不揮発性コピーの
読み書きに使用するファイル名を指定します。
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show class-map
トラフィックを分類するための一致条件を定義する QoS（Quality Of Service）クラス マップを表示
するには、show class-map ユーザ EXEC コマンドを使用します。
show class-map [class-map-name] [ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

class-map-name

（任意）指定されたクラス マップの内容を表示します。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

ユーザ EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。

例

次の例では、show class-map コマンドの出力を示します。
Switch> show class-map
Class Map match-all videowizard_10-10-10-10 (id 2)
Match access-group name videowizard_10-10-10-10
Class Map match-any class-default (id 0)
Match any
Class Map match-all dscp5 (id 3)
Match ip dscp 5

関連コマンド

コマンド
class-map

説明

match（クラス マップ コンフィギュ
レーション）

クラス マップの一致条件を定義します。

名前を指定したクラスとパケットとの比較に使用される
クラス マップを作成します。
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show cluster
スイッチが属するクラスタのステータスおよびサマリーを表示するには、show cluster ユーザ EXEC
コマンドを使用します。このコマンドは、クラスタ コマンド スイッチおよびクラスタ メンバー ス
イッチ上で入力することができます。
show cluster [ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

ユーザ EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

クラスタのメンバーでないスイッチ上でこのコマンドを入力すると、エラー メッセージ Not a
management cluster member が表示されます。
クラスタ メンバー スイッチ上でこのコマンドを入力すると、クラスタ コマンド スイッチの ID、そ
のスイッチ メンバーの番号、およびクラスタ コマンド スイッチとの接続状態が表示されます。
クラスタ コマンド スイッチ上でこのコマンドを入力すると、クラスタ名およびメンバーの総数が
表示されます。また、ステータス変更後のクラスタのステータスおよび時間も表示されます。冗長
構成がイネーブルの場合は、プライマリおよびセカンダリ コマンド スイッチの情報が表示されま
す。
文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。

例

次の例では、アクティブなクラスタ コマンド スイッチ上で show cluster コマンドを入力した場合の
出力を示します。
Switch> show cluster
Command switch for cluster "Ajang"
Total number of members:
Status:
Time since last status change:
Redundancy:
Standby command switch:
Standby Group:
Standby Group Number:
Heartbeat interval:
Heartbeat hold-time:
Extended discovery hop count:

7
1 members are unreachable
0 days, 0 hours, 2 minutes
Enabled
Member 1
Ajang_standby
110
8
80
3
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次の例では、クラスタ メンバー スイッチ上で show cluster コマンドを入力した場合の出力を示しま
す。
Switch1> show cluster
Member switch for cluster "hapuna"
Member number:
Management IP address:
Command switch mac address:
Heartbeat interval:
Heartbeat hold-time:

3
192.192.192.192
0000.0c07.ac14
8
80

次の例では、スタンバイ クラスタ コマンド スイッチとして設定されたクラスタ メンバー スイッチ
上で show cluster コマンドを入力した場合の出力を示します。
Switch> show cluster
Member switch for cluster "hapuna"
Member number:
Management IP address:
Command switch mac address:
Heartbeat interval:
Heartbeat hold-time:

3 (Standby command switch)
192.192.192.192
0000.0c07.ac14
8
80

次の例では、メンバー 1 との接続が切断されたクラスタ コマンド スイッチ上で show cluster コマン
ドを入力した場合の出力を示します。
Switch> show cluster
Command switch for cluster "Ajang"
Total number of members:
Status:
Time since last status change:
Redundancy:
Heartbeat interval:
Heartbeat hold-time:
Extended discovery hop count:

7
1 members are unreachable
0 days, 0 hours, 5 minutes
Disabled
8
80
3

次の例では、クラスタ コマンド スイッチとの接続が切断されたクラスタ メンバー スイッチ上で
show cluster コマンドを入力した場合の出力を示します。
Switch> show cluster
Member switch for cluster "hapuna"
Member number:
Management IP address:
Command switch mac address:
Heartbeat interval:
Heartbeat hold-time:

関連コマンド

コマンド
cluster enable

<UNKNOWN>
192.192.192.192
0000.0c07.ac14
8
80

説明
コマンド対応スイッチをクラスタ コマンド スイッチとしてイ
ネーブルにし、クラスタ名、およびオプションとしてメンバー番
号を割り当てます。

show cluster candidates

候補スイッチのリストを表示します。

show cluster members

クラスタ メンバーに関する情報を表示します。
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show cluster candidates
候補スイッチのリストを表示するには、show cluster candidates 特権 EXEC コマンドを使用します。
show cluster candidates [detail | mac-address H.H.H.] [ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

detail

（任意）すべての候補に関する詳細を表示します。

mac-address H.H.H.

（任意）クラスタ候補の MAC（メディア アクセス制御）アドレスです。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

ユーザ EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

このコマンドは、クラスタ コマンド スイッチでのみ実行できます。
スイッチがクラスタ コマンド スイッチでない場合は、プロンプトに空行が表示されます。
出力内の SN は、スイッチ メンバー番号を意味します。SN 列の値に E が表示された場合、スイッ
チは拡張検出によって検出されています。SN 列の値が E でない場合、スイッチ メンバー番号のス
イッチは、候補スイッチのアップストリーム側ネイバーです。ホップ数は、クラスタ コマンド ス
イッチから候補スイッチまでのデバイス数です。
文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。

例

次の例では、show cluster candidates コマンドの出力を示します。
Switch> show cluster candidates
MAC Address
00d0.7961.c4c0
00d0.bbf5.e900
00e0.1e7e.be80
00e0.1e9f.7a00
00e0.1e9f.8c00
00e0.1e9f.8c40

Name
StLouis-2
ldf-dist-128
1900_Switch
Surfers-24
Surfers-12-2
Surfers-12-1

Device Type
PortIf
WS-C3750 -12T Gi1/0/1
WS-C3524-XL
Fa0/7
1900
3
WS-C2924-XL
Fa0/5
WS-C2912-XL
Fa0/4
WS-C2912-XL
Fa0/1

|---Upstream---|
FEC Hops SN PortIf FEC
2
1 Fa0/11
1
0 Fa0/24
0
1
0 Fa0/11
1
0 Fa0/3
1
0 Fa0/7
1
0 Fa0/9
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次の例では、クラスタ コマンド スイッチに直接接続された、クラスタ メンバー スイッチの MAC
アドレスを使用した場合の show cluster candidates コマンドの出力を示します。
Switch> show cluster candidates mac-address 00d0.7961.c4c0
Device 'Tahiti-12' with mac address number 00d0.7961.c4c0
Device type:
cisco WS-C3750 -12T
Upstream MAC address:
00d0.796d.2f00 (Cluster Member 0)
Local port:
Gi1/0/1
FEC number:
Upstream port:
GI1/0/11 FEC Number:
Hops from cluster edge: 1
Hops from command device: 1

次の例では、クラスタ エッジからのホップ数が 3 である、クラスタ メンバー スイッチの MAC ア
ドレスを使用した場合の show cluster candidates コマンドの出力を示します。
Switch> show cluster candidates mac-address 0010.7bb6.1cc0
Device 'Ventura' with mac address number 0010.7bb6.1cc0
Device type:
cisco WS-C2912MF-XL
Upstream MAC address:
0010.7bb6.1cd4
Local port:
Fa2/1
FEC number:
Upstream port:
Fa0/24 FEC Number:
Hops from cluster edge: 3
Hops from command device: -

次の例では、show cluster candidates detail コマンドの出力を示します。
Switch> show cluster candidates detail
Device 'Tahiti-12' with mac address number 00d0.7961.c4c0
Device type:
cisco WS-C3512-XL
Upstream MAC address:
00d0.796d.2f00 (Cluster Member 1)
Local port:
Fa0/3
FEC number:
Upstream port:
Fa0/13 FEC Number:
Hops from cluster edge: 1
Hops from command device: 2
Device '1900_Switch' with mac address number 00e0.1e7e.be80
Device type:
cisco 1900
Upstream MAC address:
00d0.796d.2f00 (Cluster Member 2)
Local port:
3
FEC number: 0
Upstream port:
Fa0/11 FEC Number:
Hops from cluster edge: 1
Hops from command device: 2
Device 'Surfers-24' with mac address number 00e0.1e9f.7a00
Device type:
cisco WS-C2924-XL
Upstream MAC address:
00d0.796d.2f00 (Cluster Member 3)
Local port:
Fa0/5
FEC number:
Upstream port:
Fa0/3
FEC Number:
Hops from cluster edge: 1
Hops from command device: 2

関連コマンド

コマンド
show cluster

説明

show cluster members

クラスタ メンバーに関する情報を表示します。

スイッチが属するクラスタのステータスおよびサマリーを表示し
ます。
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show cluster members
クラスタ メンバーの情報を表示するには、show cluster members 特権 EXEC コマンドを使用します。
show cluster members [n | detail] [ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

n

（任意）クラスタ メンバーを識別する番号。指定できる範囲は 0 ～ 15 です。

detail

（任意）すべてのクラスタ メンバーに関する詳細を表示します。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

このコマンドは、クラスタ コマンド スイッチでのみ実行できます。
クラスタ内にメンバーがない場合は、プロンプトに空行が表示されます。
文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。

例

次の例では、show cluster members コマンドの出力を示します。出力内の SN は、スイッチ番号を
意味します。
Switch# show cluster members
SN
0
1
2
3
4

MAC Address
0002.4b29.2e00
0030.946c.d740
0002.b922.7180
0002.4b29.4400
0002.4b28.c480

Name
StLouis1
tal-switch-1
nms-2820
SanJuan2
GenieTest

PortIf FEC Hops
0
Fa0/13
1
10
0
2
Gi0/1
2
Gi0/2
2

|---Upstream---|
SN PortIf FEC State
Up
(Cmdr)
0 Gi0/1
Up
1 Fa0/18
Up
1 Fa0/11
Up
1 Fa0/9
Up

次の例では、クラスタ メンバー 3 に対する show cluster members の出力を示します。
Switch# show cluster members 3
Device 'SanJuan2' with member number 3
Device type:
cisco WS-C3750-12T
MAC address:
0002.4b29.4400
Upstream MAC address:
0030.946c.d740 (Cluster member 1)
Local port:
Gi1/0/1
FEC number:
Upstream port:
Gi1/0/11 FEC Number:
Hops from command device: 2
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次の例では、show cluster members detail コマンドの出力を示します。
Switch# show cluster members detail
Device 'StLouis1' with member number 0 (Command Switch)
Device type:
cisco WS-C3750-12T
MAC address:
0002.4b29.2e00
Upstream MAC address:
Local port:
FEC number:
Upstream port:
FEC Number:
Hops from command device: 0
Device 'tal-switch-14' with member number 1
Device type:
cisco WS-C3548-XL
MAC address:
0030.946c.d740
Upstream MAC address:
0002.4b29.2e00 (Cluster
Local port:
Fa0/13 FEC number:
Upstream port:
Gi0/1
FEC Number:
Hops from command device: 1
Device 'nms-2820' with member number 2
Device type:
cisco 2820
MAC address:
0002.b922.7180
Upstream MAC address:
0030.946c.d740 (Cluster
Local port:
10
FEC number: 0
Upstream port:
Fa0/18 FEC Number:
Hops from command device: 2
Device 'SanJuan2' with member number 3
Device type:
cisco WS-C3750-12T
MAC address:
0002.4b29.4400
Upstream MAC address:
0030.946c.d740 (Cluster
Local port:
Gi1/0/1
FEC number:
Upstream port:
Fa1/0/11 FEC Number:
Hops from command device: 2
Device 'GenieTest' with member number 4
Device type:
cisco SeaHorse
MAC address:
0002.4b28.c480
Upstream MAC address:
0030.946c.d740 (Cluster
Local port:
Gi0/2
FEC number:
Upstream port:
Fa0/9
FEC Number:
Hops from command device: 2
Device 'Palpatine' with member number 5
Device type:
cisco WS-C2924M-XL
MAC address:
00b0.6404.f8c0
Upstream MAC address:
0002.4b29.2e00 (Cluster
Local port:
Gi2/1
FEC number:
Upstream port:
Gi0/7
FEC Number:
Hops from command device: 1

関連コマンド

member 0)

member 1)

member 1)

member 1)

member 0)

コマンド
show cluster

説明

show cluster candidates

候補スイッチのリストを表示します。

スイッチが属するクラスタのステータスおよびサマリーを表示し
ます。
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show controllers cpu-interface
CPU ネットワーク インターフェイス Application-Specific Integrated Circuit（ASIC; 特定用途向け IC）
の状態、および CPU に届くパケットに対する送受信の統計を表示するには、show controllers
cpu-interface 特権 EXEC コマンドを使用します。
show controllers cpu-interface [ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

このコマンドを使用することで、シスコのテクニカル サポート担当がスイッチのトラブルシュー
ティングを行うのに役立つ情報が表示されます。
文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。

例

次の例では、show controllers cpu-interface コマンドの出力を示します。
Switch# show controllers cpu-interface
cpu-queue-frames retrieved dropped
----------------- ---------- ---------rpc
4523063
0
stp
1545035
0
ipc
1903047
0
routing protocol 96145
0
L2 protocol
79596
0
remote console
0
0
sw forwarding
5756
0
host
225646
0
broadcast
46472
0
cbt-to-spt
0
0
igmp snooping
68411
0
icmp
0
0
logging
0
0
rpf-fail
0
0
queue14
0
0
cpu heartbeat
1710501
0

invalid
---------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Supervisor ASIC receive-queue parameters
---------------------------------------queue 0 maxrecevsize 5EE pakhead 1419A20
queue 1 maxrecevsize 5EE pakhead 15828E0
queue 2 maxrecevsize 5EE pakhead 1470D40
queue 3 maxrecevsize 5EE pakhead 19CDDD0

paktail
paktail
paktail
paktail

hol-block
---------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

13EAED4
157FBFC
1470FE4
19D02C8

（テキスト出力は省略）
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show controllers cpu-interface

Supervisor ASIC Mic Registers
-----------------------------MicDirectPollInfo
80000800
MicIndicationsReceived
00000000
MicInterruptsReceived
00000000
MicPcsInfo
0001001F
MicPlbMasterConfiguration
00000000
MicRxFifosAvailable
00000000
MicRxFifosReady
0000BFFF
MicTimeOutPeriod:
FrameTOPeriod: 00000EA6 DirectTOPeriod: 00004000
（テキスト出力は省略）
MicTransmitFifoInfo:
Fifo0:
StartPtrs:
WritePtrs:
Weights:
Fifo1: StartPtr:
WritePtrs:
writeHeaderPtr:
Fifo2: StartPtr:
WritePtrs:
writeHeaderPtr:
Fifo3: StartPtr:
WritePtrs:
writeHeaderPtr:
Fifo4: StartPtr:
WritePtrs:
writeHeaderPtr:
Fifo5: StartPtr:
WritePtrs:
writeHeaderPtr:
Fifo6: StartPtr:
WritePtrs:

038C2800
038C2C38
001E001E
03A9BC00
03A9BC60
03A9BC60
038C8800
038C88E0
038C88E0
03C30400
03C30638
03C30638
03AD5000
03AD50A0
03AD50A0
03A7A600
03A7A600
03A7A600
03BF8400
03BF87F0

ReadPtr:
Fifo_Flag:

038C2C38
8A800800

ReadPtr:
Fifo_Flag:

03A9BC60
89800400

ReadPtr:
Fifo_Flag:

038C88E0
88800200

ReadPtr:
Fifo_Flag:

03C30638
89800400

ReadPtr:
Fifo_Flag:

03AD50A0
89800400

ReadPtr:
Fifo_Flag:

03A7A600
88800200

ReadPtr:
Fifo_Flag:

03BF87F0
89800400

（テキスト出力は省略）

関連コマンド

コマンド
show controllers ethernet-controller

説明

show interfaces

すべてのインターフェイスまたは指定されたインター
フェイスの管理ステータスおよび動作ステータスを表示
します。

ハードウェアまたはインターフェイスの内部レジスタか
ら読み込まれる、各インターフェイスの送受信の統計情報
を表示します。
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show controllers ethernet-controller
ハードウェアから読み込まれる各ポートの送受信の統計情報を表示するには、キーワードを指定せ
ずに show controllers ethernet-controller 特権 EXEC コマンドを使用します。phy キーワードを使用
することでポートの内部レジスタを表示、また port-asic キーワードを指定することでポートの
Application-Specific Integrated Circuit（ASIC; 特定用途向け IC）の情報を表示させます。
show controllers ethernet-controller [[interface-id] [phy [detail] | port-asic {configuration |
statistics}] [ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

interface-id

物理ポート（タイプ、モジュール、ポート番号を含む）

phy

（任意）デバイスまたはポートに対するスイッチの Physical Layer Device（PHY;
物理レイヤ）上にある内部レジスタのステータスを表示します。表示には、
ポートの Automatic Media-Dependent-Interface Crossover（Auto-MDIX）機能の
動作状態が含まれます。

detail

（任意）PHY 内部レジスタの詳細情報を表示します。

port-asic

（任意）ポートの ASIC 内部レジスタの情報を表示します。

configuration

ポートの ASIC 内部レジスタの設定を表示します。

statistics

ポートの ASIC 統計情報（Rx/Sup キューおよびその他の統計情報を含む）を
表示します。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

コマンド モード

特権 EXEC（ユーザ EXEC モードで interface-id キーワードのみサポートされます）

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

キーワードを指定しない場合、トラフィックの統計が表示されます。基本的にはすべての、または
指定されたポートに対する Remote Network Monitoring（RMON）統計が表示されます。
phy または port-asic キーワードを入力した場合は、主にシスコのテクニカル サポート担当のスイッ
チのトラブルシューティングに役立つ情報が表示されます。
文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。

Catalyst 3750 Metro スイッチ コマンド リファレンス
OL-9645-04-J

2-357

第2章

Catalyst 3750 Metro スイッチ Cisco IOS コマンド

show controllers ethernet-controller

例

次の例では、ポートの show controllers ethernet-controller コマンドの出力を示します。
Switch# show controllers ethernet-controller gigabitethernet1/0/1
Transmit
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GigabitEthernet1/0/1
Bytes
Unicast frames
Multicast frames
Broadcast frames
Too old frames
Deferred frames
MTU exceeded frames
1 collision frames
2 collision frames
3 collision frames
4 collision frames
5 collision frames
6 collision frames
7 collision frames
8 collision frames
9 collision frames
10 collision frames
11 collision frames
12 collision frames
13 collision frames
14 collision frames
15 collision frames
Excessive collisions
Late collisions
VLAN discard frames
Excess defer frames
64 byte frames
127 byte frames
255 byte frames
511 byte frames
1023 byte frames
1518 byte frames
Too large frames
Good (1 coll) frames

Receive
0 Bytes
0 Unicast frames
0 Multicast frames
0 Broadcast frames
0 Unicast bytes
0 Multicast bytes
0 Broadcast bytes
0 Alignment errors
0 FCS errors
0 Oversize frames
0 Undersize frames
0 Collision fragments
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Minimum size frames
65 to 127 byte frames
128 to 255 byte frames
256 to 511 byte frames
512 to 1023 byte frames
1024 to 1518 byte frames
Overrun frames
Pause frames
Symbol error frames

0
0
0
0

Invalid frames, too large
Valid frames, too large
Invalid frames, too small
Valid frames, too small

0
0
0
0

Too old frames
Valid oversize frames
System FCS error frames
RxPortFifoFull drop frame

次の例では、指定のポートの show controllers ethernet-controller phy コマンドの出力を示します。
最後の行はポートの Auto-MDIX の設定が表示されることに注意してください。
Switch# show controllers ethernet-controller fastethernet1/0/3 phy
Control Register
Control STATUS
Phy ID 1
Phy ID 2
Auto-Negotiation Advertisement
Auto-Negotiation Link Partner
Auto-Negotiation Expansion Reg
Next Page Transmit Register
Link Partner Next page Rx Regi
Port Configuration Register
Port Status Register
Interrupt Enable Register
Interrupt Status Register
LED Configuration Register
Trim Enable Register
Auto-MDIX

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

0011
0111
0000
0111
0000
0000
0000
0010
0000
0000
0000
1010
0000
1001
0000
Off

0001 0000 0000
1000 0000 1001
0000 0001 0011
1000 1111 1011
0011 1110 0001
0000 0000 0000
0000 0000 0100
0000 0000 0001
0000 0000 0000
0001 1010 0100
0001 0000 0000
0000 0000 0000
0000 0101 0100
1001 1001 0000
1101 0000 0000
[AdminState=0

Flags=0x00002248
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show controllers ethernet-controller

次の例では、show controllers ethernet-controller port-asic configuration コマンドの出力を示します。
Switch# show controllers ethernet-controller port-asic configuration
========================================================================
Switch 1, PortASIC 0 Registers
-----------------------------------------------------------------------DeviceType
: 000101BC
Reset
: 00000000
PmadMicConfig
: 00000001
PmadMicDiag
: 00000003
SupervisorReceiveFifoSramInfo
: 000007D0 000007D0 40000000
SupervisorTransmitFifoSramInfo
: 000001D0 000001D0 40000000
GlobalStatus
: 00000800
IndicationStatus
: 00000000
IndicationStatusMask
: FFFFFFFF
InterruptStatus
: 00000000
InterruptStatusMask
: 01FFE800
SupervisorDiag
: 00000000
SupervisorFrameSizeLimit
: 000007C8
SupervisorBroadcast
: 000A0F01
GeneralIO
: 000003F9 00000000 00000004
StackPcsInfo
: FFFF1000 860329BD 5555FFFF FFFFFFFF
FF0FFF00 86020000 5555FFFF 00000000
StackRacInfo
: 73001630 00000003 7F001644 00000003
24140003 FD632B00 18E418E0 FFFFFFFF
StackControlStatus
: 18E418E0
stackControlStatusMask
: FFFFFFFF
TransmitBufferFreeListInfo
: 00000854 00000800 00000FF8 00000000
0000088A 0000085D 00000FF8 00000000
TransmitRingFifoInfo
: 00000016 00000016 40000000 00000000
0000000C 0000000C 40000000 00000000
TransmitBufferInfo
: 00012000 00000FFF 00000000 00000030
TransmitBufferCommonCount
: 00000F7A
TransmitBufferCommonCountPeak
: 0000001E
TransmitBufferCommonCommonEmpty
: 000000FF
NetworkActivity
: 00000000 00000000 00000000 02400000
DroppedStatistics
: 00000000
FrameLengthDeltaSelect
: 00000001
SneakPortFifoInfo
: 00000000
MacInfo
: 0EC0801C 00000001 0EC0801B 00000001
00C0001D 00000001 00C0001E 00000001
（テキスト出力は省略）
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show controllers ethernet-controller

次の例では、show controllers ethernet-controller port-asic statistics コマンドの出力を示します。
Switch# show controllers ethernet-controller port-asic statistics
===========================================================================
Switch 1, PortASIC 0 Statistics
--------------------------------------------------------------------------0 RxQ-0, wt-0 enqueue frames
0 RxQ-0, wt-0 drop frames
4118966 RxQ-0, wt-1 enqueue frames
0 RxQ-0, wt-1 drop frames
0 RxQ-0, wt-2 enqueue frames
0 RxQ-0, wt-2 drop frames
0 RxQ-1, wt-0 enqueue frames
296 RxQ-1, wt-1 enqueue frames
2836036 RxQ-1, wt-2 enqueue frames

0 RxQ-1, wt-0 drop frames
0 RxQ-1, wt-1 drop frames
0 RxQ-1, wt-2 drop frames

0 RxQ-2, wt-0 enqueue frames
0 RxQ-2, wt-1 enqueue frames
158377 RxQ-2, wt-2 enqueue frames

0 RxQ-2, wt-0 drop frames
0 RxQ-2, wt-1 drop frames
0 RxQ-2, wt-2 drop frames

0 RxQ-3, wt-0 enqueue frames
0 RxQ-3, wt-1 enqueue frames
0 RxQ-3, wt-2 enqueue frames

0 RxQ-3, wt-0 drop frames
0 RxQ-3, wt-1 drop frames
0 RxQ-3, wt-2 drop frames

15
0
0
0
0
74
0
0
0

TxBufferFull Drop Count
TxBufferFrameDesc BadCrc16
TxBuffer Bandwidth Drop Cou
TxQueue Bandwidth Drop Coun
TxQueue Missed Drop Statist
RxBuffer Drop DestIndex Cou
SneakQueue Drop Count
Learning Queue Overflow Fra
Learning Cam Skip Count

0
0
0
0
0
0
0
0

Rx Fcs Error Frames
Rx Invalid Oversize Frames
Rx Invalid Too Large Frames
Rx Invalid Too Large Frames
Rx Invalid Too Small Frames
Rx Too Old Frames
Tx Too Old Frames
System Fcs Error Frames

15 Sup Queue 0 Drop Frames
0 Sup Queue 8 Drop Frames
0 Sup Queue 1 Drop Frames
0 Sup Queue 9 Drop Frames
0 Sup Queue 2 Drop Frames
0 Sup Queue 10 Drop Frames
0 Sup Queue 3 Drop Frames
0 Sup Queue 11 Drop Frames
0 Sup Queue 4 Drop Frames
0 Sup Queue 12 Drop Frames
0 Sup Queue 5 Drop Frames
0 Sup Queue 13 Drop Frames
0 Sup Queue 6 Drop Frames
0 Sup Queue 14 Drop Frames
0 Sup Queue 7 Drop Frames
0 Sup Queue 15 Drop Frames
===========================================================================
Switch 1, PortASIC 1 Statistics
--------------------------------------------------------------------------0 RxQ-0, wt-0 enqueue frames
0 RxQ-0, wt-0 drop frames
52 RxQ-0, wt-1 enqueue frames
0 RxQ-0, wt-1 drop frames
0 RxQ-0, wt-2 enqueue frames
0 RxQ-0, wt-2 drop frames
（テキスト出力は省略）

関連コマンド

コマンド
show boot

説明

show controllers tcam

すべての Ternary CAM（TCAM）および TCAM ASIC のレジスタ状
態を表示します。

CPU ネットワーク ASIC の状態、および CPU に届くパケットの送
受信の統計情報を表示します。
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show controllers tcam

show controllers tcam
システム内のすべての Ternary CAM（TCAM）
、および CAM コントローラのすべての TCAM ポー
トの Application-Specific Integrated Circuit（ASIC; 特定用途向け IC）のレジスタ状態を表示するには、
show controllers tcam 特権 EXEC コマンドを使用します。
show controllers tcam [asic [number]] [detail] [ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

asic

（任意）ポートの ASIC TCAM 情報を表示します。

number

（任意）指定のポート ASIC 番号の情報を表示します。指定できる範囲は 0 ～
15 です。

detail

（任意）TCAM レジスタの詳細情報を表示します。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

このコマンドを使用することで、シスコのテクニカル サポート担当がスイッチのトラブルシュー
ティングを行うのに役立つ情報が表示されます。
文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。
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show controllers tcam

次の例では、show controllers tcam コマンドの出力を示します。

例

Switch# show controllers tcam
-----------------------------------------------------------------------TCAM-0 Registers
-----------------------------------------------------------------------REV:
00B30103
SIZE:
00080040
ID:
00000000
CCR:
00000000_F0000020
RPID0:
RPID1:
RPID2:
RPID3:

00000000_00000000
00000000_00000000
00000000_00000000
00000000_00000000

HRR0:
HRR1:
HRR2:
HRR3:
HRR4:
HRR5:
HRR6:
HRR7:

00000000_E000CAFC
00000000_00000000
00000000_00000000
00000000_00000000
00000000_00000000
00000000_00000000
00000000_00000000
00000000_00000000

（テキスト出力は省略）
GMR31:
GMR32:
GMR33:

FF_FFFFFFFF_FFFFFFFF
FF_FFFFFFFF_FFFFFFFF
FF_FFFFFFFF_FFFFFFFF

=============================================================================
TCAM related PortASIC 1 registers
=============================================================================
LookupType:
89A1C67D_24E35F00
LastCamIndex:
0000FFE0
LocalNoMatch:
000069E0
ForwardingRamBaseAddress:
00022A00 0002FE00 00040600 0002FE00 0000D400
00000000 003FBA00 00009000 00009000 00040600
00000000 00012800 00012900

関連コマンド

コマンド
show controllers cpu-interface

説明

show controllers ethernet-controller

ハードウェアまたはポートの内部レジスタから読み込ま
れる、各ポートの送受信の統計情報を表示します。

CPU ネットワーク ASIC の状態、および CPU に届くパ
ケットの送受信の統計情報を表示します。
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show dot1q-tunnel

show dot1q-tunnel
802.1Q トンネル ポートの情報を表示するには、show dot1q-tunnel ユーザ EXEC コマンドを使用し
ます。
show dot1q-tunnel [interface interface-id] [ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

interface interface-id

（任意）802.1Q トンネリング情報の表示が必要なインターフェイスを指定
します。指定できるインターフェイスは、物理ポートおよびポート チャネ
ルです。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

ユーザ EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。

例

次の例では、show dot1q-tunnel コマンドの出力を示します。
Switch> show dot1q-tunnel
Port
----Gi1/1/1
Gi1/1/2
Po2

関連コマンド

コマンド
show vlan dot1q tag native

説明

switchport mode dot1q-tunnel

インターフェイスを 802.1Q トンネル ポートとして設定しま
す。

802.1Q ネイティブ VLAN のタギング ステータスを表示しま
す。
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show dot1x

show dot1x
スイッチまたは指定されたポートの 802.1x 統計情報、管理ステータス、および動作ステータスを表
示するには、show dot1x 特権 EXEC コマンドを使用します。
show dot1x [all | interface interface-id | statistics interface interface-id] [ | {begin | exclude | include}
expression]

シンタックスの説明

all

（任意）すべてのポートの 802.1x の状態を表示します。

interface interface-id

（任意）指定のポート（タイプ、モジュール、ポート番号を含む）
の 802.1x の状態を表示します。

statistics interface interface-id

（任意）スイッチまたは指定のポート（タイプ、モジュール、ポー
ト番号を含む）の 802.1x の統計情報を表示します。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

ポートを指定しない場合は、グローバル パラメータおよびサマリーが表示されます。ポートを指定
した場合は、該当するポートの詳細が表示されます。
文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。
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show dot1x

例

次の例では、show dot1x および show dot1x all コマンドの出力を示します。
Switch# show dot1x
Sysauthcontrol
Dot1x Protocol Version
Dot1x Oper Controlled Directions
Dot1x Admin Controlled Directions

=
=
=
=

Enabled
1
Both
Both

Switch# show dot1x all
Dot1x Info for interface FastEthernet1/0/3
---------------------------------------------------Supplicant MAC 00d0.b71b.35de
AuthSM State
= CONNECTING
BendSM State
= IDLE
PortStatus
= UNAUTHORIZED
MaxReq
= 2
HostMode
= Single
Port Control
= Auto
QuietPeriod
= 60 Seconds
Re-authentication = Disabled
ReAuthPeriod
= 3600 Seconds
ServerTimeout
= 30 Seconds
SuppTimeout
= 30 Seconds
TxPeriod
= 30 Seconds
Guest-Vlan
= 0
Dot1x Info for interface FastEthernet1/0/7
---------------------------------------------------PortStatus
= UNAUTHORIZED
MaxReq
= 2
HostMode
= Multi
Port Control
= Auto
QuietPeriod
= 60 Seconds
Re-authentication = Disabled
ReAuthPeriod
= 3600 Seconds
ServerTimeout
= 30 Seconds
SuppTimeout
= 30 Seconds
TxPeriod
= 30 Seconds
Guest-Vlan
= 0

次の例では、show dot1x interface interface-id コマンドの出力を示します。
Switch# show dot1x interface fastethernet1/0/3
Supplicant MAC 00d0.b71b.35de
AuthSM State
= AUTHENTICATED
BendSM State
= IDLE
PortStatus
= AUTHORIZED
MaxReq
= 2
HostMode
= Single
Port Control
= Auto
QuietPeriod
= 60 Seconds
Re-authentication = Disabled
ReAuthPeriod
= 3600 Seconds
ServerTimeout
= 30 Seconds
SuppTimeout
= 30 Seconds
TxPeriod
= 30 Seconds
Guest-Vlan
= 0
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show dot1x

次の例では、show dot1x statistics interface interface-id コマンドの出力を示します。表 2-19 に、この
例で表示されるフィールドの説明を示します。
Switch# show dot1x statistics interface fastethernet1/0/3
PortStatistics Parameters for Dot1x
-------------------------------------------TxReqId = 15
TxReq = 0
TxTotal = 15
RxStart = 4
RxLogoff = 0
RxRespId = 1
RxResp = 1
RxInvalid = 0
RxLenErr = 0
RxTotal= 6
RxVersion = 1
LastRxSrcMac 00d0.b71b.35de

表 2-19

関連コマンド

show dot1x statistics のフィールドの説明

フィールド

説明

TxReqId

送信された Extensible Authentication Protocol（EAP）-Request/Identity フレー
ムの数

TxReq

送信された EAP-Request フレーム（Request/Identity フレーム以外）の数

TxTotal

送信されたすべてのタイプの Extensible Authentication Protocol over LAN
（EAPOL）フレームの数

RxStart

受信された有効な EAPOL-Start フレームの数

RxLogoff

受信された EAPOL-Logoff フレームの数

RxRespId

受信された EAP-Response/Identity フレームの数

RxResp

受信された有効な EAP-Response フレーム（Response/Identity フレーム以
外）の数

RxInvalid

受信された EAPOL フレームのうち、フレーム タイプを認識できないフ
レームの数

RxLenError

受信された EAPOL フレームのうち、パケット本体の長さを示すフィール
ドが無効なフレームの数

RxTotal

受信されたすべてのタイプの有効な EAPOL フレームの数

RxVersion

802.1x バージョン 1 の形式で受信したパケットの数

LastRxSrcMac

最後に受信した EAPOL フレームで伝送された送信元 MAC（メディア ア
クセス制御）アドレス

コマンド
dot1x default

説明
設定可能な 802.1x パラメータをデフォルト値に戻します。
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show dtp

show dtp
スイッチまたは指定されたインターフェイスの Dynamic Trunking Protocol（DTP; ダイナミック トラ
ンキング プロトコル）を表示するには、show dtp 特権 EXEC コマンドを使用します。
show dtp [interface interface-id] [ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

interface interface-id

（任意）指定されたインターフェイスのポート セキュリティ設定を表示し
ます。有効なインターフェイスは物理ポート（タイプ、モジュール、ポー
ト番号を含む）を含みます。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

ユーザ EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。

例

次の例では、show dtp コマンドの出力を示します。
Switch# show dtp
Global DTP information
Sending DTP Hello packets every 30 seconds
Dynamic Trunk timeout is 300 seconds
21 interfaces using DTP
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show dtp

次の例では、show dtp interface interface-id コマンドの出力を示します。
Switch# show dtp interface fastethernet1/0/1
DTP information for FastEthernet1/0/1:
TOS/TAS/TNS:
ACCESS/AUTO/ACCESS
TOT/TAT/TNT:
NATIVE/NEGOTIATE/NATIVE
Neighbor address 1:
000943A7D081
Neighbor address 2:
000000000000
Hello timer expiration (sec/state):
1/RUNNING
Access timer expiration (sec/state):
never/STOPPED
Negotiation timer expiration (sec/state): never/STOPPED
Multidrop timer expiration (sec/state):
never/STOPPED
FSM state:
S2:ACCESS
# times multi & trunk
0
Enabled:
yes
In STP:
no
Statistics
---------3160 packets received (3160 good)
0 packets dropped
0 nonegotiate, 0 bad version, 0 domain mismatches, 0 bad TLVs, 0 other
6320 packets output (6320 good)
3160 native, 3160 software encap isl, 0 isl hardware native
0 output errors
0 trunk timeouts
1 link ups, last link up on Mon Mar 01 1993, 01:02:29
0 link downs

関連コマンド

コマンド
show interfaces trunk

説明
インターフェイス トランク情報を表示します。
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show env

show env
スイッチのファン、温度、Redundant Power System（RPS; 冗長電源システム）の可用性、および電
源情報を表示するには、show env ユーザ EXEC コマンドを使用します。
show env {all | fan | power | rps| temperature} [ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

all

ファンと温度環境の両方の状態を表示します。

fan

スイッチ ファンの状態を表示します。

power

スイッチの電源の状態を表示します。

rps

RPS 300 がスイッチに接続されているかどうか表示します。

temperature

スイッチの温度状態を表示します。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

ユーザ EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。

例

次の例では、show env all コマンドの出力を示します。
Switch> show env all
FAN is OK
TEMPERATURE is OK
POWER is OK
RPS is NOT PRESENT

次の例では、show env fan コマンドの出力を示します。
Switch> show env fan
FAN is OK
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show errdisable detect

show errdisable detect
errdisable の検出状態を表示するには、show errdisable detect ユーザ EXEC コマンドを使用します。
show errdisable detect [ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

コマンド モード

ユーザ EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容

12.2(37)SE

出力画面に Mode カラムが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドが導入されました。

Mode カラムには、errdisable のために設定されたシャットダウン モードが表示されます。

•

port ― 違反が発生すると物理ポートに errdisable が設定されます。

•

vlan ― 違反が発生すると仮想ポートに errdisable が設定されます。

•

port/vlan ― 一部のポートには物理ポート errdisable が、他のポートには仮想ポート errdisable が
設定されます。各ポートの設定を確認するには、show running config 特権 EXEC コマンドを入
力します。

Reason カラムの gbic-invalid エラーは無効な Small Form-factor Pluggable（SFP; 着脱可能小型

フォーム ファクタ）インターフェイスを示します。
文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。
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show errdisable detect

次の例では、show errdisable detect コマンドの出力を示します。

例

Switch> show errdisable detect
ErrDisable Reason
Detection
Mode
---------------------------arp-inspection
Enabled
port
bpduguard
Enabled
port
channel-misconfig
Enabled
port
community-limit
Enabled
port
dhcp-rate-limit
Enabled
port
dtp-flap
Enabled
port
gbic-invalid
Enabled
port
invalid-policy
Enabled
port
l2ptguard
Enabled
port
link-flap
Enabled
port
link-monitor-fail
Enabled
port
loopback
Enabled
port
lsgroup
Enabled
port
oam-remote-failur
Enabled
port
pagp-flap
Enabled
port
psecure-violation
Enabled
port/vlan
security-violatio
Enabled
port
sfp-config-mismat
Enabled
port
storm-control
Enabled
port
udld
Enabled
port
vmps
Enabled
port

（注）

関連コマンド

dhcp-rate-limit および storm-control のフィールドは、出力には表示されますが無効です。

コマンド
errdisable detect cause

説明

show errdisable flap-values

認識されている状態のエラー情報を表示します。

show errdisable recovery

errdisable 回復タイマーの情報を表示します。

show interfaces status

インターフェイスのステータスまたは errdisable ステートにある
インターフェイスのリストを表示します。

特定の原因、またはすべての原因に対して errdisable 検出をイネー
ブルにします。
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show errdisable flap-values
ある原因をエラーとして認識させる条件を表示するには、show errdisable flap-values ユーザ EXEC
コマンドを使用します。
show errdisable flap-values [ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

ユーザ EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

表示の Flaps 列は指定された時間の間隔内でステートが何回変化したかを表示しています。この回
数によって、エラーが検出されてポートがディセーブルになります。たとえば、Dynamic Trunking
Protocol（DTP; ダイナミック トランキング プロトコル）ステート（ポートモードがアクセス / トラ
ンク）または Port Aggregation Protocol（PAgP; ポート集約プロトコル）のフラップが 30 秒間に 3 回
変化した場合、またはリンク ステート（リンク アップ / ダウン）が 10 秒間に 5 回発生した場合は、
エラーとみなされ、ポートがシャットダウンされたことが表示されます。
ErrDisable Reason
----------------pagp-flap
dtp-flap
link-flap

Flaps
-----3
3
5

Time (sec)
---------30
30
10

文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。

次の例では、show errdisable flap-values コマンドの出力を示します。

例

Switch> show errdisable flap-values
ErrDisable Reason
Flaps
Time (sec)
------------------------------pagp-flap
3
30
dtp-flap
3
30
link-flap
5
10

関連コマンド

コマンド
errdisable detect cause

説明

show errdisable detect

errdisable の検出状態を表示します。

show errdisable recovery

errdisable 回復タイマーの情報を表示します。

show interfaces status

インターフェイスのステータスまたは errdisable ステートにある
インターフェイスのリストを表示します。

特定の原因、またはすべての原因に対して errdisable 検出をイネー
ブルにします。
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show errdisable recovery
errdisable 回復タイマー情報を表示するには、show errdisable recovery ユーザ EXEC コマンドを使用
します。
show errdisable recovery [ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

ユーザ EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。
gbic-invalid のエラーは、無効な Small Form-factor Pluggable（SFP; 着脱可能小型フォーム ファクタ）
インターフェイス状態であることが原因です。

次の例では、show errdisable recovery コマンドの出力を示します。

例

（注）

dhcp-rate-limit および unicast-flood の理由フィールドは、
表示はされますが、
サポートされていません。

Switch> show errdisable recovery
ErrDisable Reason
Timer Status
-----------------------------udld
Disabled
bpduguard
Disabled
security-violatio
Disabled
channel-misconfig
Disabled
vmps
Disabled
pagp-flap
Disabled
dtp-flap
Disabled
link-flap
Disabled
gbic-invalid
Disabled
psecure-violation
Disabled
gbic-invalid
Disabled
dhcp-rate-limit
Disabled
unicast-flood
Disabled
loopback
Disabled
Timer interval:300 seconds
Interfaces that will be enabled at the next timeout:
Interface
--------Fa1/0/4

Errdisable reason
----------------link-flap

Time left(sec)
-------------279
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（注）

関連コマンド

unicast-flood フィールドは、出力に表示はされますが無効です。

コマンド
errdisable recovery

説明

show errdisable detect

errdisable の検出状態を表示します。

show errdisable flap-values

認識されている状態のエラー情報を表示します。

show interfaces status

インターフェイスのステータスまたは errdisable ステートにあるイ
ンターフェイスのリストを表示します。

回復メカニズム変数を設定します。

show etherchannel
チャネルの EtherChannel 情報を表示するには、show etherchannel ユーザ EXEC コマンドを使用しま
す。
show etherchannel [channel-group-number {detail | port | port-channel | protocol | summary}] {detail
| load-balance | port | port-channel | protocol | summary} [ | {begin | exclude | include}
expression]

シンタックスの説明

channel-group-number
detail

EtherChannel の詳細を表示します。

load-balance

ポート チャネル内のインターフェイス間の負荷分散方式、またはフ
レーム配布方式を表示します。

port

EtherChannel ポート情報を表示します。

port-channel

ポートチャネル情報を表示します。

protocol

EtherChannel で使用されるプロトコルを表示します。

summary

各チャネル グループのサマリーを 1 行で表示します。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

ユーザ EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

（任意）チャネル グループの番号です。指定できる範囲は 1 ～ 12 です。

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

channel-group を指定しない場合は、すべてのチャネル グループが表示されます。
出力では、Passive ポート リストのフィールドはレイヤ 3 のポート チャネルのみに対して表示され
ます。このフィールド表示は、起動していない物理ポートがチャネル グループ内になるように設定
されていることを意味します（間接的にチャネル グループ内で唯一のポート チャネル）。
文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。
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例

次の例では、show etherchannel 1 detail コマンドの出力を示します。
Switch> show etherchannel 1 detail
Group state = L2
Ports: 2
Maxports = 16
Port-channels: 1 Max Port-channels = 16
Protocol:
LACP
Ports in the group:
------------------Port: Gi1/0/1
-----------Port state
Channel group
Port-channel
Port index
Flags:

=
=
=
=

Up Mstr In-Bndl
1
Mode = Active
Po1
GC
=
0
Load = 0x00

Gcchange = Pseudo port-channel = Po1
Protocol =
LACP

S - Device is sending Slow LACPDUs
A - Device is in active mode.

F - Device is sending fast LACPDU
P - Device is in passive mode.

Local information:
Port
Fa1/0/1
Fa1/0/2

Flags
SA
SA

State
bndl
bndl

LACP port
Priority
32768
32768

Admin
Key
0x1
0x0

Oper
Key
0x1
0x1

Port
Number
0x101
0x0

Port
State
0x3D
0x3D

Age of the port in the current state: 01d:20h:06m:04s
Port-channels in the group:
---------------------Port-channel: Po1
------------

(Primary Aggregator)

Age of the Port-channel
= 01d:20h:20m:26s
Logical slot/port
= 10/1
Number of ports = 2
HotStandBy port = null
Port state
= Port-channel Ag-Inuse
Protocol
=
LACP
Ports in the Port-channel:
Index
Load
Port
EC state
No of bits
------+------+------+------------------+----------0
00
Gi1/0/1 Active
0
0
00
Gi1/0/2 Active
0
Time since last port bundled:

01d:20h:20m:20s

Gi1/0/2

次の例では、show etherchannel 1 summary コマンドの出力を示します。
Switch> show etherchannel 1 summary
Flags: D - down
P - in port-channel
I - stand-alone s - suspended
H - Hot-standby (LACP only)
R - Layer3
S - Layer2
u - unsuitable for bundling
U - in use
f - failed to allocate aggregator
d - default port
Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:
1
Group Port-channel Protocol
Ports
------+-------------+-----------+---------------------------------------1
Po1(SU)
LACP
Gi1/0/1(P) Gi1/0/2(P)
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次の例では、show etherchannel 1 port-channel コマンドの出力を示します。
Switch> show etherchannel 1 port-channel
Port-channels in the group:
---------------------Port-channel: Po1
(Primary Aggregator)
-----------Age of the Port-channel
= 01d:20h:24m:50s
Logical slot/port
= 10/1
Number of ports = 2
HotStandBy port = null
Port state
= Port-channel Ag-Inuse
Protocol
=
LACP
Ports in the Port-channel:
Index
Load
Port
EC state
No of bits
------+------+------+------------------+----------0
00
Gi1/0/1 Active
0
0
00
Gi1/0/2 Active
0
Time since last port bundled:

01d:20h:24m:44s

Gi1/0/2

次の例では、show etherchannel protocol コマンドの出力を示します。
Switch# show etherchannel protocol
Channel-group listing:
----------------------Group: 1
---------Protocol: LACP
Group: 2
---------Protocol: PAgP

関連コマンド

コマンド
channel-group

説明

channel-protocol

チャネリングを管理するため、インターフェイス上で使用されるプロト
コルを制限します。

interface port-channel

ポート チャネルへのアクセスや、ポート チャネルの作成を行います。

EtherChannel グループにイーサネット ポートを割り当てます。
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show ethernet service evc
Ethernet Virtual Connection（EVC; イーサネット仮想接続）カスタマーサービス インスタンスの情報
を表示するには、show ethernet service evc 特権 EXEC コマンドを使用します。
show ethernet service evc [id evc-id | interface interface-id] [detail] [ | {begin | exclude | include}
expression]

シンタックスの説明

id evc-id

（任意）指定されたサービスの EVC 情報を表示します。EVC ID に設定で
きる文字列は 1 ～ 100 文字です。

interface interface-id

（任意）指定されたインターフェイスの EVC 情報を表示します。

detail

（任意）EVC サービス、指定した EVC ID またはインターフェイスの詳細
情報を表示します。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

リリース
12.2(25)SEG

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。

例

次の例では、show ethernet service evc コマンドの出力を示します。
Switch# show ethernet service evc
Identifier
Type Act-UNI-cnt Status
BLUE
P-P
2
Active
PINK
MP-MP
2
PartiallyActive
PURPLE
P-P
2
Active
BROWN
MP-MP
2
Active
GREEN
P-P
3
Active
YELLOW
MP-MP
2
PartiallyActive
BANANAS
P-P
0
InActive
TEST2
P-P
0
NotDefined
ORANGE
P-P
2
Active
TEAL
P-P
0
InActive

関連コマンド

コマンド
ethernet evc evc-id

説明
EVC を定義し、EVC コンフィギュレーションモードを開始します。
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show ethernet service instance
イーサネット カスタマーサービス インスタンスの情報を表示するには、show ethernet service
instance 特権 EXEC コマンドを使用します。
show ethernet service instance [id id] [interface interface-id] [detail] [ | {begin | exclude | include}
expression]

シンタックスの説明

id id

（任意）VLAN（仮想 LAN）にはマッピングされない各インターフェイス
サービス ID である、指定されたサービス インスタンスの ID の情報を表
示します。指定できる範囲は 1 ～ 4294967295 です。

interface interface-id

（任意）指定されたインターフェイスのサービス インスタンス情報を表示
します。

detail

（任意）サービス インスタンス、指定したサービス インスタンス ID また
はインターフェイスの詳細情報を表示します。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

リリース
12.2(25)SEG

使用上のガイドライン

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。
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例

次の例では、show ethernet service instance コマンドの出力を示します。
Switch# show ethernet service instance
Identifier Interface
CE-Vlans
222
FastEthernet0/1
untagged,1-4094
10
FastEthernet0/2
222
FastEthernet0/2
200
333
FastEthernet0/2
default
10
FastEthernet0/3
300
11
FastEthernet0/3
10
FastEthernet0/4
300
10
FastEthernet0/6
untagged,1-4094
10
FastEthernet0/7
untagged,1-4094
10
FastEthernet0/8
untagged,1-4094
10
FastEthernet0/9
untagged
20
FastEthernet0/9
222
FastEthernet0/11
300-350,900-999
333
FastEthernet0/11
100-200,1000,1999-4094
222
FastEthernet0/12
20
333
FastEthernet0/12
10
10
FastEthernet0/13
10
20
FastEthernet0/13
20
30
FastEthernet0/13
30
200
FastEthernet0/13
222
200
FastEthernet0/14
200,222
300
FastEthernet0/14
333
555
FastEthernet0/14
555

関連コマンド

コマンド
service instance id ethernet

説明
イーサネット サービス インスタンスを定義し、イーサネット
サービス コンフィギュレーションモードを開始します。
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show ethernet service interface
すべてのインターフェイスまたは指定されたインターフェイスのイーサネット カスタマーサービ
ス インスタンスについてのインターフェイスベースの情報を表示するには、show ethernet service
interface 特権 EXEC コマンドを使用します。
show ethernet service interface [interface-id] [detail] [ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

interface-id

（任意）指定されたインターフェイスのサービス インスタンス情報を表示しま
す。

detail

（任意）すべてのインターフェイスまたは指定されたインターフェイスのサー
ビス インスタンスの詳細情報を表示します。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

リリース
12.2(25)SEG

使用上のガイドライン

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。
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show ethernet service interface

例

次の例では、show ethernet service interface コマンドの出力を示します。
Switch# show ethernet service interface gigabitethernet0/1
Interface
Identifier
GigabitEthernet0/1 PE2-G101
Switch# show ethernet service interface detail
Interface: FastEthernet0/1
ID:
CE-VLANS:
EVC Map Type: Bundling-Multiplexing
Interface: FastEthernet0/2
ID:
CE-VLANS:
EVC Map Type: Bundling-Multiplexing
Interface: FastEthernet0/3
ID:
CE-VLANS:
EVC Map Type: Bundling-Multiplexing
（テキスト出力は省略）
Interface: GigabitEthernet0/1
ID: PE2-G101
CE-VLANS: 10,20,30
EVC Map Type: Bundling-Multiplexing
Associated EVCs:
EVC-ID CE-VLAN
WHITE 30
RED 20
BLUE 10
Associated Service Instances:
Service-Instance-ID CE-VLAN
10 10
20 20
30 30

関連コマンド

コマンド
service instance id ethernet

説明
イーサネット サービス インスタンスを定義し、インターフェイ
ス コンフィギュレーション モードからイーサネット サービス コ
ンフィギュレーションモードを開始します。
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show interfaces
show interfaces [interface-id | vlan vlan-id] [accounting | capabilities [module number] | counters |
description | etherchannel | flowcontrol | pruning | rep | stats | status [err-disabled] | switchport
[backup | module number] | transceiver [properties | detail] [module number] | trunk] [ | {begin |
exclude | include} expression]

シンタックスの説明

interface-id

（任意）有効なインターフェイスは、物理ポート（タイプ、モジュール、お
よびポート番号を含む）やポート チャネルなどです。ポートチャネルの範
囲は 1 ～ 48 です。

vlan vlan-id

（任意）VLAN ID です。指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。

accounting

（任意）インターフェイスのアカウント情報（アクティブ プロトコル、入
出力のパケット、オクテットを含む）を表示します。

（注）

ソフトウェアで処理されたパケットのみが表示されます。ハード
ウェアでスイッチングされるパケットは表示されません。

capabilities

（任意）すべてのインターフェイスまたは指定のインターフェイスの性能
（機能、インターフェイス上で設定可能なオプションを含む）を表示しま
す。このオプションは、コマンドラインのヘルプには表示されていますが、
VLAN（仮想 LAN）ID には使用できません。

module number

（任意）モジュールのすべてのインターフェイスの capabilities、switchport
の設定、transceiver の特性（先行キーワードにより異なる）を表示します。
指定できる範囲は 1 ～ 9 です。特定のインターフェイス ID を入力した場
合、このオプションは利用できません。

counters

（任意）show interfaces counters コマンドを参照してください。

description

（任意）特定のインターフェイスに設定された管理ステータスおよび説明
を表示します。

etherchannel

（任意）インターフェイス EtherChannel 情報を表示します。

flowcontrol

（任意）インターフェイスのフロー制御情報を表示します。

pruning

（任意）インターフェイス トランク VLAN Trunking Protocol（VTP）プルー
ニング情報を表示します。

rep

（任意）show interfaces rep コマンドを参照してください。

stats

（任意）インターフェイスのスイッチング パスによる入出力パケットを表
示します。

status

（任意）インターフェイスのステータスを表示します。Type フィールドの
unsupported ステータスは、シスコ以外の Small Form-factor Pluggable（SFP;
着脱可能小型フォーム ファクタ）モジュールがモジュール スロットに挿
入されていることを意味します。

err-disabled

（任意）errdisable ステートのインターフェイスを表示します。

switchport

（任意）ポート ブロッキング、ポート保護設定など、スイッチング（非ルー
ティング）ポートの管理ステータスおよび動作ステータスを表示します。

backup

（任意）Flex Link バックアップ インターフェイスの設定および指定したイ
ンターフェイスのステータスを表示します。
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transceiver [detail |
properties]

trunk

（任意）Coarse Wavelength Division Multiplexing（CWDM; 低密度波長分割多
1
または Dense Wavelength Division Multiplexing（DWDM; 高密度波長分
重）
割多重）2 SFP モジュール インターフェイスの物理プロパティを表示しま
す。キーワードの意味は次のとおりです。
•

detail ― （任意）高低の番号、アラーム情報を含む較正プロパティを
表示します。

•

properties ― （任意）インターフェイスの速度、デュプレックス、お
よびインライン パワー設定を表示します。

インターフェイス トランク情報を表示します。インターフェイスを指定し
ない場合は、アクティブなトランキング ポートの情報のみが表示されま
す。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

1. Coarse Wavelength-Division Multiplexer（低密度波長分割多重）
2. Dense Wavelength-Division Multiplexer（高密度波長分割多重）

（注）

crb、fair-queue、irb、mac-accounting、precedence、random-detect、rate-limit、および shape キー
ワードは、コマンドラインのヘルプ ストリングには表示されていますが、サポートされていません。

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容

12.2(25)EY

backup、transceiver detail、properties、および private-vlan mapping キー
ワードが追加されました。

12.2(25)SEE

backup、counters、detail、および trunk キーワードを追加しました。

使用上のガイドライン

このコマンドが導入されました。

show interfaces capabilities コマンドに異なるキーワードを指定することで、次のような結果になり
ます。
•

show interfaces capabilities module 1 を入力することで、スイッチ上のすべてのインターフェイ
スの性能が表示されます。1 以外の値を入力すると、出力は空白になります。このキーワード
は、capabilities キーワードの前に、特定のインターフェイス ID を入力した場合、使用するこ
とはできません。

•

show interfaces interface-id capabilities を入力することで、指定のインターフェイスの性能が表
示されます。

•

show interfaces capabilities を入力することで（モジュール番号またはインターフェイス ID の指
定なし）、スイッチのすべてのインターフェイスの性能が表示されます。

vlan mapping オプションが利用できるのは、interface-ID または vlan vlan-id が入力されている場合
のみですが、表示内容は ES ポートのみの VLAN マッピング情報です。
文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。
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例

次の例では、インターフェイスの show interfaces コマンドの出力を示します。
Switch# show interfaces gigabitethernet0/2
GigabitEthernet0/2 is up, line protocol is up (connected) (vlan-err-dis)
Hardware is Gigabit Ethernet, address is 0018.1902.cd02 (bia 0018.1902.cd02)
MTU 1548 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive not set
Full-duplex, 1000Mb/s, link type is auto, media type is 10/100/1000BaseTX
input flow-control is off, output flow-control is unsupported
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
12112813 packets input, 801716512 bytes, 0 no buffer
Received 2001806 broadcasts (0 multicasts)
0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 2001806 multicast, 0 pause input
0 input packets with dribble condition detected
11935759 packets output, 783067011 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

次の例では、show interfaces accounting コマンドの出力を示します。
Switch# show interfaces accounting
Vlan1
Protocol
Pkts In
Chars In
IP
1094395 131900022
Spanning Tree
283896
17033760
ARP
63738
3825680
Interface Vlan2 is disabled
Vlan7
Protocol
Pkts In
Chars In
No traffic sent or received on this interface.
Vlan31
Protocol
Pkts In
Chars In
No traffic sent or received on this interface.
GigabitEthernet1/0/1
Protocol
No traffic sent or received
GigabitEthernet1/0/2
Protocol
No traffic sent or received

Pkts Out
559555
42
231

Chars Out
84077157
2520
13860

Pkts Out

Chars Out

Pkts Out

Chars Out

Pkts In
Chars In
on this interface.

Pkts Out

Chars Out

Pkts In
Chars In
on this interface.

Pkts Out

Chars Out

（テキスト出力は省略）
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次の例では、インターフェイスの show interfaces capabilities コマンドの出力を示します。
Switch# show interfaces gigabitethernet1/0/2 capabilities
GigabitEthernet1/0/2
Model:
WS-C3750G-24TS
Type:
10/100/1000BaseTX
Speed:
10,100,1000,auto
Duplex:
full,auto
Trunk encap. type:
802.1Q,ISL
Trunk mode:
on,off,desirable,nonegotiate
Channel:
yes
Broadcast suppression: percentage(0-100)
Flowcontrol:
rx-(off,on,desired),tx-(none)
Fast Start:
yes
QoS scheduling:
rx-(not configurable on per port basis),tx-(4q2t)
CoS rewrite:
yes
ToS rewrite:
yes
UDLD:
yes
Inline power:
no
SPAN:
source/destination
PortSecure:
yes
Dot1x:
yes

次の例では、description インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して、インター
フェイスを Connects to Marketing として指定した場合の show interfaces interface-id description コマ
ンドの出力を示します。
Switch# show interfaces gigabitethernet1/0/2 description
Interface Status
Protocol Description
Gi1/0/2
up
down
Connects to Marketing

次の例では、スイッチにポート チャネルが設定されている場合の show interfaces etherchannel コマ
ンドの出力を示します。
Switch# show interfaces etherchannel
---Port-channel1:
Age of the Port-channel
= 03d:20h:17m:29s
Logical slot/port
= 10/1
Number of ports = 0
GC
= 0x00000000
HotStandBy port = null
Port state
= Port-channel Ag-Not-Inuse
Port-channel2:
Age of the Port-channel
= 03d:20h:17m:29s
Logical slot/port
= 10/2
Number of ports = 0
GC
= 0x00000000
HotStandBy port = null
Port state
= Port-channel Ag-Not-Inuse
Port-channel3:
Age of the Port-channel
= 03d:20h:17m:29s
Logical slot/port
= 10/3
Number of ports = 0
GC
= 0x00000000
HotStandBy port = null
Port state
= Port-channel Ag-Not-Inuse

次の例では、VTP ドメイン内でプルーニングがイネーブルの場合の show interfaces interface-id
pruning コマンドの出力を示します。
Switch# show interfaces gigibitethernet1/0/2 pruning
Port
Vlans pruned for lack of request by neighbor
Gi1/0/2
3,4
Port
Vlans traffic requested of neighbor
Gi1/0/2
1-3
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次の例では、指定した VLAN インターフェイスの show interfaces stats コマンドの出力を示します。
Switch# show interfaces vlan 1 stats
Switching path
Pkts In
Chars In
Pkts Out Chars Out
Processor
1165354 136205310
570800
91731594
Route cache
0
0
0
0
Total
1165354 136205310
570800
91731594

次の例では、show interfaces status コマンドの出力の一部を示します。すべてのインターフェイス
のステータスが表示されます。
Switch# show interfaces status
Port
Name
Status
Fa1/0/1
connected
Fa1/0/2
notconnect
Fa1/0/3
notconnect
Fa1/0/4
notconnect
Fa1/0/5
connected
Fa1/0/6
connected
（テキスト出力は省略）
Gi1/0/1
Gi1/0/2

notconnect
connected

Vlan
routed
121,40
1
18
121
122,11

1

Duplex Speed Type
a-half a-100 10/100BaseTX
auto
auto 10/100BaseTX
auto
auto 10/100BaseTX
auto
auto Not Present
a-full a-1000 10/100BaseTX
a-full a-1000 10/100BaseTX

auto
auto 10/100/1000BaseTX
vl-err-dis a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

次の例では、あるインターフェイスの show interfaces status err-disabled コマンドの出力を示しま
す。
Switch# show interfaces gigabitethernet1/0/2 status err-disabled
Port
Gi1/0/2

Name

Status
connected

Reason
elmi evc down

Err-disabled Vlans
1,200

次の例では、ポートの show interfaces switchport コマンドの出力を示します。表 2-20 に、表示され
るフィールドの説明を示します。

（注）

プライベート VLAN トランクはこのリリースではサポートされていないため、フィールドを適用
することはできません。

Switch# show interfaces gigabitethernet1/0/1 switchport
Name: Gi1/0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: dynamic auto
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: negotiate
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Voice VLAN: none
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed: ALL
Protected: false
Unknown unicast blocked: disabled
Unknown multicast blocked: disabled
Voice VLAN: none (Inactive)
Appliance trust: none
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表 2-20

show interfaces switchport のフィールドの説明

フィールド

説明

Name

ポートの名前を表示します。

Switchport

ポートの管理ステータスおよび動作ステータスを表示しま
す。この出力の場合、ポートはスイッチポート モードです。

Administrative Mode

管理モードおよび動作モードを表示します。

Operational Mode
Administrative Trunking Encapsulation 管理上および運用上のカプセル化方式、およびトランキング
ネゴシエーションがイネーブルかどうかを表示します。
Operational Trunking Encapsulation
Negotiation of Trunking
Access Mode VLAN

ポートを設定する VLAN ID を表示します。

Trunking Native Mode VLAN

ネイティブ モードのトランクの VLAN ID を一覧表示しま
す。トランク上の許可 VLAN を一覧表示します。トランク
上のアクティブ VLAN を一覧表示します。

Trunking VLANs Enabled
Trunking VLANs Active
Pruning VLANs Enabled

プルーニング適格な VLAN を一覧表示します。

Protected

インターフェイス上で保護ポートがイネーブル（True）であ
るかまたはディセーブル（False）であるかを表示します。

Unknown unicast blocked

不明 なマ ルチ キャ スト およ び不 明な ユニ キャ スト ト ラ
フィックがインターフェイス上でブロックされているかど
うかを表示します。

Unknown multicast blocked
Voice VLAN

音声 VLAN がイネーブルである VLAN ID を表示します。

Appliance trust

IP Phone のデータ パケットの Class of Service（CoS; サービ
ス クラス）設定を表示します。

次の例では、show interfaces switchport backup コマンドの出力を示します。
Switch# show interfaces switchport backup
Switch Backup Interface Pairs:
Active Interface
Backup Interface
State
-------------------------------------------------------------Fa1/0/1
Fa1/0/2
Active Up/Backup Standby
Fa3/0/3
Fa4/0/5
Active Down/Backup Up
Po1
Po2
Active Standby/Backup Up

次の例では、show interfaces interface-id pruning コマンドの出力を示します。
Switch# show interfaces gigibitethernet1/0/2 pruning
Port
Vlans pruned for lack of request by neighbor
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次の例では、Flex Link インターフェイスがダウンし（LINK_DOWN）、このインターフェイスに設
定 さ れ た VLAN が Flex Link ペ ア の ピ ア イ ン タ ー フ ェ イ ス に 移 動 し た 場 合 の show interfaces
switchport backup コマンドの出力を示します。この例では、インターフェイス Gi0/6 がダウンする
と、Gi0/8 が Flex Link ペアのすべての VLAN を搬送します。
Switch# show interfaces switchport backup
Switch Backup Interface Pairs:
Active Interface
Backup Interface
State
-----------------------------------------------------------------------GigabitEthernet0/6
GigabitEthernet0/8
Active Down/Backup Up
Vlans Preferred on Active Interface: 1-50
Vlans Preferred on Backup Interface: 60, 100-120

次の例では、show interfaces switchport backup コマンドの出力を示します。この例では、VLAN 1
～ 50、60、および 100 ～ 120 がスイッチに設定されています。
Switch(config)# interface gigabitEthernet 0/6
Switch(config-if)# switchport backup interface gigabitEthernet 0/8 prefer vlan
60,100-120

両方のインターフェイスがアップの場合、Gi0/8 が VLAN 60、100、120 のトラフィックを転送し、
Gi0/6 が VLAN 1 ～ 50 のトラフィックを転送します。
Switch# show interfaces switchport backup
Switch Backup Interface Pairs:
Active Interface
Backup Interface
State
-----------------------------------------------------------------------GigabitEthernet0/6
GigabitEthernet0/8
Active Up/Backup Up
Vlans on Interface Gi 0/6: 1-50
Vlans on Interface Gi 0/8: 60, 100-120

Flex Link インターフェイスがダウン（LINK_DOWN）の場合、このインターフェイスに設定された
VLAN は Flex Link ペアのピア インターフェイスに移動します。この例では、インターフェイス
Gi0/6 がダウンすると、Gi0/8 が Flex Link ペアのすべての VLAN を搬送します。
Switch# show interfaces switchport backup
Switch Backup Interface Pairs:
Active Interface
Backup Interface
State
-----------------------------------------------------------------------GigabitEthernet0/6
GigabitEthernet0/8
Active Down/Backup Up
Vlans on Interface Gi 0/6:
Vlans on Interface Gi 0/8: 1-50, 60, 100-120

Flex Link インターフェイスがアップになると、このインターフェイスに設定された VLAN はピア
インターフェイスでブロックされ、アップしたばかりのインターフェイスがフォワーディング ス
テートに移行します。この例では、インターフェイス Gi0/6 がアップになると、このインターフェ
イスに設定された VLAN はピア インターフェイス Gi0/8 ではブロックされ、Gi0/6 で転送されます。
Switch# show interfaces switchport backup
Switch Backup Interface Pairs:
Active Interface
Backup Interface
State
-----------------------------------------------------------------------GigabitEthernet0/6
GigabitEthernet0/8
Active Up/Backup Up
Vlans on Interface Gi 0/6: 1-50
Vlans on Interface Gi 0/8: 60, 100-120
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次の例では、show interfaces interface-id trunk コマンドの出力を示します。ポートのトランキング
情報が表示されます。
Switch# show interfaces gigabitethernet1/0/1 trunk
Port
Mode
Encapsulation Status
Gi1/0/1
auto
negotiate
trunking

Native vlan
1

Port
Gi1/0/1

Vlans allowed on trunk
1-4094

Port
Gi1/0/1

Vlans allowed and active in management domain
1-4

Port
Gi1/0/1

Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
1-4

次の例では、show interfaces interface-id transceiver properties コマンドの出力を示します。
Switch# show interfaces gigabitethernet1/0/1 transceiver properties
Name : Gi1/0/1
Administrative Speed: auto
Operational Speed: auto
Administrative Duplex: auto
Administrative Power Inline: enable
Operational Duplex: auto
Administrative Auto-MDIX: off
Operational Auto-MDIX: off

次の例では、show interfaces interface-id transceiver detail コマンドの出力を示します。
Switch# show interfaces gigabitethernet2/0/3 transceiver detail
ITU Channel not available (Wavelength not available),
Transceiver is externally calibrated.
mA:milliamperes, dBm:decibels (milliwatts), N/A:not applicable.
++:high alarm, +:high warning, -:low warning, -- :low alarm.
A2D readouts (if they differ), are reported in parentheses.
The threshold values are uncalibrated.
High Alarm
Threshold
(Celsius)
---------110.0

High Warn
Threshold
(Celsius)
--------103.0

Low Warn
Threshold
(Celsius)
---------8.0

Low Alarm
Threshold
(Celsius)
---------12.0

Port
------Gi2/0/3

Voltage
(Volts)
--------------3.20

High Alarm
Threshold
(Volts)
---------4.00

High Warn
Threshold
(Volts)
--------3.70

Low Warn
Threshold
(Volts)
--------3.00

Low Alarm
Threshold
(Volts)
--------2.95

Port
------Gi2/0/3

Current
(milliamperes)
----------------31.0

High Alarm
Threshold
(mA)
---------84.0

High Warn
Threshold
(mA)
--------70.0

Low Warn
Threshold
(mA)
--------4.0

Low Alarm
Threshold
(mA)
--------2.0

Port
------Gi2/0/3

Optical
Transmit Power
(dBm)
-----------------0.0 ( -0.0)

High Alarm
Threshold
(dBm)
----------0.0

High Warn
Threshold
(dBm)
---------0.0

Low Warn
Threshold
(dBm)
---------0.0

Low Alarm
Threshold
(dBm)
---------0.0

Port
------Gi2/0/3

Optical
Receive Power
(dBm)
----------------N/A ( -0.0) --

High Alarm
Threshold
(dBm)
----------0.0

High Warn
Threshold
(dBm)
---------0.0

Low Warn
Threshold
(dBm)
---------0.0

Low Alarm
Threshold
(dBm)
---------0.0

Temperature
Port
(Celsius)
------- -----------------Gi2/0/3 41.5
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関連コマンド

コマンド
switchport access

説明

switchport block

インターフェイス上で不明なユニキャストまたはマルチキャスト
トラフィックをブロックします。

switchport backup interface

相互バックアップを提供するレイヤ 2 インターフェイスのペアで
ある Flex Link を設定します。

switchport mode

ポートの VLAN メンバシップ モードを設定します。

switchport protected

同じスイッチの他の保護されたポートからレイヤ 2 のユニキャス
ト、マルチキャスト、およびブロードキャスト トラフィックを分
離します。

switchport trunk pruning

トランキング モードのポートの VLAN プルーニング適格リストを
設定します。

ポートをスタティック アクセス ポートまたはダイナミック アク
セス ポートとして設定します。
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show interfaces counters
スイッチまたは指定されたインターフェイスの各カウンタを表示するには、show interfaces
counters 特権 EXEC コマンドを使用します。
show interfaces [interface-id | vlan vlan-id] counters [errors | etherchannel | module switch- number |
protocol status | trunk] [ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

interface-id

（任意）物理インターフェイスの ID（タイプ、モジュール、ポート番号
を含む）

errors

（任意）エラー カウンタを表示します。

etherchannel

（任意）送受信されたオクテット、ブロードキャスト パケット、マルチ
キャスト パケット、およびユニキャスト パケットなど、EtherChannel
カウンタを表示します。

module switch- number

（任意）指定のモジュールのカウンタを表示します。有効な値は 1 のみ
です。

protocol status

（任意）インターフェイスでイネーブルになっているプロトコルのス
テータスを表示します。

trunk

（任意）トランク カウンタを表示します。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

（注）

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

vlan vlan-id キーワードは、コマンドラインのヘルプ ストリングには表示されていますが、サポー
トされていません。

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容

12.2(25)EY

etherchannel および protocol status キーワードが追加されました。
broadcast、multicast、および unicast キーワードが削除されました。

使用上のガイドライン

このコマンドが導入されました。

キーワードを指定しない場合は、すべてのインターフェイスのすべてのカウンタが表示されます。
文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。
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例

次の例では、show interfaces counters コマンドの出力の一部を示します。スイッチのすべてのカウ
ンタが表示されます。
Switch# show interfaces counters
Port
InOctets
InUcastPkts
Gi1/0/1
0
0
Gi1/0/2
0
0

InMcastPkts
0
0

InBcastPkts
0
0

（テキスト出力は省略）

次の例では、show interfaces counters module コマンドの出力の一部を示します。
Switch# show interfaces counters module 1
Port
InOctets
InUcastPkts
InMcastPkts
Fa1/0/1
475256
105
4335
Fa1/0/2
0
0
0
Fa1/0/3
0
0
0
Fa1/0/4
0
0
0
Fa1/0/5
0
0
0
Fa1/0/6
0
0
0
Fa1/0/7
0
0
0
Fa1/0/8
0
0
0
Fa1/0/9
0
0
0
Fa1/0/10
0
0
0
Fa1/0/11
0
0
0
Fa1/0/12
0
0
0
Fa1/0/13
5689160
11548
63746
Fa1/0/14
1998856
11547
6092
Fa1/0/15
1999304
11548
6095
Fa1/0/16
1999752
11547
6099
Fa1/0/17
1999496
11547
6097
（テキスト出力は省略）

InBcastPkts
593
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

次の例では、すべてのインターフェイスの show interfaces counters protocol status コマンドの出力
の一部を示します。
Switch# show interfaces counters protocol status
Protocols allocated:
Vlan1: Other, IP
Vlan20: Other, IP, ARP
Vlan30: Other, IP, ARP
Vlan40: Other, IP, ARP
Vlan50: Other, IP, ARP
Vlan60: Other, IP, ARP
Vlan70: Other, IP, ARP
Vlan80: Other, IP, ARP
Vlan90: Other, IP, ARP
Vlan900: Other, IP, ARP
Vlan3000: Other, IP
Vlan3500: Other, IP
FastEthernet1/0/1: Other, IP, ARP, CDP
FastEthernet1/0/2: Other, IP
FastEthernet1/0/3: Other, IP
FastEthernet1/0/4: Other, IP
FastEthernet1/0/5: Other, IP
FastEthernet1/0/6: Other, IP
FastEthernet1/0/7: Other, IP
FastEthernet1/0/8: Other, IP
FastEthernet1/0/9: Other, IP
FastEthernet1/0/10: Other, IP, CDP
（テキスト出力は省略）
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次の例では、show interfaces counters trunk コマンドの出力を示します。すべてのインターフェイ
スのトランク カウンタが表示されます。
Switch# show interfaces counters trunk
Port
TrunkFramesTx TrunkFramesRx WrongEncap
Fa1/0/1
0
0
Fa1/0/2
0
0
Fa1/0/3
80678
4155
Fa1/0/4
82320
126
Fa1/0/5
0
0

0
0
0
0
0

（テキスト出力は省略）

関連コマンド

コマンド
show interfaces

説明
追加のインターフェイスの特性を表示します。
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show interfaces rep
指定のインターフェイスまたはすべてのインターフェイスの Resilient Ethernet Protocol（REP）設定
およびステータスを表示するには、show interfaces rep ユーザ EXEC コマンドを使用します。
show interfaces [interface-id] rep [detail] [ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

interface-id

（任意）指定された物理インターフェイスまたはポート チャネル ID の REP 設
定およびステータスを表示します。

detail

（任意）詳細な REP 設定およびステータス情報を表示します。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

ユーザ EXEC

コマンド履歴

リリース
12.2(40)SE

使用上のガイドライン

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

show interface rep [detail] コマンドの出力には、Open、Fail または AP（代替ポート）ステートの他
に、ポート ロールが Fail Logical Open（FailLogOpen）または Fail NoExt Neighbor（FailNoNbr）とし
て表示されます。外部ネイバーが設定されていないときにセグメント内で 3 つ以上のポートに障害
が発生した場合に、これらのステートが表示されます。この場合、1 つのポートがデータ パス用の
フォワーディング ステートになって、設定中の接続の維持に役立ちます。このポートのポート ロー
ルは、Fail Logical Open として表示され、ポートはすべての VLAN のデータ トラフィックを転送し
ます。他の障害が発生したポート ロールは Fail No Ext Neighbor として表示され、このポートはす
べての VLAN のトラフィックをブロックします。
障害が発生したポートの外部ネイバーが設定されているときは、障害が発生したポートで代替ポー
トステート移行が実行され、代替ポート選択メカニズムに基づいて、最終的には Open ステートと
なるか代替ポートとままになります。
文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。

例

次の例では、show interface rep コマンドの出力を示します。
Switch # show interface rep
Interface
Seg-id
Type
LinkOp
Role
---------------------- ------ ------------ ----------- ---GigabitEthernet1/0/1
1
Primary Edge TWO_WAY
Open
GigabitEthernet1/0/2
1
Edge
TWO_WAY
Open
FastEthernet1/0/4
2
INIT_DOWN Fail
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次の例では、外部ネイバーが設定されていないときにセグメント内で 3 つ以上のポートに障害が発
生した場合の、show interface rep コマンドの出力を示します。
Switch # show interface rep
Interface
Seg-id
Type
LinkOp
Role
---------------------- ------ ------------ ----------- ---GigabitEthernet1/0/1
1
NO_NEIGHBOR FailNoNbr
GigabitEthernet1/0/2
2
NO_NEIGHBOR FailLogOpen

次の例では、指定したインターフェイスに対する show interface rep detail コマンドの出力を示しま
す。
Switch # show interface gigabitethernet1/0/2 rep detail
GigabitEthernet1/0/2
REP enabled
Segment-id: 2 (Segment)
PortID: 0002001A6D8C9600
Preferred flag: No
Operational Link Status: TWO_WAY
Current Key: 0002001AA19D7C80CB97
Port Role: Open
Blocked VLAN: <empty>
Admin-vlan: 1
Preempt Delay Timer: disabled
Configured Load-balancing Block Port: none
Configured Load-balancing Block VLAN: none
STCN Propagate to: none
LSL PDU rx: 1466780, tx: 3056637
HFL PDU rx: 2, tx: 0
BPA TLV rx: 1, tx: 2119695
BPA (STCN, LSL) TLV rx: 0, tx: 0
BPA (STCN, HFL) TLV rx: 0, tx: 0
EPA-ELECTION TLV rx: 757406, tx: 757400
EPA-COMMAND TLV rx: 1, tx: 1
EPA-INFO TLV rx: 178326, tx: 178323

関連コマンド

コマンド
rep segment

説明

show rep topology [detail]

プライマリ エッジ ポートに設定され選択されているポートを含
め、セグメント内の全ポートに関する情報を表示します。

インターフェイスで REP をイネーブルにして、セグメント ID を割
り当てます。このコマンドは、ポートをエッジポート、プライマリ
エッジ ポート、または優先ポートとして設定するのにも使用されま
す。
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show inventory
ハードウェアの製品識別（PID）情報を表示するには、show inventory ユーザ EXEC コマンドを使
用します。
show inventory [entity-name | raw] [ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

entity-name

（任意）指定のエンティティを表示します。たとえば、Small Form-factor
Pluggable（SFP; 着脱可能小型フォーム ファクタ）モジュールが取り付けられ
ているインターフェイス（gigabitethernet0/1 など）を入力します。

raw

（任意）デバイスのすべてのエンティティを表示します。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

ユーザ EXEC

コマンド履歴

リリース
12.2(25)SEG

使用上のガイドライン

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

コマンドでは大文字と小文字が区別されます。引数を省略すると、show inventory コマンドは、製
品 ID を持つすべての識別可能なエンティティを簡略形式で表示します。簡略形式の表示では、エ
ンティティの場所（スロット ID）、エンティティの説明、およびエンティティの PID、バージョン
ID（VID）、シリアル番号（SN）といった一意なデバイス識別子（UID）が表示されます。
PID がない場合は、show inventory コマンドを入力しても出力は表示されません。
文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。

例

次の例では、show inventory コマンドの出力を示します。
Switch> show inventory
NAME: "1", DESCR: "ME-C3750-24TE"
PID:
, VID:
, SN:
NAME: "GigabitEthernet1/1/2", DESCR: "1000BaseSX SFP"
PID:
, VID:
, SN: A50015093
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show ip arp inspection
ダイナミック Address Resolution Protocol（ARP; アドレス解決プロトコル）インスペクションの設定
および動作状態、あるいはすべての VLAN（仮想 LAN）または指定したインターフェイスや VLAN
のこの機能のステータスを表示するには、show ip arp inspection 特権 EXEC コマンドを使用します。
show ip arp inspection [interfaces [interface-id] | log | statistics [vlan vlan-range] | vlan vlan-range]
[ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

interfaces [interface-id]

（任意）指定したインターフェイスまたはすべてのインターフェイス
の ARP パケットの信頼状態および速度制限を表示します。有効なイ
ンターフェイスは、物理ポートおよびポート チャネルです。

log

（任意）ダイナミック ARP インスペクション ログ バッファの設定お
よび内容を表示します。

statistics [vlan vlan-range]

（任意）指定した VLAN の転送済み、ドロップ済み、MAC（メディ
ア アクセス制御）検証の失敗、IP 検証の失敗、許可または拒否され
た Access Control List（ACL; アクセス コントロール リスト）
、許可ま
たは拒否された DHCP の各パケットの統計情報を表示します。VLAN
が指定されていない、または範囲が指定されていない場合、ダイナ
ミック ARP インスペクションがイネーブルになっている（アクティ
ブ）VLAN の情報のみを表示します。
VLAN ID 番号で識別された 1 つの VLAN、それぞれをハイフンで区
切った VLAN 範囲、またはカンマで区切った一連の VLAN を指定す
ることができます。指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。

vlan vlan-range

（任意）指定した VLAN のダイナミック ARP インスペクションの設
定および動作状態を表示します。VLAN が指定されていない、また
は範囲が指定されていない場合、ダイナミック ARP インスペクショ
ンがイネーブルになっている（アクティブ）VLAN の情報のみを表
示します。
VLAN ID 番号で識別された 1 つの VLAN、それぞれをハイフンで区
切った VLAN 範囲、またはカンマで区切った一連の VLAN を指定す
ることができます。指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

リリース
12.2(25)EY

変更内容

12.2(37)SE

プローブ ロギング情報を含むように出力が変更されました。

使用上のガイドライン

このコマンドが導入されました。

文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。
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次の例では、show ip arp inspection コマンドの出力を示します。

例

Switch# show ip arp inspection
Source Mac Validation
: Disabled
Destination Mac Validation : Disabled
IP Address Validation
: Enabled
Vlan
---1

Configuration
------------Enabled

Operation
--------Active

ACL Match
--------deny-all

Vlan
---1

ACL Logging
----------Acl-Match

DHCP Logging
-----------All

Vlan
---1

Forwarded
--------0

Dropped
------0

DHCP Drops
---------0

Vlan
---1

DHCP Permits
-----------0

ACL Permits
----------0

Probe Permits
------------0

Vlan
---1

Dest MAC Failures
----------------0

Static ACL
---------No

Probe Logging
------------Permit

IP Validation Failures
---------------------0

ACL Drops
--------0
Source MAC Failures
------------------0
Invalid Protocol Data
--------------------0

次の例では、show ip arp inspection interfaces コマンドの出力を示します。
Switch# show ip arp inspection interfaces
Interface
Trust State
Rate (pps)
--------------- -------------------Gi1/0/1
Untrusted
15
Gi1/0/2
Untrusted
15
Gi1/0/3
Untrusted
15

Burst Interval
-------------1
1
1

次の例では、show ip arp inspection interfaces interface-id コマンドの出力を示します。
Switch# show ip arp inspection interfaces gigabitethernet1/0/1
Interface
Trust State
Rate (pps)
Burst Interval
--------------- --------------------------------Gi1/0/1
Untrusted
15
1

次の例では、show ip arp inspection log コマンドの出力を示します。バッファがクリアされる前に、
ログ バッファの内容を表示します。
Switch# show ip arp inspection log
Total Log Buffer Size : 32
Syslog rate : 10 entries per 300 seconds.
Interface
---------Gi1/0/1
Gi1/0/1
Gi1/0/1
Gi1/0/1
Gi1/0/1
Gi1/0/1
Gi1/0/1

Vlan
---5
5
5
5
5
5
5

Sender MAC
Sender IP
-------------- --------------0003.0000.d673 192.2.10.4
0001.0000.d774 128.1.9.25
0001.c940.1111 10.10.10.1
0001.c940.1112 10.10.10.2
0001.c940.1114 173.1.1.1
0001.c940.1115 173.1.1.2
0001.c940.1116 173.1.1.3

Num Pkts
---------

Reason
----------5 DHCP Deny
6 DHCP Deny
7 DHCP Deny
8 DHCP Deny
10 DHCP Deny
11 DHCP Deny
12 DHCP Deny

Time
---19:39:01
19:39:02
19:39:03
19:39:04
19:39:06
19:39:07
19:39:08

UTC
UTC
UTC
UTC
UTC
UTC
UTC

Mon
Mon
Mon
Mon
Mon
Mon
Mon

Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar

1
1
1
1
1
1
1

1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
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ログ バッファがオーバーフローした場合、これはログ イベントがログ バッファに適さないことを
意味し、show ip arp inspection log 特権 EXEC コマンドの表示が影響を受けます。表示内の -- が、
パケット カウントおよび時刻以外のすべてのデータの場所に表示されます。エントリには他の統計
情報は表示されません。表示にこのエントリが確認された場合、ログ バッファ内のエントリ数を増
やすか、ip arp inspection log-buffer グローバル コンフィギュレーション コマンドでロギング レー
トを大きくしてください。
次の例では、show ip arp inspection statistics コマンドの出力を示します。すべてのアクティブ VLAN
のダイナミック ARP インスペクションで処理されたパケットの統計情報を表示します。
Switch# show ip arp inspection statistics
Vlan
Forwarded
Dropped
DHCP Drops
--------------------------5
3
4618
4605
2000
0
0
0
Vlan
---5
2000

DHCP Permits
-----------0
0

ACL Permits
----------12
0

Vlan
---5
2000

Dest MAC Failures
----------------0
0

ACL Drops
--------4
0

Source MAC Failures
------------------0
0

IP Validation Failures
---------------------9
0

show ip arp inspection statistics コマンドでは、信頼できるダイナミック ARP インスペクション ポー
ト上の各 ARP 要求および応答パケットの転送されたパケット数が増加します。送信元 MAC、宛先
MAC、または IP 検証チェックで拒否された各パケットの ACL または DHCP 許可パケット数が増加
し、さらに該当する失敗カウントも増加します。
次の例では、show ip arp inspection statistics vlan 5 コマンドの出力を示します。VLAN 5 のダイナ
ミック ARP で処理されたパケットの統計情報が表示されます。
Switch# show ip arp inspection statistics vlan 5
Vlan
Forwarded
Dropped
DHCP Drops
--------------------------5
3
4618
4605
Vlan
---5

DHCP Permits
-----------0

ACL Permits
----------12

Vlan
---5

Dest MAC Failures
----------------0

ACL Drops
--------4

Source MAC Failures
------------------0

IP Validation Failures
---------------------9

Invalid Protocol Data
--------------------3

次の例では、show ip arp inspection vlan 5 コマンドの出力を示します。VLAN 5 のダイナミック ARP
インスペクションの設定および動作状態を表示します。
Switch# show ip arp inspection vlan 5
Source Mac Validation
:Enabled
Destination Mac Validation :Enabled
IP Address Validation
:Enabled
Vlan
---5

Configuration
------------Enabled

Operation
--------Active

Vlan
---5

ACL Logging
----------Acl-Match

DHCP Logging
-----------All

ACL Match
--------second

Static ACL
---------No
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関連コマンド

コマンド
arp access-list

説明

clear ip arp inspection log

ダイナミック ARP インスペクション ログ バッファをクリア
します。

clear ip arp inspection statistics

ダイナミック ARP インスペクション統計情報をクリアしま
す。

ip arp inspection log-buffer

ダイナミック ARP インスペクション ログ バッファを設定し
ます。

ip arp inspection vlan logging

VLAN ごとにロギングするパケットのタイプを制御します。

show arp access-list

ARP アクセス リストについての詳細情報を表示します。

ARP ACL を定義します。
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show ip dhcp snooping
DHCP スヌーピング設定を表示するには、show ip dhcp snooping ユーザ EXEC コマンドを使用しま
す。
show ip dhcp snooping

シンタックスの説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

コマンド モード

ユーザ EXEC

コマンド履歴

リリース
12.2(25)EY

変更内容

12.2(25)SEE

コマンド出力は、グローバル サブオプション設定を表示するように更新さ
れました。

使用上のガイドライン

このコマンドが導入されました。

文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。
このコマンドでは、グローバル設定の結果のみが表示されます。したがって次の例では、文字列が
回線 ID に設定されていても、回線 ID サブオプションは vlan-mod-port というデフォルト形式で表
示されます。

例

次の例では、show ip dhcp snooping コマンドの出力を示します。
Switch> show ip dhcp snooping
Switch DHCP snooping is enabled
DHCP snooping is configured on following VLANs:
40-42
Insertion of option 82 is enabled
circuit-id format: vlan-mod-port
remote-id format: string
Verification of hwaddr field is enabled
Interface
Trusted
Rate limit (pps)
--------------------------------------------FastEthernet1/0/1
yes
unlimited
FastEthernet1/0/2
yes
unlimited
FastEthernet1/0/3
no
2000
FastEthernet1/0/4
yes
unlimited

関連コマンド

コマンド
show ip dhcp snooping binding

説明
DHCP スヌーピング バインディング情報を表示します。
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show ip dhcp snooping binding
DHCP スヌーピング バインディング データベースおよびスイッチ上のすべてのインターフェイス
の設定情報を表示するには、show ip dhcp snooping binding ユーザ EXEC コマンドを使用します。
show ip dhcp snooping binding [ip-address] [mac-address] [interface interface-id] [vlan vlan-id]
[ | {begin | exclude | include} expression]
シンタックスの説明

ip-address

（任意）バインディング エントリ IP アドレスを指定します。

mac-address

（任意）バインディング エントリ MAC（メディア アクセス制御）アドレ
スを指定します。

interface interface-id

（任意）バインディング入力インターフェイスを指定します。

vlan vlan-id

（任意）バインディング エントリ VLAN（仮想 LAN）を指定します。

| begin

expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

expression と一致する行を表示から除外します。

| include

指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

コマンド モード

ユーザ EXEC

コマンド履歴

リリース
12.2(25)EY

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

show ip dhcp snooping binding コマンド出力では、動的に設定されたバインディングのみが表示さ
れます。DHCP スヌーピング バインディング データベースの動的および静的に設定されたバイン
ディングを表示するには、show ip source binding 特権 EXEC コマンドを使用します。
DHCP スヌーピングがイネーブルで、インターフェイスが down ステートに変更された場合、スイッ
チは静的に設定されたバインディングを削除しません。
文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。

例

次の例では、スイッチの DHCP スヌーピング バインディング エントリを表示する方法を示します。

Switch> show ip dhcp snooping binding
MacAddress
IpAddress
Lease(sec)
------------------ --------------- ---------01:02:03:04:05:06
10.1.2.150
9837
00:D0:B7:1B:35:DE
10.1.2.151
237
Total number of bindings: 2

Type
------------dhcp-snooping
dhcp-snooping

VLAN
---20
20

Interface
-------------------GigabitEthernet1/0/1
GigabitEthernet1/0/2

次の例では、特定の IP アドレスの DHCP スヌーピング バインディング エントリを表示する方法を
示します。
Switch> show ip dhcp snooping binding 10.1.2.150
MacAddress
IpAddress
Lease(sec) Type
------------------ --------------- ---------- ------------01:02:03:04:05:06
10.1.2.150
9810
dhcp-snooping
Total number of bindings: 1

VLAN
---20

Interface
-------------------GigabitEthernet1/0/1

Catalyst 3750 Metro スイッチ コマンド リファレンス

2-402

OL-9645-04-J

第2章

Catalyst 3750 Metro スイッチ Cisco IOS コマンド
show ip dhcp snooping binding

次の例では、特定の MAC アドレスの DHCP スヌーピング バインディング エントリを表示する方
法を示します。
Switch> show ip dhcp snooping binding 0102.0304.0506
MacAddress
IpAddress
Lease(sec) Type
------------------ --------------- ---------- ------------01:02:03:04:05:06
10.1.2.150
9788
dhcp-snooping
Total number of bindings: 1

VLAN
---20

Interface
-------------------GigabitEthernet1/0/2

次の例では、ポートの DHCP スヌーピング バインディング エントリを表示する方法を示します。
Switch> show ip dhcp snooping binding interface gigabitethernet1/0/2
MacAddress
IpAddress
Lease(sec) Type
VLAN
------------------ --------------- ---------- ------------- ---00:30:94:C2:EF:35
10.1.2.151
290
dhcp-snooping 20
Total number of bindings: 1

Interface
-------------------GigabitEthernet1/0/2

次の例では、VLAN 20 の DHCP スヌーピング バインディング エントリを表示する方法を示します。
Switch> show ip dhcp snooping binding vlan 20
MacAddress
IpAddress
Lease(sec)
------------------ --------------- ---------01:02:03:04:05:06
10.1.2.150
9747
00:00:00:00:00:02
10.1.2.151
65
Total number of bindings: 2

Type
------------dhcp-snooping
dhcp-snooping

VLAN
---20
20

Interface
-------------------GigabitEthernet1/0/1
GigabitEthernet1/0/2

表 2-21 に、show ip dhcp snooping binding コマンド出力のフィールドの説明を示します。
表 2-21

show ip dhcp snooping binding コマンド出力

フィールド

説明

MacAddress

クライアント ハードウェアの MAC アドレス

IpAddress

DHCP サーバから割り当てられたクライアント IP アドレス

Lease(sec)

IP アドレスの残りのリース時間

Type

バインディング タイプ

VLAN

クライアント インターフェイスの VLAN 番号

Interface

DHCP クライアント ホストに接続しているインターフェイス

Total number of bindings

スイッチで設定されたバインディングの総数

（注）

関連コマンド

コマンド出力では、バインディングの総数が表示されないこと
があります。たとえば、スイッチで 200 個のバインディングが
設定されていて、すべてのバインディングが表示される前に表
示を停止した場合、総数は変更されません。

コマンド
ip dhcp snooping binding

説明

show ip dhcp snooping

DHCP スヌーピング設定を表示します。

DHCP スヌーピング バインディング データベースを設定し
ます。

Catalyst 3750 Metro スイッチ コマンド リファレンス
OL-9645-04-J

2-403

第2章

Catalyst 3750 Metro スイッチ Cisco IOS コマンド

show ip dhcp snooping database

show ip dhcp snooping database
DHCP スヌーピング バインディング データベース エージェントのステータスを表示するには、
show ip dhcp snooping database ユーザ EXEC コマンドを使用します。
show ip dhcp snooping database [detail] [ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

detail

（任意）詳細ステータスおよび統計情報を表示します。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

ユーザ EXEC

コマンド履歴

リリース
12.2(25)EY

例

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

次の例では、show ip dhcp snooping database コマンドの出力を示します。
Switch> show ip dhcp snooping database
Agent URL :
Write delay Timer : 300 seconds
Abort Timer : 300 seconds
Agent Running : No
Delay Timer Expiry : Not Running
Abort Timer Expiry : Not Running
Last Succeed Time : None
Last Failed Time : None
Last Failed Reason : No failure recorded.
Total Attempts
Successful Transfers
Successful Reads
Successful Writes
Media Failures

:
:
:
:
:

0
0
0
0
0

Startup Failures
Failed Transfers
Failed Reads
Failed Writes

:
:
:
:

0
0
0
0
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次の例では、show ip dhcp snooping database detail コマンドの出力を示します。
Switch# show ip dhcp snooping database detail
Agent URL : tftp://10.1.1.1/directory/file
Write delay Timer : 300 seconds
Abort Timer : 300 seconds
Agent Running : No
Delay Timer Expiry : 7 (00:00:07)
Abort Timer Expiry : Not Running
Last Succeed Time : None
Last Failed Time : 17:14:25 UTC Sat Jul 7 2001
Last Failed Reason : Unable to access URL.
Total Attempts
Successful Transfers
Successful Reads
Successful Writes
Media Failures

:
:
:
:
:

21
0
0
0
0

Startup Failures
Failed Transfers
Failed Reads
Failed Writes

:
:
:
:

0
21
0
21

First successful access: Read
Last ignored bindings counters
Binding Collisions
:
Invalid interfaces
:
Parse failures
:
Last Ignored Time : None

関連コマンド

:
0
0
0

Expired leases
:
Unsupported vlans :

0
0

Total ignored bindings counters:
Binding Collisions
:
0
Invalid interfaces
:
0
Parse failures
:
0

Expired leases
:
Unsupported vlans :

0
0

コマンド
ip dhcp snooping

説明

ip dhcp snooping database

DHCP スヌーピング バインディング データベース エージェ
ントまたはバインディング ファイルを設定します。

show ip dhcp snooping

DHCP スヌーピング情報を表示します。

VLAN（仮想 LAN）で DHCP スヌーピングをイネーブルにし
ます。
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show ip dhcp snooping statistics
DHCP スヌーピング統計情報の概要または詳細を表示するには、show ip dhcp snooping statistics
ユーザ EXEC コマンドを使用します。
show ip dhcp snooping statistics [detail] [ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

detail

（任意）詳細な統計情報を表示します。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

ユーザ EXEC

コマンド履歴

リリース
12.2(37)SE

使用上のガイドライン

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。
スイッチ スタックでは、すべての統計情報がスタック マスター上に生成されます。新しいスタッ
ク マスターを選択すると、統計カウンタがリセットされます。

例

次の例では、show ip dhcp snooping statistics コマンドの出力を示します。
Switch> show ip dhcp snooping statistics
Packets Forwarded
Packets Dropped
Packets Dropped From untrusted ports

= 0
= 0
= 0

次の例では、show ip dhcp snooping statistics detail コマンドの出力を示します。
Switch> show ip dhcp snooping statistics detail
Packets Processed by DHCP Snooping
Packets Dropped Because
IDB not known
Queue full
Interface is in errdisabled
Rate limit exceeded
Received on untrusted ports
Nonzero giaddr
Source mac not equal to chaddr
Binding mismatch
Insertion of opt82 fail
Interface Down
Unknown output interface
Reply output port equal to input port
Packet denied by platform

= 0
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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表 2-22 に、DHCP スヌーピング統計情報と説明を示します。
表 2-22

DHCP スヌーピング統計情報

DHCP スヌーピング統計情報

説明

Packets Processed by DHCP Snooping

DHCP スヌーピングで処理されるパケットの合計数。転送
パケットとドロップされたパケットを含みます。

Packets Dropped Because IDB not known パケットの入力インターフェイスが不明なために発生し
たエラー数
Queue full

パケット生成に使用する内部キューが満杯のために発生
したエラー数。DHCP パケットが非常に高速で受信され、
入力ポートの速度制限がイネーブルではない場合に発生
することがあります。

Interface is in errdisabled

errdisable のマークがあるポートでパケットが受信された
回数。パケット生成中にポートが errdisable ステートにな
り、パケットは引き続き生成された場合に発生することが
あります。

Rate limit exceeded

ポートに設定された速度制限を超過し、インターフェイス
が errdisable ステートになった回数

Received on untrusted ports

信頼できないポートで DHCP サーバ パケット（OFFER、
ACK、NAK、または LEASEQUERY）が受信され、ドロッ
プされた回数

Nonzero giaddr

信頼できないポートで受信した DHCP パケットのリレー
エージェント アドレス フィールド（giaddr）が 0（ゼロ）
ではなかった回数、または no ip dhcp snooping information
option allow-untrusted グローバル コンフィギュレーショ
ン コマンドが設定されておらず信頼できないポートで受
信したパケットにオプション 82 データが含まれていた回
数

Source mac not equal to chaddr

DHCP パケットのクライアント MAC（メディア アクセス
制御）アドレス（chaddr）がパケット ソース MAC アドレ
スと一致せず、ip dhcp snooping verify mac-address グロー
バル コンフィギュレーション コマンドが設定されている
回数

Binding mismatch

RELEASE ま た は DECLINE パ ケ ッ ト が MAC ア ド レ ス
VLAN（仮想 LAN）ペアのバインディング ポートとは異な
るポートで受信された回数。誰かが本当のクライアントを
スプーフィングしようとしているか、クライアントがその
ス イ ッ チ の 別 の ポ ー ト に 移 動 し て RELEASE ま た は
DECLINE を発行した可能性があります。MAC アドレスは
DHCP パケットの chaddr フィールドから取得されます。
イーサネット ヘッダーのソース MAC アドレスから取得
されることはありません。

Insertion of opt82 fail

パケットにオプション 82 を挿入しようとして失敗した回
数。オプション 82 のデータを含むパケットがインター
ネット上の単一物理パケットのサイズを超えると、挿入に
失敗します。
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表 2-22

関連コマンド

DHCP スヌーピング統計情報（続き）

DHCP スヌーピング統計情報

説明

Interface Down

パケットが DHCP リレー エージェントに応答しているが
リレー エージェントの Switch Virtual Interface（SVI; スイッ
チ仮想インターフェイス）がダウンしている回数。クライ
アント リクエストを DHCP サーバに送信し応答を受信し
ている間に SVI がダウンすると発生するエラーですが、滅
多に発生することはありません。

Unknown output interface

オプション 82 データを使用するか MAC アドレス テーブ
ルをルックアップしても DHCP リレー パケットの出力イ
ンターフェイスが検出されない回数。パケットはドロップ
されます。オプション 82 が使用されていない場合、およ
びクライアント MAC アドレスが期限切れの場合に発生し
ます。IPSG のポートセキュリティ オプションがイネーブ
ルで、オプション 82 がイネーブルではない場合、クライ
アントの MAC アドレスは学習されず、応答パケットはド
ロップされます。

Reply output port equal to input port

DHCP 応答パケットの出力ポートが入力ポートと同じで
ある回数。ループの原因となる可能性があります。ネット
ワークの設定が間違っているか、ポートの信用設定を間違
えている可能性があります。

Packet denied by platform

プラットフォーム固有のレジストリによりパケットが拒
否された回数

コマンド
clear ip dhcp snooping

説明
DHCP スヌーピング バインディング データベース、DHCP スヌー
ピング バインディング データベース エージェント統計情報、また
は DHCP スヌーピング統計カウンタをクリアします。
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show ip igmp profile
すべての設定された Internet Group Management Protocol（IGMP; インターネット グループ管理プロ
トコル）プロファイルまたは指定の IGMP プロファイルを表示するには、show ip igmp profile 特権
EXEC コマンドを使用します。
show ip igmp profile [profile number] [ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

profile number

（任意）表示する IGMP プロファイル番号。指定できる範囲は 1 ～ 4294967295
です。プロファイル番号が入力されていない場合、すべての IGMP プロファ
イルが表示されます。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。

例

次の例では、プロファイル番号を指定した場合と指定しない場合の show ip igmp profile コマンドの
出力を示します。プロファイル番号が入力されていない場合、表示にはスイッチ上で設定されたす
べてのプロファイルが含まれます。
Switch# show ip igmp profile 40
IGMP Profile 40
permit
range 233.1.1.1 233.255.255.255
Switch# show ip igmp profile
IGMP Profile 3
range 230.9.9.0 230.9.9.0
IGMP Profile 4
permit
range 229.9.9.0 229.255.255.255

関連コマンド

コマンド
ip igmp profile

説明
特定の IGMP プロファイル番号を設定します。
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show ip igmp snooping
スイッチまたは VLAN（仮想 LAN）の Internet Group Management Protocol（IGMP; インターネット
グループ管理プロトコル）スヌーピング設定を表示するには、show ip igmp snooping 特権 EXEC コ
マンドを使用します。
show ip igmp snooping [groups | mrouter | querier] [vlan vlan-id] [ | {begin | exclude | include}
expression]

シンタックスの説明

groups

（任意）show ip igmp snooping groups コマンドを参照してください。

mrouter

（任意）show ip igmp snooping mrouter コマンドを参照してください。

querier

（任意）show ip igmp snooping querier コマンドを参照してください。

vlan vlan-id

（任意）VLAN を指定します。指定できる範囲は 1 ～ 1001 および 1006 ～ 4094
です。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容

12.2(25)EY

groups キーワードが追加されました。show ip igmp snooping multicast コ
マンドは、show ip igmp snooping groups コマンドに置き換えられました。

使用上のガイドライン

このコマンドが導入されました。

スイッチまたは特定の VLAN のスヌーピングの設定を表示するのにこのコマンドを使用します。
VLAN ID 1002 ～ 1005 は、トークンリングおよび FDDI VLAN に予約されていて、IGMP スヌーピ
ングには使用できません。
文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。
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例

次の例では、show ip igmp snooping コマンドの出力を示します。スイッチのすべての VLAN のス
ヌーピング特性を表示する方法を示します。
Switch# show ip igmp snooping
vlan 1
---------IGMP snooping is globally enabled
IGMP snooping TCN solicit query is globally disabled
IGMP snooping global TCN flood query count is 2
IGMP snooping is enabled on this Vlan
IGMP snooping immediate-leave is disabled on this Vlan
IGMP snooping mrouter learn mode is pim-dvmrp on this Vlan
IGMP snooping source only learning age timer is 10
IGMP snooping is running in IGMP_ONLY mode on this Vlan
IGMP snooping report suppression is enabled on this Vlan
vlan 2
---------IGMP snooping is globally enabled
IGMP snooping TCN solicit query is globally disabled
IGMP snooping global TCN flood query count is 2
（テキスト出力は省略）

次の例では、show ip igmp snooping vlan 1 コマンドの出力を示します。特定の VLAN のスヌーピン
グ特性を表示する方法を示します。
Switch# show ip igmp snooping vlan 1
vlan 1
---------IGMP snooping is globally enabled
IGMP snooping TCN solicit query is globally disabled
IGMP snooping global TCN flood query count is 2
IGMP snooping is enabled on this Vlan
IGMP snooping immediate-leave is disabled on this Vlan
IGMP snooping mrouter learn mode is pim-dvmrp on this Vlan
IGMP snooping source only learning age timer is 10
IGMP snooping is running in IGMP_ONLY mode on this Vlan
IGMP snooping report suppression is enabled on this Vlan

関連コマンド

コマンド
ip igmp snooping

説明

ip igmp snooping querier

レイヤ 2 ネットワークの IGMP クエリア機能をイネーブ
ルにします。

スイッチまたは VLAN の IGMP スヌーピングをイネーブ
ルにします。

ip igmp snooping report-suppression

IGMP レポート抑制をイネーブルにします。

ip igmp snooping vlan immediate-leave

VLAN の IGMP スヌーピング即時脱退処理をイネーブル
にします。

ip igmp snooping vlan mrouter

マルチキャスト ルータ ポートを追加、またはマルチキャ
ストの学習方式を設定します。

ip igmp snooping vlan static

レイヤ 2 ポートをマルチキャスト グループのメンバーと
して静的に追加します。

show ip igmp snooping groups

スイッチの IGMP スヌーピング マルチキャスト テーブル
を表示します。

show ip igmp snooping mrouter

スイッチまたは指定のマルチキャスト VLAN の IGMP ス
ヌーピング マルチキャスト ルータ ポートを表示します。

show ip igmp snooping querier

スイッチで設定された IGMP クエリアの設定および動作
情報を表示します。
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show ip igmp snooping groups

show ip igmp snooping groups
スイッチの Internet Group Management Protocol（IGMP; インターネット グループ管理プロトコル）ス
ヌーピング マルチキャスト テーブルまたはマルチキャスト情報を表示するには、show ip igmp
snooping groups 特権 EXEC コマンドを使用します。指定のマルチキャスト VLAN（仮想 LAN）の
マルチキャスト テーブルまたはマルチキャスト情報を表示するには、vlan キーワードを使用しま
す。
show ip igmp snooping groups [count | dynamic [count] | user [count]] [ | {begin | exclude | include}
expression]
show ip igmp snooping groups vlan vlan-id [ip_address | count | dynamic [count] | user [count]] [ |
{begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

count

（任意）実エントリの代わりに、指定のコマンド オプションのエントリ総数を
表示します。

dynamic

（任意）IGMP スヌーピングにより学習したエントリを表示します。

user

（任意）ユーザ設定のマルチキャスト エントリのみ表示します。

ip_address

（任意）指定グループ IP アドレスのマルチキャスト グループの特性を表示し
ます。

vlan vlan-id

（任意）VLAN を指定します。指定できる範囲は 1 ～ 1001 および 1006 ～ 4094
です。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

リリース
12.2(25)EY

使用上のガイドライン

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。show ip igmp snooping multicast コマンド
から置き換わりました。

マルチキャスト情報またはマルチキャスト テーブルを表示するには、このコマンドを使用します。
VLAN ID 1002 ～ 1005 は、トークンリングおよび FDDI VLAN に予約されていて、IGMP スヌーピ
ングでは使用できません。
文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。
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例

次の例では、キーワードの指定をしない show ip igmp snooping groups コマンドの出力を示します。
スイッチのマルチキャスト テーブルが表示されます。
Switch# show ip igmp snooping groups
Vlan
Group
Type
Version
Port List
------------------------------------------------------------1
224.1.4.4
igmp
Fa1/0/11
1
224.1.4.5
igmp
Fa1/0/11
2
224.0.1.40
igmp
v2
Fa1/0/15

次の例では、show ip igmp snooping groups count コマンドの出力を示します。スイッチ上のマルチ
キャスト グループの総数が表示されます。
Switch# show ip igmp snooping groups count
Total number of multicast groups: 2

次の例では、show ip igmp snooping groups dynamic コマンドの出力を示します。IGMP スヌーピン
グにより学習したエントリのみを表示します。
Switch# show ip igmp snooping groups vlan 1 dynamic
Vlan
Group
Type
Version
Port List
------------------------------------------------------------104
224.1.4.2
igmp
v2
Gi2/0/1, Fa1/0/15
104
224.1.4.3
igmp
v2
Gi2/0/1, Fa1/0/15

次の例では、show ip igmp snooping groups vlan vlan-id ip-address コマンドの出力を示します。指定
の IP アドレスのグループのエントリを表示します。
Switch# show ip igmp snooping groups vlan 104 224.1.4.2
Vlan
Group
Type
Version
Port List
------------------------------------------------------------104
224.1.4.2
igmp
v2
Gi2/0/1, Fa1/0/15

関連コマンド

コマンド
ip igmp snooping

説明

ip igmp snooping vlan mrouter

マルチキャスト ルータ ポートを設定します。

ip igmp snooping vlan static

レイヤ 2 ポートをマルチキャスト グループのメンバーとし
て静的に追加します。

show ip igmp snooping

スイッチまたは VLAN の IGMP スヌーピング設定を表示し
ます。

show ip igmp snooping mrouter

スイッチまたは指定のマルチキャスト VLAN の IGMP ス
ヌーピング マルチキャスト ルータ ポートを表示します。

スイッチまたは VLAN の IGMP スヌーピングをイネーブル
にします。
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show ip igmp snooping mrouter
スイッチまたは指定のマルチキャスト VLAN（仮想 LAN）のマルチキャスト ルータ ポートを動的
に学習および手動で設定した Internet Group Management Protocol（IGMP; インターネット グループ
管理プロトコル）スヌーピングを表示するには、show ip igmp snooping mrouter 特権 EXEC コマン
ドを使用します。
show ip igmp snooping mrouter [vlan vlan-id] [ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

vlan vlan-id

（任意）VLAN を指定します。指定できる範囲は 1 ～ 1001 および 1006 ～ 4094
です。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

スイッチまたは特定の VLAN 上のマルチキャスト ルータ ポートを表示するには、このコマンドを
使用します。
VLAN ID 1002 ～ 1005 は、トークンリングおよび FDDI VLAN に予約されていて、IGMP スヌーピ
ングでは使用できません。
Multicast VLAN Registration（MVR; マルチキャスト VLAN レジストレーション）がイネーブルの場
合、show ip igmp snooping mrouter コマンドは MVR マルチキャスト ルータの情報および IGMP ス
ヌーピング情報を表示します。
文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。

例

次の例では、show ip igmp snooping mrouter コマンドの出力を示します。スイッチ上でマルチキャ
スト ルータ ポートを表示します。
Switch#
Vlan
---200

show ip igmp snooping mrouter
ports
----Fa1/0/13(static), Fa1/0/14(static)
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関連コマンド

コマンド
ip igmp snooping

説明

ip igmp snooping vlan mrouter

マルチキャスト ルータ ポートを追加します。

ip igmp snooping vlan static

レイヤ 2 ポートをマルチキャスト グループのメンバーとし
て静的に追加します。

show ip igmp snooping

スイッチまたは VLAN の IGMP スヌーピング設定を表示し
ます。

show ip igmp snooping groups

スイッチまたは指定のパラメータの IGMP スヌーピング マ
ルチキャスト情報を表示します。

スイッチまたは VLAN の IGMP スヌーピングをイネーブル
にします。
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show ip igmp snooping querier
スイッチで設定された Internet Group Management Protocol（IGMP; インターネット グループ管理プ
ロトコル）クエリアの設定および動作情報を表示するには、show ip igmp snooping querier detail
ユーザ EXEC コマンドを使用します。
show ip igmp snooping querier [detail | vlan vlan-id [detail]] [ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

detail

（任意）IGMP クエリアの詳細情報を表示します。

vlan vlan-id [detail]

（任意）指定された VLAN（仮想 LAN）の IGMP クエリア情報を表示しま
す。指定できる範囲は 1 ～ 1001 および 1006 ～ 4094 です。詳細情報を表
示するには、detail キーワードを使用します。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

ユーザ EXEC

コマンド履歴

リリース
12.2(25)EY

使用上のガイドライン

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

IGMP バージョン、およびクエリアとも呼ばれ、IGMP クエリー メッセージを送信する、検出され
たデバイスの IP アドレスを表示するには、show ip igmp snooping querier コマンドを使用します。
サブネットは複数のマルチキャスト ルータを保有できますが、IGMP クエリアは 1 つしか保有でき
ません。IGMPv2 を実行しているサブネットでは、マルチキャスト ルータの 1 つがクエリアとして
設定されます。クエリアには、レイヤ 3 スイッチを指定できます。
show ip igmp snooping querier コマンド出力でも、検出されたクエリアの VLAN およびインターフェ
イスを表示します。クエリアがスイッチの場合、出力では Router として Port フィールドが表示さ
れます。クエリアがルータの場合は、出力では Port フィールドにクエリアが学習されるポート番号
が表示されます。
show ip igmp snooping querier detail ユーザ EXEC コマンドは、show ip igmp snooping querier コマ
ンドに類似しています。ただし、show ip igmp snooping querier コマンドでは、スイッチ クエリア
により直前に検出されたデバイス IP アドレスのみが表示されます。
show ip igmp snooping querier detail コマンドでは、スイッチ クエリアにより直前に検出されたデバ
イス IP アドレスと次の追加情報が表示されます。
•

VLAN で選択された IGMP

•

VLAN で設定されたスイッチ クエリア（ある場合）に関連する設定および動作情報

文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。
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例

次の例では、show ip igmp snooping querier コマンドの出力を示します。
Switch> show ip igmp snooping querier
Vlan
IP Address
IGMP Version
Port
--------------------------------------------------1
172.20.50.11
v3
Gi1/0/1
2
172.20.40.20
v2
Router

次の例では、show ip igmp snooping querier detail コマンドの出力を示します。
Switch> show ip igmp snooping querier detail
Vlan
IP Address
IGMP Version
Port
------------------------------------------------------------1
1.1.1.1
v2
Fa1/0/1
Global IGMP switch querier status
-------------------------------------------------------admin state
: Enabled
admin version
: 2
source IP address
: 0.0.0.0
query-interval (sec)
: 60
max-response-time (sec)
: 10
querier-timeout (sec)
: 120
tcn query count
: 2
tcn query interval (sec)
: 10
Vlan 1:

IGMP switch querier status

-------------------------------------------------------elected querier is 1.1.1.1
on port Fa1/0/1
-------------------------------------------------------admin state
: Enabled
admin version
: 2
source IP address
: 10.1.1.65
query-interval (sec)
: 60
max-response-time (sec)
: 10
querier-timeout (sec)
: 120
tcn query count
: 2
tcn query interval (sec)
: 10
operational state
: Non-Querier
operational version
: 2
tcn query pending count
: 0

関連コマンド

コマンド
ip igmp snooping

説明
スイッチまたは VLAN の IGMP スヌーピングをイネーブルにしま
す。

ip igmp snooping querier

レイヤ 2 ネットワークの IGMP クエリア機能をイネーブルにしま
す。

show ip igmp snooping

スイッチまたは指定のマルチキャスト VLAN の IGMP スヌーピン
グ マルチキャスト ルータ ポートを表示します。
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show ip source binding
スイッチの IP 送信元バインディングを表示するには、show ip source binding ユーザ EXEC コマン
ドを使用します。
show ip source binding [ip-address] [mac-address] [dhcp-snooping | static] [interface interface-id]
[vlan vlan-id] [ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

ip-address

（任意）特定 IP アドレスの IP 送信元バインディングを表示します。

mac-address

（任意）特定 MAC アドレスの IP 送信元バインディングを表示します。

dhcp-snooping

（任意）DHCP スヌーピングにより学習された IP 送信元バインディングを
表示します。

static

（任意）スタティック IP 送信元バインディングを表示します。

interface interface-id

（任意）特定インターフェイスの IP 送信元バインディングを表示します。

vlan vlan-id

（任意）特定 VLAN（仮想 LAN）の IP 送信元バインディングを表示します。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

ユーザ EXEC

コマンド履歴

リリース
12.2(25)EY

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

show ip source binding コマンド出力には、DHCP スヌーピング バインディング データベースで動
的および静的に設定されたバインディングが表示されます。動的に設定されたバインディングのみ
を表示するには、show ip dhcp snooping binding 特権 EXEC コマンドを使用します。

例

次の例では、show ip source binding コマンドの出力を示します。

Switch> show ip source binding
MacAddress
IpAddress
---------------------------00:00:00:0A:00:0B
11.0.0.1
00:00:00:0A:00:0A
11.0.0.2

関連コマンド

Lease(sec)
---------infinite
10000

Type
------------static
dhcp-snooping

VLAN
---10
10

Interface
-------------------GigabitEthernet1/0/1
GigabitEthernet1/0/1

コマンド
ip dhcp snooping binding

説明

ip source binding

スイッチでスタティック IP 送信元バインディングを設定します。

DHCP スヌーピング バインディング データベースを設定します。
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show ip verify source
スイッチまたは特定インターフェイスの IP ソース ガード設定を表示するには、show ip verify source
ユーザ EXEC コマンドを使用します。
show ip verify source [interface interface-id] [ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

interface interface-id

（任意）特定インターフェイスの IP ソース ガード設定を表示します。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

ユーザ EXEC

コマンド履歴

リリース
12.2(25)EY

例

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

次の例では、show ip verify source コマンドの出力を示します。
Switch> show ip verify source
Interface Filter-type Filter-mode IP-address
--------- ----------- ----------- --------------Fa1/0/1
ip
active
10.0.0.1
Fa1/0/1
ip
active
deny-all
Fa1/0/2
ip
inactive-trust-port
Fa1/0/3
ip
inactive-no-snooping-vlan
Fa1/0/4
ip-mac
active
10.0.0.2
Fa1/0/4
ip-mac
active
11.0.0.1
Fa1/0/4
ip-mac
active
deny-all
Fa1/0/5
ip-mac
active
10.0.0.3
Fa1/0/5
ip-mac
active
deny-all

Mac-address
--------------

aaaa.bbbb.cccc
aaaa.bbbb.cccd
deny-all
permit-all
permit-all

Vlan
--------10
11-20

10
11
12-20
10
11-20

上記の例では、IP ソース ガード設定は次のとおりです。
•

ファスト イーサネット 1/0/1 インターフェイスでは、DHCP スヌーピングが VLAN（仮想 LAN）
10 ～ 20 でイネーブルです。VLAN 10 では、IP アドレス フィルタリング付き IP ソース ガード
がインターフェイス上で設定され、バインディングがインターフェイス上に存在します。VLAN
11 ～ 20 では、IP ソース ガードが設定されていない VLAN のインターフェイス上にデフォルト
のポート Access Control List（ACL; アクセス コントロール リスト）が適用されていることが、
2 番めのエントリで表示されます。

•

ファスト イーサネット 1/0/2 インターフェイスは、DHCP スヌーピングで信頼できると設定さ
れています。

•

ファスト イーサネット 1/0/3 インターフェイスでは、DHCP スヌーピングはインターフェイス
が属する VLAN 上でイネーブルではありません。

•

ファスト イーサネット 1/0/4 インターフェイスでは、送信元 IP および MAC アドレス フィルタ
リング付き IP ソース ガードがイネーブルで、スタティック IP 送信元バインディングが VLAN
10 および 11 で設定されています。VLAN 12 ～ 20 では、IP ソース ガードが設定されていない
VLAN のインターフェイスにデフォルトのポート ACL が適用されます。

•

ファスト イーサネット 1/0/5 インターフェイスでは、送信元 IP および MAC アドレス フィルタ
リング付き IP ソース ガードがイネーブルで、スタティック IP バインディングで設定されてい
ますが、ポート セキュリティはディセーブルです。スイッチは送信元 MAC アドレスをフィル
タリングできません。
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show l2protocol-tunnel

次の例では、IP ソース ガードがディセーブルになっているインターフェイスでの出力を示します。
Switch> show ip verify source fastethernet1/0/6
IP source guard is not configured on the interface fa1/0/6.

関連コマンド

コマンド
ip verify source

説明
インターフェイスで IP ソース ガードをイネーブルにします。

show l2protocol-tunnel
レイヤ 2 プロトコル トンネル ポートの情報を表示するには、show l2protocol-tunnel ユーザ EXEC
コマンドを使用します。出力には、プロトコル トンネリングがイネーブルになっている、指定のイ
ンターフェイスまたはすべてのインターフェイスの情報が表示されます。
show l2protocol-tunnel [interface interface-id] [summary] [ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

interface interface-id

（任意）プロトコル トンネリング情報の表示が必要なインターフェイスを
指定します。有効なインターフェイスは物理ポートおよびポート チャネル
です。ポート チャネルの使用範囲は 1 ～ 12 です。

summary

（任意）レイヤ 2 プロトコル サマリー情報のみを表示します。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

ユーザ EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。
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show l2protocol-tunnel

例

次の例では、show l2protocol-tunnel コマンドの出力を示します。
Switch> show l2protocol-tunnel
COS for Encapsulated Packets: 5
Drop Threshold for Encapsulated Packets: 0
Port

Protocol Shutdown Drop
Encapsulation Decapsulation Drop
Threshold Threshold Counter
Counter
Counter
---------- -------- --------- --------- ------------- ------------- ------------Fa1/0/1
---------------------------------------------------pagp
------0
242500
lacp
------24268
242640
udld
------0
897960
Fa1/0/2
---------------------------------------------------pagp
1000
---24249
242700
lacp
------24256
242660
udld
------0
897960
Fa1/0/3
cdp
------134482
1344820
----------------------------------pagp
1000
---0
242500
lacp
500
---0
485320
udld
300
---44899
448980
Fa1/0/4
cdp
------134482
1344820
----------------------------------pagp
---1000
0
242700
lacp
------0
485220
udld
300
---44899
448980
（テキスト出力は省略）

次の例では、show l2protocol-tunnel summary コマンドの出力を示します。
Switch> show l2protocol-tunnel summary
COS for Encapsulated Packets: 5
Drop Threshold for Encapsulated Packets: 0
Port

------Fa1/0/2
Fa1/0/3
Fa1/0/4
Fa1/0/5
Fa1/0/6
Fa1/0/7

Protocol

Shutdown
Drop
Status
Threshold
Threshold
(cdp/stp/vtp)
(cdp/stp/vtp)
(pagp/lacp/udld) (pagp/lacp/udld)
----------- ---------------- ---------------- ------------ --- --- ----/----/-------/----/---up
pagp lacp udld ----/----/-------/----/------ --- --- ----/----/-------/----/---up
pagp lacp udld 1000/----/-------/----/------ --- --- ----/----/-------/----/---up
pagp lacp udld 1000/ 500/-------/----/---cdp stp vtp ----/----/-------/----/---down
---- ---- ---- ----/----/-------/----/------ --- --- ----/----/-------/----/---down
pagp ---- ---- ----/----/---1000/----/------ --- --- ----/----/-------/----/---down
pagp ---- ---- ----/----/---1000/----/----
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show lacp

関連コマンド

コマンド
clear l2protocol-tunnel counters

説明

l2protocol-tunnel

インターフェイスで、Cisco Discovery Protocol（CDP; シスコ検
出プロトコル）、Spanning Tree Protocol（STP; スパニングツリー
プロトコル）
、または VLAN Trunking Protocol（VTP; VLAN ト
ランキング プロトコル）パケットのレイヤ 2 プロトコル トン
ネリングをイネーブルにします。

l2protocol-tunnel cos

トンネリングされたレイヤ 2 プロトコル パケットに対して
Class of Service（CoS; サービス クラス）値を設定します。

プロトコル トンネリング ポートのカウンタをクリアします。

show lacp
Link Aggregation Control Protocol（LACP）チャネル グループ情報を表示するには、show lacp ユーザ
EXEC コマンドを使用します。
show lacp [channel-group-number] {counters | internal | neighbor | sys-id} [ | {begin | exclude |
include} expression]

シンタックスの説明

channel-group-number
counters

トラフィック情報を表示します。

internal

内部情報を表示します。

neighbor

ネイバー情報を表示します。

sys-id

LACP で使用されるシステム ID を表示します。システム ID は、LACP
システム プライオリティおよびスイッチ MAC（メディア アクセス制
御）アドレスで構成されています。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

ユーザ EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

（任意）チャネル グループの番号です。指定できる範囲は 1 ～ 12 です。

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

show lacp コマンドを入力すると、アクティブなチャネル グループの情報が表示されます。指定の
チャネル情報を表示するには、チャネル グループ番号を指定して show lacp コマンドを入力します。
チャネル グループを指定しない場合は、すべてのチャネル グループが表示されます。
channel-group-number オプションを入力することで、sys-id 以外のすべてのキーワードでチャネル グ
ループを指定できます。
文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。
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show lacp

例

次の例では、show lacp counters コマンドの出力を示します。表 2-23 に、表示されるフィールドの
説明を示します。
Switch> show lacp counters
LACPDUs
Marker
Marker Response
LACPDUs
Port
Sent
Recv
Sent
Recv
Sent
Recv
Pkts Err
--------------------------------------------------------------------Channel group:1
Fa1/0/5
19
10
0
0
0
0
0
Fa1/0/6
14
6
0
0
0
0
0
Fa1/0/7
8
7
0
0
0
0
0

表 2-23

show lacp counters のフィールドの説明

フィールド

説明

LACPDUs Sent および Recv

インターフェイスで送受信された LACP パケットの数

Marker Sent および Recv

インターフェイスで送受信された LACP マーカ パケットの数

Marker Response Sent および Recv インターフェイスで送受信された LACP マーカ応答パケット
の数
LACPDUs Pkts および Err

インターフェイスの LACP で受信した不明および禁止されて
いるパケットの数

次の例では、show lacp internal コマンドの出力を示します。
Switch> show lacp 1 internal
Flags: S - Device is requesting Slow LACPDUs
F - Device is requesting Fast LACPDUs
A - Device is in Active mode
P - Device is in Passive mode
Channel group 1
Port
Fa1/0/5
Fa1/0/6
Fa1/0/7

Flags
SA
SA
SA

State
bndl
bndl
bndl

LACP port
Priority
32768
32768
32768

Admin
Key
0x3
0x3
0x3

Oper
Key
0x3
0x3
0x3

Port
Number
0x4
0x5
0x6

Port
State
0x3D
0x3D
0x3D

表 2-24 に、この出力で表示されるフィールドの説明を示します。
表 2-24

show lacp internal のフィールドの説明

フィールド

説明

State

指定のポートの状態。次に使用可能な値を示します。
•

– ― ポートが不明な状態です。

•

bndl ― ポートがアグリゲータに接続され、他のポートとバンドルさ
れています。

•

susp ― ポートが中断されている状態で、アグリゲータには接続され
ていません。

•

hot-sby ― ポートがホットスタンバイの状態です。

•

indiv ― ポートが他のポートとバンドルできない状態にあります。

•

indep ― ポートが独立した状態にあります（バンドルされていません
が、データ トラフィックをスイッチすることができます。この場合、
パートナー ポート上で LACP は稼働していません）。

•

down ― ポートがダウンしています。
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show lacp

表 2-24

show lacp internal のフィールドの説明（続き）

フィールド

説明

LACP Port Priority

ポートのプライオリティ設定。互換性のあるすべてのポートが集約するこ
とを回避するため、ハードウェアの制限がある場合、LACP はポート プラ
イオリティによりポートをスタンバイ モードにします。

Admin Key

ポートに割り当てられた管理用のキー。LACP は自動的に管理用のキー値
を生成します（16 進数）。管理用のキーは、ポートが他のポートと集約で
きる能力を定義します。ポートが他のポートと集約する機能は、ポートの
物理的な特性（たとえば、データ レート、デュプレックス機能など）およ
び決められた設定制限によって制御されます。

Oper Key

ポートで使用されるランタイムの操作キー。LACP は自動的に値を生成し
ます（16 進数）。

Port Number

ポート番号

Port State

ポートの状態変数。1 つのオクテット内で個々のビットとしてエンコード
され、メッセージは次のようになります。
•

bit0：LACP のアクティビティ

•

bit1：LACP のタイムアウト

•

bit2：集約

•

bit3：同期

•

bit4：収集

•

bit5：配信

•

bit6：デフォルト

•

bit7：期限切れ

（注）

上のリストでは、bit7 が MSB で bit0 は LSB です。

次の例では、show lacp neighbor コマンドの出力を示します。
Switch> show lacp neighbor
Flags: S - Device is sending Slow LACPDUs F - Device is sending Fast LACPDUs
A - Device is in Active mode
P - Device is in Passive mode
Channel group 3 neighbors
Partner’s information:

Port
Fa1/0/3

Partner
System ID
32768,0007.eb49.5e80
LACP Partner
Port Priority
32768

Partner
Port Number
0xC
Partner
Oper Key
0x3

Age
19s

Partner
Flags
SP

Partner
Port State
0x3C

Partner’s information:

Port
Fa1/0/4

Partner
System ID
32768,0007.eb49.5e80
LACP Partner
Port Priority
32768

Partner
Port Number
0xD
Partner
Oper Key
0x3

Age
15s

Partner
Flags
SP

Partner
Port State
0x3C
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show lacp

次の例では、show lacp sys-id コマンドの出力を示します。
Switch> show lacp sys-id
32765,0002.4b29.3a00

システム ID は、システム プライオリティおよびシステム MAC アドレスで構成されています。最
初の 2 バイトはシステム プライオリティ、最後の 6 バイトはグローバルに管理されているシステム
関連の個々の MAC アドレスです。

関連コマンド

コマンド
clear lacp

説明
LACP チャネル グループ情報をクリアします。

lacp port-priority

LACP ポート プライオリティを設定します。

lacp system-priority

LACP システム プライオリティを設定します。
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show link state group

show link state group
リンクステート グループ情報を表示するには、show link state group グローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。
show link state group [number] [detail] [ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

number

（任意）リンクステート グループの番号です。

detail

（任意）詳細情報を表示するよう指定します。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

デフォルト

デフォルトはありません。

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

リリース
12.2(25)SEE

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

リンクステート グループ情報を表示するには、show link state group コマンドを使用します。すべ
てのリンクステート グループの情報を表示するには、キーワードを指定しないでこのコマンドを入
力します。グループに固有の情報を表示するには、グループ番号を入力します。
グループの詳細情報を表示するには、detail キーワードを入力します。show link state group detail
コマンドの出力では、リンクステート トラッキングがイネーブルになっているリンクステート グ
ループ、またはアップストリームまたはダウンストリーム インターフェイス（またはその両方）が
設定されたリンクステート グループのみが表示されます。グループにリンクステート グループ設
定がない場合、イネーブルまたはディセーブルとして表示されることはありません。
文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。

例

次の例では、show link state group 1 コマンドの出力を示します。
Switch> show link state group 1
Link State Group: 1
Status: Enabled, Down

次の例では、show link state group detail コマンドの出力を示します。
Switch> show link state group detail
Link State Group: 1 Status: Enabled, Down
Upstream Interfaces : Fa1/0/15(Dwn) Fa1/0/16(Dwn)
Downstream Interfaces : Fa1/0/11(Dis) Fa1/0/12(Dis) Fa1/0/13(Dis) Fa1/0/14(Dis)
Link State Group: 2 Status: Enabled, Down
Upstream Interfaces : Fa1/0/15(Dwn) Fa1/0/16(Dwn) Fa1/0/17(Dwn)
Downstream Interfaces : Fa1/0/11(Dis) Fa1/0/12(Dis) Fa1/0/13(Dis) Fa1/0/14(Dis)
(Up):Interface up (Dwn):Interface Down (Dis):Interface disabled
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関連コマンド

コマンド
link state group

説明

link state track

リンクステート グループをイネーブルにします。

show running-config

稼働設定を表示します。構文情報については、次の URL の「Cisco IOS
Release 12.2 Command Reference」に表示されるページを参照してくださ
い。
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1835/prod_command_re
ference_list.html

インターフェイスをリンクステート グループのメンバーとして設定し
ます。

「Cisco IOS Commands Master List, Release 12.2」を選択するとコマンド
が表示されます。

show location
エンドポイントのロケーション情報を表示するには、show location ユーザ EXEC コマンドを使用し
ます。
show location admin-tag | [ | {begin | exclude | include} expression]
show location civic-location {identifier id number | interface interface-id | static } | {begin | exclude |
include} expression]
show location elin-location {identifier id number | interface interface-id | static } | {begin | exclude |
include} expression]

シンタックスの説明

admin-tag

管理タグまたはサイト情報を表示します。

civic-location

都市のロケーション情報を表示します。

elin-location

緊急用のロケーション情報（ELIN）を表示します。

identifier id

都市のロケーションまたは ELIN ロケーションの ID を指定します。ID
の範囲は 1 ～ 4095 です。

interface interface-id

static

（任意）指定されたインターフェイスまたはすべてのインターフェイス
のロケーション情報を表示します。指定できるインターフェイスとし
て、物理ポートも含まれます。
統計コンフィギュレーション情報を表示します。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

ユーザ EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(40)SE

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。
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show location

使用上のガイドライン

エンドポイントのロケーション情報を表示するには、show location コマンドを使用します。
文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。

例

次の例では、インターフェイスのロケーション情報を表示するための show location civic-location コ
マンドの出力を示します。
Switch> show location civic interface g2/0/1
Civic location information
-------------------------Identifier
: 1
County
: Santa Clara
Street number
: 3550
Building
: 19
Room
: C6
Primary road name
: Cisco Way
City
: San Jose
State
: CA
Country
: US

次の例では、すべての都市ロケーション情報を表示するための show location civic-location コマンド
の出力を示します。
Switch> show location civic-location static
Civic location information
-------------------------Identifier
: 1
County
: Santa Clara
Street number
: 3550
Building
: 19
Room
: C6
Primary road name
: Cisco Way
City
: San Jose
State
: CA
Country
: US
Ports
: Gi2/0/1
-------------------------Identifier
: 2
Street number
: 24568
Street number suffix
: West
Landmark
: Golden Gate Bridge
Primary road name
: 19th Ave
City
: San Francisco
Country
: US
--------------------------
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次の例では、緊急用のロケーション情報を表示するための show location elin-location コマンドの出
力を示します。
Switch> show location elin-location identifier 1
Elin location information
-------------------------Identifier : 1
Elin
: 14085553881
Ports
: Gi2/0/2

次の例では、すべての緊急用のロケーション情報を表示するための show location elin static コ
マンドの出力を示します。
Switch> show location elin static
Elin location information
-------------------------Identifier : 1
Elin
: 14085553881
Ports
: Gi2/0/2
-------------------------Identifier : 2
Elin
: 18002228999
--------------------------

関連コマンド

コマンド

説明

location（グローバル コンフィギュレー
ション）

エンドポイントのグローバル ロケーション情報を設
定します。

location（インターフェイス コンフィギュ インターフェイスのロケーション情報を設定します。
レーション）
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show mac access-group

show mac access-group
インターフェイスまたはスイッチに設定されている MAC（メディア アクセス制御）Access Control
List（ACL; アクセス コントロール リスト）を表示するには、show mac access-group ユーザ EXEC
コマンドを使用します。
show mac access-group [interface interface-id] [ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

interface interface-id

（任意）特定のインターフェイスで設定された MAC ACL を表示します。
有効なインターフェイスは物理ポートおよびポート チャネルです。ポート
チャネルの使用範囲は 1 ～ 64 です。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

コマンド モード

ユーザ EXEC（interface キーワードは特権 EXEC モードの場合のみ指定可能）

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。

例

次の例では、show mac-access group コマンドの出力を示します。表示では、インターフェイス
FastEthernet 1/0/12 が MAC アクセス リスト macl_e1 を適用し、他のインターフェイスには MAC ACL
を適用していません。
Switch> show mac access-group
Interface FastEthernet1/0/1:
Inbound access-list is not set
Interface FastEthernet1/0/2:
Inbound access-list is macl_e1
Interface FastEthernet1/0/3:
Inbound access-list is not set
Interface FastEthernet1/0/4:
Inbound access-list is not set
（テキスト出力は省略）
Interface FastEthernet1/0/10:
Inbound access-list is not set
Interface FastEthernet1/0/11:
Inbound access-list is not set
Interface FastEthernet1/0/12:
Inbound access-list is macl_e1
（テキスト出力は省略）

次の例では、show mac access-group interface interface-id コマンドの出力を示します。
Switch# show mac access-group interface gigabitethernet1/0/2
Interface GigabitEthernet1/0/2:
Inbound access-list is macl_e1
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show mac address-table

関連コマンド

コマンド
mac access-group

説明
インターフェイスに MAC アクセス グループを適用します。

show mac address-table
指定の MAC（メディア アクセス制御）アドレス テーブルのダイナミック / スタティック エントリ、
または指定のインターフェイスや VLAN（仮想 LAN）上の MAC アドレス テーブルのダイナミック
/ スタティック エントリを表示するには、show mac address-table ユーザ EXEC コマンドを使用しま
す。
show mac address-table [ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

ユーザ EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。

例

次の例では、show mac address-table コマンドの出力を示します。
Switch> show mac address-table
Mac Address Table
-----------------------------------------Vlan
Mac Address
Type
Ports
--------------------All
0000.0000.0001
STATIC
CPU
All
0000.0000.0002
STATIC
CPU
All
0000.0000.0003
STATIC
CPU
All
0000.0000.0009
STATIC
CPU
All
0000.0000.0012
STATIC
CPU
All
0180.c200.000b
STATIC
CPU
All
0180.c200.000c
STATIC
CPU
All
0180.c200.000d
STATIC
CPU
All
0180.c200.000e
STATIC
CPU
All
0180.c200.000f
STATIC
CPU
All
0180.c200.0010
STATIC
CPU
1
0030.9441.6327
DYNAMIC
Fa1/0/23
Total Mac Addresses for this criterion: 12
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show mac address-table

関連コマンド

コマンド
clear mac address-table dynamic

説明

show mac address-table aging-time

すべての VLAN または指定された VLAN のエージング タイ
ムを表示します。

show mac address-table count

すべての VLAN または指定された VLAN で存在しているア
ドレス数を表示します。

show mac address-table dynamic

ダイナミック MAC アドレス テーブル エントリのみを表示
します。

show mac address-table interface

特定のインターフェイスの MAC アドレス テーブル情報を
表示します。

show mac address-table multicast

すべての VLAN または指定された VLAN 上のレイヤ 2 のマ
ルチキャスト エントリを表示します。

show mac address-table notification

すべてのインターフェイスまたは指定されたインターフェ
イスに対する MAC アドレス通知設定を表示します。

show mac address-table static

スタティック MAC アドレス テーブル エントリのみを表示
します。

show mac address-table vlan

特定の VLAN の MAC アドレス テーブル情報を表示します。

MAC アドレス テーブルから、特定のダイナミック アドレ
ス、特定のインターフェイス上のすべてのダイナミック ア
ドレス、または特定の VLAN 上のすべてのダイナミック ア
ドレスを削除します。
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show mac address-table address

show mac address-table address
指定の MAC（メディア アクセス制御）アドレスの MAC アドレス テーブル情報を表示するには、
show mac address-table address ユーザ EXEC コマンドを使用します。
show mac address-table address mac-address [interface interface-id] [vlan vlan-id] [ | {begin | exclude
| include} expression]

シンタックスの説明

mac-address

48 ビットの MAC アドレスを指定します。有効な形式は H.H.H です。

interface interface-id

（任意）特定のインターフェイスの情報を表示します。指定できるインター
フェイスは、物理ポートおよびポート チャネルです。

vlan vlan-id

（任意）特定の VLAN（仮想 LAN）のみ、エントリを表示します。指定で
きる範囲は 1 ～ 4094 です。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

ユーザ EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。

例

次の例では、show mac address-table address コマンドの出力を示します。
Switch# show mac address-table address 0002.4b28.c482
Mac Address Table
-----------------------------------------Vlan
Mac Address
-------------All
0002.4b28.c482
Total Mac Addresses for

Type
Ports
-------STATIC CPU
this criterion: 1
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show mac address-table address

関連コマンド

コマンド
show mac address-table aging-time

説明
すべての VLAN または指定された VLAN のエージング タイ
ムを表示します。

show mac address-table count

すべての VLAN または指定された VLAN で存在しているア
ドレス数を表示します。

show mac address-table dynamic

ダイナミック MAC アドレス テーブル エントリのみを表示
します。

show mac address-table interface

特定のインターフェイスの MAC アドレス テーブル情報を
表示します。

show mac address-table multicast

すべての VLAN または指定された VLAN 上のレイヤ 2 のマ
ルチキャスト エントリを表示します。

show mac address-table notification

すべてのインターフェイスまたは指定されたインターフェ
イスに対する MAC アドレス通知設定を表示します。

show mac address-table static

スタティック MAC アドレス テーブル エントリのみを表示
します。

show mac address-table vlan

特定の VLAN の MAC アドレス テーブル情報を表示します。
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show mac address-table aging-time

show mac address-table aging-time
特定のアドレス テーブル インスタンスのエージング タイム、指定の VLAN（仮想 LAN）上のすべ
てのアドレス テーブル インスタンス、または VLAN が指定されていない場合、すべての VLAN の
アドレス テーブル インスタンスを表示するには、show mac address-table aging-time ユーザ EXEC
コマンドを使用します。
show mac address-table aging-time [vlan vlan-id] [ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

vlan vlan-id

（任意）特定の VLAN のエージング タイム情報を表示します。指定できる範
囲は 1 ～ 4094 です。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

ユーザ EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

VLAN 番号が指定されない場合、すべての VLAN に対するエージング タイムが表示されます。
文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。

例

次の例では、show mac address-table aging-time コマンドの出力を示します。
Switch> show mac address-table aging-time
Vlan
Aging Time
------------1
300

次の例では、show mac address-table aging-time vlan 10 コマンドの出力を示します。
Switch> show mac address-table aging-time vlan 10
Vlan
Aging Time
------------10
300
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show mac address-table aging-time

関連コマンド

コマンド
mac address-table aging-time

説明
ダイナミック エントリが使用または更新された後、MAC
（メディア アクセス制御）アドレス テーブル内に保持される
時間を設定します。

show mac address-table address

指定の MAC アドレスの MAC アドレス テーブル情報を表示
します。

show mac address-table count

すべての VLAN または指定された VLAN で存在しているア
ドレス数を表示します。

show mac address-table dynamic

ダイナミック MAC アドレス テーブル エントリのみを表示
します。

show mac address-table interface

特定のインターフェイスの MAC アドレス テーブル情報を
表示します。

show mac address-table multicast

すべての VLAN または指定された VLAN 上のレイヤ 2 のマ
ルチキャスト エントリを表示します。

show mac address-table notification

すべてのインターフェイスまたは指定されたインターフェ
イスに対する MAC アドレス通知設定を表示します。

show mac address-table static

スタティック MAC アドレス テーブル エントリのみを表示
します。

show mac address-table vlan

特定の VLAN の MAC アドレス テーブル情報を表示します。
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show mac address-table count

show mac address-table count
すべての VLAN（仮想 LAN）または指定の VLAN に存在するアドレス数を表示するには、show mac
address-table count ユーザ EXEC コマンドを使用します。
show mac address-table count [vlan vlan-id] [ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

vlan vlan-id

（任意）特定の VLAN のアドレス数を表示します。指定できる範囲は 1 ～ 4094
です。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

ユーザ EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

VLAN 番号が指定されない場合、すべての VLAN に対するアドレス カウントが表示されます。
文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。

例

次の例では、show mac address-table count コマンドの出力を示します。
Switch# show mac address-table count
Mac Entries for Vlan 10:
--------------------------Dynamic Address Count : 0
Static Address Count : 0
Total Mac Addresses
: 0
Mac Entries for Vlan 1:
--------------------------Dynamic Address Count : 10
Static Address Count : 0
Total Mac Addresses
: 10
Total Mac Address Space Available: 6120
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show mac address-table count

関連コマンド

コマンド
show mac address-table address

説明

show mac address-table aging-time

すべての VLAN または指定された VLAN のエージング タイ
ムを表示します。

show mac address-table dynamic

ダイナミック MAC アドレス テーブル エントリのみを表示
します。

show mac address-table interface

特定のインターフェイスの MAC アドレス テーブル情報を
表示します。

show mac address-table multicast

すべての VLAN または指定された VLAN 上のレイヤ 2 のマ
ルチキャスト エントリを表示します。

show mac address-table notification

すべてのインターフェイスまたは指定されたインターフェ
イスに対する MAC アドレス通知設定を表示します。

show mac address-table static

スタティック MAC アドレス テーブル エントリのみを表示
します。

show mac address-table vlan

特定の VLAN の MAC アドレス テーブル情報を表示します。

指定の MAC アドレスの MAC アドレス テーブル情報を表示
します。
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show mac address-table dynamic

show mac address-table dynamic
ダイナミックな MAC（メディア アクセス制御）アドレス テーブル エントリのみを表示するには、
show mac address-table dynamic ユーザ EXEC コマンドを使用します。
show mac address-table dynamic [address mac-address] [interface interface-id] [vlan vlan-id]
[ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

address mac-address

（任意）48 ビットの MAC アドレスを指定します。有効な形式は H.H.H で
す（特権 EXEC モードでのみ使用可能）。

interface interface-id

（任意）一致させるインターフェイスを指定します。有効なインターフェ
イスは、物理ポートおよびポート チャネルです。

vlan vlan-id

（任意）特定の VLAN のエントリを表示します。指定できる範囲は 1 ～
4094 です。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

コマンド モード

ユーザ EXEC（address キーワードは特権 EXEC モードの場合のみ指定可能）

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。

例

次の例では、show mac address-table dynamic コマンドの出力を示します。
Switch> show mac address-table dynamic
Mac Address Table
-----------------------------------------Vlan
Mac Address
Type
Ports
------------------------1
0000.0c07.ac00
DYNAMIC
Fa1/0/1
1
0000.0c07.ac81
DYNAMIC
Fa1/0/1
1
0004.5a5e.f635
DYNAMIC
Fa1/0/1
1
0006.d713.8dd0
DYNAMIC
Fa1/0/1
1
0006.d78b.5d80
DYNAMIC
Fa1/0/1
1
0008.217a.ea00
DYNAMIC
Fa1/0/1
1
000a.b7d1.6f5b
DYNAMIC
Fa1/0/1
1
0010.7b3a.e967
DYNAMIC
Fa1/0/1
1
0010.a4e6.6e58
DYNAMIC
Fa1/0/1
1
0090.92cf.1400
DYNAMIC
Fa1/0/1
Total Mac Addresses for this criterion: 10
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show mac address-table dynamic

関連コマンド

コマンド
clear mac address-table dynamic

説明

show mac address-table address

指定の MAC アドレスの MAC アドレス テーブル情報を表示
します。

show mac address-table aging-time

すべての VLAN または指定された VLAN のエージング タイ
ムを表示します。

show mac address-table count

すべての VLAN または指定された VLAN で存在しているア
ドレス数を表示します。

show mac address-table interface

特定のインターフェイスの MAC アドレス テーブル情報を
表示します。

show mac address-table multicast

すべての VLAN または指定された VLAN 上のレイヤ 2 のマ
ルチキャスト エントリを表示します。

show mac address-table static

スタティック MAC アドレス テーブル エントリのみを表示
します。

show mac address-table vlan

特定の VLAN の MAC アドレス テーブル情報を表示します。

MAC アドレス テーブルから、特定のダイナミック アドレ
ス、特定のインターフェイス上のすべてのダイナミック ア
ドレス、または特定の VLAN 上のすべてのダイナミック ア
ドレスを削除します。
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show mac address-table interface

show mac address-table interface
指定の VLAN（仮想 LAN）の指定のインターフェイスの MAC（メディア アクセス制御）アドレス
テーブル情報を表示するには、show mac address-table interface ユーザ EXEC コマンドを使用しま
す。
show mac address-table interface interface-id [vlan vlan-id] [ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

interface-id

インターフェイス タイプを指定します。有効なインターフェイスは、物理ポー
トおよびポート チャネルです。

vlan vlan-id

（任意）特定の VLAN のエントリを表示します。指定できる範囲は 1 ～ 4094
です。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

ユーザ EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。

例

次の例では、show mac address-table interface interface-id コマンドの出力を示します。
Switch> show mac address-table interface fastethernet1/0/2
Mac Address Table
-----------------------------------------Vlan
Mac Address
-------------1
0030.b635.7862
1
00b0.6496.2741
Total Mac Addresses for

Type
Ports
-------DYNAMIC Fa1/0/2
DYNAMIC Fa1/0/2
this criterion: 2
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show mac address-table interface

関連コマンド

コマンド
show mac address-table address

説明

show mac address-table aging-time

すべての VLAN または指定された VLAN のエージング タイ
ムを表示します。

show mac address-table count

すべての VLAN または指定された VLAN で存在しているア
ドレス数を表示します。

show mac address-table dynamic

ダイナミック MAC アドレス テーブル エントリのみを表示
します。

show mac address-table multicast

すべての VLAN または指定された VLAN 上のレイヤ 2 のマ
ルチキャスト エントリを表示します。

show mac address-table notification

すべてのインターフェイスまたは指定されたインターフェ
イスに対する MAC アドレス通知設定を表示します。

show mac address-table static

スタティック MAC アドレス テーブル エントリのみを表示
します。

show mac address-table vlan

特定の VLAN の MAC アドレス テーブル情報を表示します。

指定の MAC アドレスの MAC アドレス テーブル情報を表示
します。
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show mac address-table learning
すべての VLAN（仮想 LAN）または指定した VLAN の MAC（メディア アクセス制御）アドレス
学習のステータスを表示するには、show mac address-table learning ユーザ EXEC コマンドを使用し
ます。
show mac address-table learning [vlan vlan-id] [ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

vlan vlan-id

（任意）特定の VLAN の情報を表示します。指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

ユーザ EXEC

コマンド履歴

リリース
12.2(25)SEG

使用上のガイドライン

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

設定された VLAN と、その VLAN で MAC アドレス学習がイネーブルかディセーブルかを表示する
には、キーワードを指定しないで show mac address-table learning コマンドを使用します。デフォ
ルトは、すべての VLAN で MAC アドレス学習がイネーブルです。個々の VLAN の学習ステータス
を表示するには、特定の VLAN ID を指定してこのコマンドを使用します。
文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。

例

次の例では、MAC アドレス学習が VLAN 200 でディセーブルになっていることを示す show mac
address-table learning ユーザ EXEC コマンドの出力を示します。
Switch> show mac address-table learning
VLAN
Learning Status
-----------------1
yes
100
yes
200
no

関連コマンド

コマンド
mac address-table learning vlan

説明
VLAN の MAC アドレス学習をイネーブルまたはディセー
ブルにします。
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show mac address-table move update

show mac address-table move update
スイッチの MAC（メディア アクセス制御）アドレス テーブル移行更新情報を表示するには、show
mac address-table move update ユーザ EXEC コマンドを使用します。
show mac address-table move update [ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

ユーザ EXEC

コマンド履歴

リリース
12.2(25)SED

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。

例

次の例では、show mac address-table move update コマンドの出力を示します。
Switch> show mac address-table move update
Switch-ID : 010b.4630.1780
Dst mac-address : 0180.c200.0010
Vlans/Macs supported : 1023/8320
Default/Current settings: Rcv Off/On, Xmt Off/On
Max packets per min : Rcv 40, Xmt 60
Rcv packet count : 10
Rcv conforming packet count : 5
Rcv invalid packet count : 0
Rcv packet count this min : 0
Rcv threshold exceed count : 0
Rcv last sequence# this min : 0
Rcv last interface : Po2
Rcv last src-mac-address : 0003.fd6a.8701
Rcv last switch-ID : 0303.fd63.7600
Xmt packet count : 0
Xmt packet count this min : 0
Xmt threshold exceed count : 0
Xmt pak buf unavail cnt : 0
Xmt last interface : None
switch#

関連コマンド

コマンド
clear mac address-table move update
mac address-table move update

説明
MAC アドレス テーブル移行更新カウンタをクリアしま
す。
スイッチの MAC アドレス テーブル移行更新を設定しま
す。
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show mac address-table multicast

show mac address-table multicast
すべての VLAN（仮想 LAN）のレイヤ 2 マルチキャスト エントリを表示するには、show mac
address-table multicast ユーザ EXEC コマンドを使用します。特定のマルチキャスト エントリを表
示するには、このコマンドを特権 EXEC モードで使用します。
show mac address-table multicast [vlan-id] [count | user [count]] [ | {begin | exclude | include}
expression]

シンタックスの説明

vlan vlan-id

（任意）特定の VLAN のアドレスを表示します。指定できる範囲は 1 ～ 4094
です。

count

（任意）実エントリの代わりに、指定のコマンド オプションのエントリ総数を
表示します。

user

（任意）ユーザ設定のマルチキャスト エントリのみ表示します。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

（注）

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

igmp-snooping キーワードは、コマンドラインのヘルプ ストリングには表示されていますが、サ
ポートされていません。Internet Group Management Protocol（IGMP; インターネット グループ管理
プロトコル）スヌーピングのマルチキャスト テーブルを表示するには、show ip source binding 特
権 EXEC コマンドを使用します。

コマンド モード

ユーザ EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。

例

次の例では、show mac address-table multicast コマンドの出力を示します。スイッチのすべてのマ
ルチキャスト エントリを表示する方法です。
Switch>
Vlan
---1

show mac address-table multicast
Mac Address
Type
Ports
-----------------0100.5e00.0128 IGMP
Gi1/0/1

次の例では、show mac address-table multicast count コマンドの出力を示します。スイッチの MAC
（メディア アクセス制御）アドレス エントリの総数を表示する方法です。
Switch> show mac address-table multicast count
Multicast MAC Entries for all vlans:
10

Catalyst 3750 Metro スイッチ コマンド リファレンス
OL-9645-04-J

2-445

第2章

Catalyst 3750 Metro スイッチ Cisco IOS コマンド

show mac address-table multicast

次の例では、show mac address-table multicast vlan 1 count コマンドの出力を示します。VLAN の
MAC アドレス エントリの総数を表示する方法です。
Switch> show mac address-table multicast vlan 1 count
Multicast MAC Entries for vlan 1:
4

関連コマンド

コマンド
show mac address-table address

説明

show mac address-table aging-time

すべての VLAN または指定された VLAN のエージング タイ
ムを表示します。

show mac address-table count

すべての VLAN または指定された VLAN で存在しているア
ドレス数を表示します。

show mac address-table dynamic

ダイナミック MAC アドレス テーブル エントリのみを表示
します。

show mac address-table interface

特定のインターフェイスの MAC アドレス テーブル情報を
表示します。

show mac address-table notification

すべてのインターフェイスまたは指定されたインターフェ
イスに対する MAC アドレス通知設定を表示します。

show mac address-table static

スタティック MAC アドレス テーブル エントリのみを表示
します。

show mac address-table vlan

特定の VLAN の MAC アドレス テーブル情報を表示します。

指定の MAC アドレスの MAC アドレス テーブル情報を表示
します。
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show mac address-table notification

show mac address-table notification
すべてのインターフェイスまたは指定のインターフェイスの MAC（メディア アクセス制御）アド
レス通知設定を表示するには、show mac address-table notification ユーザ EXEC コマンドを使用し
ます。
show mac address-table notification [interface [interface-id] [ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

interface

（任意）すべてのインターフェイスの情報を表示します。有効なインターフェ
イスは、物理ポートおよびポート チャネルです。

interface-id

（任意）指定されたインターフェイスの情報を表示します。指定できるイン
ターフェイスは、物理ポートおよびポート チャネルです。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

ユーザ EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

機能がイネーブルかディセーブルか、MAC 通知間隔、履歴テーブルに許可されたエントリの最大
数、および履歴テーブルの内容を表示するには、キーワードを指定しないで show mac address-table
notification コマンドを使用します。
すべてのインターフェイスのフラグを表示するには、interface キーワードを使用します。interface-id
が含まれている場合、そのインターフェイスのフラグのみ表示されます。
文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。
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show mac address-table notification

次の例では、show mac address-table notification コマンドの出力を示します。

例

Switch> show mac address-table notification
MAC Notification Feature is Enabled on the switch
Interval between Notification Traps : 60 secs
Number of MAC Addresses Added : 4
Number of MAC Addresses Removed : 4
Number of Notifications sent to NMS : 3
Maximum Number of entries configured in History Table : 100
Current History Table Length : 3
MAC Notification Traps are Enabled
History Table contents
---------------------History Index 0, Entry Timestamp 1032254, Despatch Timestamp 1032254
MAC Changed Message :
Operation: Added
Vlan: 2
MAC Addr: 0000.0000.0001 Module: 0
Port: 1
History Index 1, Entry Timestamp 1038254, Despatch Timestamp 1038254
MAC Changed Message :
Operation: Added
Vlan: 2
MAC Addr: 0000.0000.0000 Module: 0
Port: 1
Operation: Added
Vlan: 2
MAC Addr: 0000.0000.0002 Module: 0
Port: 1
Operation: Added
Vlan: 2
MAC Addr: 0000.0000.0003 Module: 0
Port: 1
History Index 2, Entry Timestamp 1074254, Despatch Timestamp 1074254
MAC Changed Message :
Operation: Deleted Vlan: 2
MAC Addr: 0000.0000.0000 Module: 0
Port:
Operation: Deleted Vlan: 2
MAC Addr: 0000.0000.0001 Module: 0
Port:
Operation: Deleted Vlan: 2
MAC Addr: 0000.0000.0002 Module: 0
Port:
Operation: Deleted Vlan: 2
MAC Addr: 0000.0000.0003 Module: 0
Port:

関連コマンド

1
1
1
1

コマンド
clear mac address-table notification

説明

show mac address-table address

指定の MAC アドレスの MAC アドレス テーブル情報を表示
します。

show mac address-table aging-time

すべての VLAN または指定された VLAN のエージング タイ
ムを表示します。

show mac address-table count

すべての VLAN または指定された VLAN で存在しているア
ドレス数を表示します。

show mac address-table dynamic

ダイナミック MAC アドレス テーブル エントリのみを表示
します。

show mac address-table interface

特定のインターフェイスの MAC アドレス テーブル情報を
表示します。

show mac address-table multicast

すべての VLAN または指定された VLAN 上のレイヤ 2 のマ
ルチキャスト エントリを表示します。

show mac address-table static

スタティック MAC アドレス テーブル エントリのみを表示
します。

show mac address-table vlan

特定の VLAN の MAC アドレス テーブル情報を表示します。

MAC アドレス通知グローバル カウンタをクリアします。
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show mac address-table static

show mac address-table static
スタティック MAC（メディア アクセス制御）アドレス テーブル エントリのみを表示するには、
show mac address-table static ユーザ EXEC コマンドを使用します。
show mac address-table static [address mac-address] [interface interface-id] [vlan vlan-id] [ | {begin
| exclude | include} expression]

シンタックスの説明

address mac-address

（任意）48 ビットの MAC アドレスを指定します。有効な形式は H.H.H で
す（特権 EXEC モードでのみ使用可能）。

interface interface-id

（任意）一致させるインターフェイスを指定します。有効なインターフェ
イスは、物理ポートおよびポート チャネルです。

vlan vlan-id

（任意）特定の VLAN のアドレスを表示します。指定できる範囲は 1 ～
4094 です。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

コマンド モード

ユーザ EXEC（address キーワードは特権 EXEC モードの場合のみ指定可能）

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。

例

次の例では、show mac address-table static コマンドの出力を示します。
Switch> show mac address-table static
Mac Address Table
-----------------------------------------Vlan
Mac Address
-------------All
0100.0ccc.cccc
All
0180.c200.0000
All
0100.0ccc.cccd
All
0180.c200.0001
All
0180.c200.0004
All
0180.c200.0005
4
0001.0002.0004
6
0001.0002.0007
Total Mac Addresses for

Type
Ports
-------STATIC CPU
STATIC CPU
STATIC CPU
STATIC CPU
STATIC CPU
STATIC CPU
STATIC Drop
STATIC Drop
this criterion: 8
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show mac address-table static

関連コマンド

コマンド
mac address-table static

説明

show mac address-table address

指定の MAC アドレスの MAC アドレス テーブル情報を表示
します。

show mac address-table aging-time

すべての VLAN または指定された VLAN のエージング タイ
ムを表示します。

show mac address-table count

すべての VLAN または指定された VLAN で存在しているア
ドレス数を表示します。

show mac address-table dynamic

ダイナミック MAC アドレス テーブル エントリのみを表示
します。

show mac address-table interface

特定のインターフェイスの MAC アドレス テーブル情報を
表示します。

show mac address-table multicast

すべての VLAN または指定された VLAN 上のレイヤ 2 のマ
ルチキャスト エントリを表示します。

show mac address-table notification

すべてのインターフェイスまたは指定されたインターフェ
イスに対する MAC アドレス通知設定を表示します。

show mac address-table vlan

特定の VLAN の MAC アドレス テーブル情報を表示します。

MAC アドレス テーブルにスタティック アドレスを追加し
ます。
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show mac address-table vlan

show mac address-table vlan
指定の VLAN（仮想 LAN）の MAC（メディア アクセス制御）アドレス テーブル情報を表示するに
は、show mac address-table vlan ユーザ EXEC コマンドを使用します。
show mac address-table vlan vlan-id [ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

vlan-id

（任意）特定の VLAN のアドレスを表示します。指定できる範囲は 1 ～ 4094
です。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

ユーザ EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。

例

次の例では、show mac address-table vlan 1 コマンドの出力を示します。
Switch> show mac address-table vlan 1
Mac Address Table
-----------------------------------------Vlan
Mac Address
-------------1
0100.0ccc.cccc
1
0180.c200.0000
1
0100.0ccc.cccd
1
0180.c200.0001
1
0180.c200.0002
1
0180.c200.0003
1
0180.c200.0004
1
0180.c200.0005
1
0180.c200.0006
1
0180.c200.0007
Total Mac Addresses for

Type
Ports
-------STATIC CPU
STATIC CPU
STATIC CPU
STATIC CPU
STATIC CPU
STATIC CPU
STATIC CPU
STATIC CPU
STATIC CPU
STATIC CPU
this criterion: 10
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show mac address-table vlan

関連コマンド

コマンド
show mac address-table address

説明

show mac address-table aging-time

すべての VLAN または指定された VLAN のエージング タイ
ムを表示します。

show mac address-table count

すべての VLAN または指定された VLAN で存在しているア
ドレス数を表示します。

show mac address-table dynamic

ダイナミック MAC アドレス テーブル エントリのみを表示
します。

show mac address-table interface

特定のインターフェイスの MAC アドレス テーブル情報を
表示します。

show mac address-table multicast

すべての VLAN または指定された VLAN 上のレイヤ 2 のマ
ルチキャスト エントリを表示します。

show mac address-table notification

すべてのインターフェイスまたは指定されたインターフェ
イスに対する MAC アドレス通知設定を表示します。

show mac address-table static

スタティック MAC アドレス テーブル エントリのみを表示
します。

指定の MAC アドレスの MAC アドレス テーブル情報を表示
します。
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show mls qos

show mls qos
グローバルな QoS（Quality Of Service）設定情報を表示するには、show mls qos ユーザ EXEC コマ
ンドを使用します。
show mls qos [ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

ユーザ EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。

例

次の例では、QoS がイネーブルで Differentiated Services Code Point（DSCP; DiffServ コード ポイン
ト）透過がディセーブルの場合の show mls qos コマンドの出力を示します。
Switch> show mls qos
QoS is enabled
QoS ip packet dscp rewrite disabled

次の例では、QoS がイネーブルで DSCP 透過もイネーブルの場合の show mls qos コマンドの出力を
示します。
Switch> show mls qos
QoS is enabled
QoS ip packet dscp rewrite enabled

関連コマンド

コマンド
mls qos

説明
スイッチ全体に対して QoS をイネーブルにします。
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show mls qos aggregate-policer

show mls qos aggregate-policer
QoS（Quality Of Service）集約ポリサーの設定を表示するには、show mls qos aggregate-policer ユー
ザ EXEC コマンドを使用します。ポリサーには最大許容送信レート、送信の最大バースト サイズ、
および最大値を超えた場合に実行するアクションを定義します。
show mls qos aggregate-policer [aggregate-policer-name] [ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

aggregate-policer-name

（任意）指定された名前のポリサー設定を表示します。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

ユーザ EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。

例

次の例では、show mls qos aggregate-policer コマンドの出力を示します。
Switch> show mls qos aggregate-policer policer1
aggregate-policer policer1 88000 2000000 exceed-action drop
Not used by any policy map

関連コマンド

コマンド
mls qos aggregate-policer

説明
ポリサーのパラメータを定義します（同一ポリシーマップ内で
複数のクラスによって共有が可能です）。
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show mls qos input-queue

show mls qos input-queue
入力キューの QoS（Quality Of Service）設定を表示するには、show mls qos input-queue ユーザ EXEC
コマンドを使用します。
show mls qos input-queue [ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

ユーザ EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。

例

次の例では、show mls qos input-queue コマンドの出力を示します。
Switch> show mls qos input-queue
Queue
:
1
2
---------------------------------------------buffers
:
90
10
bandwidth :
4
4
priority :
0
10
threshold1:
100
100
threshold2:
100
100

関連コマンド

コマンド
mls qos srr-queue input bandwidth

説明

mls qos srr-queue input buffers

入力キュー間にバッファを割り当てます。

mls qos srr-queue input cos-map

Class of Service（CoS; サービス クラス）値を入力キュー
にマッピング、または CoS 値をキューおよびしきい値 ID
に割り当てます。

mls qos srr-queue input dscp-map

Differentiated Services Code Point（DSCP; DiffServ コー ド
ポイント）値を入力キューにマッピング、または DSCP
値をキューおよびしきい値 ID に割り当てます。

mls qos srr-queue input priority-queue

入力プライオリティ キューを設定し、帯域幅を保証しま
す。

mls qos srr-queue input threshold

入力キューに対し Weighted Tail-Drop（WTD）しきい値の
パーセンテージを割り当てます。

入力キューに対し Shaped Round Robin（SRR）ウェイトを
割り当てます。
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show mls qos interface
QoS（Quality Of Service）情報をポート レベルで表示するには、show mls qos interface ユーザ EXEC
コマンドを使用します。
show mls qos interface [interface-id] [buffers | queueing | statistics] [ | {begin | exclude | include}
expression]

シンタックスの説明

interface-id

（任意）指定されたポートの QoS 情報を表示します。指定できるインターフェ
イスとして、物理ポートも含まれます。

buffers

（任意）キュー間のバッファ割り当てを表示します。

queueing

（任意）キューイングの指針（共有またはシェーピング）およびキューに対応
したウェイトを表示します。

statistics

（任意）送受信した Differentiated Services Code Point（DSCP; DiffServ コード ポ
イント）の統計、送受信した Class of Service（CoS; サービス クラス）値の統
計、キューイングまたはドロップされたパケット数、各ポリサーの適合パケッ
ト数および不適合パケット数を表示します。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

（注）

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

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

コマンド モード

ユーザ EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。

例

次の例では、show mls qos interface interface-id コマンドの出力を示します。
Switch# show mls qos interface fastethernet1/0/7
FastEthernet1/0/7
Attached policy-map for Ingress: videowizard_policy
trust state: not trusted
COS override: dis
default COS: 0
DSCP Mutation Map: Default DSCP Mutation Map

次の例では、show mls qos interface interface-id buffers コマンドの出力を示します。
Switch> show mls qos interface fastethernet1/0/7 buffers
FastEthernet1/0/7
The port is mapped to qset : 1
The allocations between the queues are : 25 25 25 25
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次の例では、show mls qos interface interface-id queueing コマンドの出力を示します。
Switch> show mls qos interface fastethernet1/0/7 queueing
GigabitEthernet1/0/7
Egress Priority Queue :enabled
Shaped queue weights (absolute) : 25 0 0 0
Shared queue weights : 25 25 25 25
The port bandwidth limit : 100 (Operational Bandwidth:100.0)
The port is mapped to qset : 1

次の例では、show mls qos interface interface-id statistics コマンドの出力を示します。表 2-25 に、こ
の例で表示されるフィールドの説明を示します。
Switch> show mls qos interface fastethernet1/0/7 statistics
FastEthernet1/0/7
dscp: incoming
------------------------------0 - 4 :
4213
0
5 - 9 :
0
0
10 - 14 :
0
0
15 - 19 :
0
0
20 - 24 :
0
0
25 - 29 :
0
0
30 - 34 :
0
0
35 - 39 :
0
0
40 - 44 :
0
0
45 - 49 :
0
0
50 - 54 :
0
0
55 - 59 :
0
0
60 - 64 :
0
0
dscp: outgoing
-------------------------------

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 - 4 :
363949
0
5 - 9 :
0
0
10 - 14 :
0
0
15 - 19 :
0
0
20 - 24 :
0
0
25 - 29 :
0
0
30 - 34 :
0
0
35 - 39 :
0
0
40 - 44 :
0
0
45 - 49 :
0
0
50 - 54 :
0
0
55 - 59 :
0
0
60 - 64 :
0
0
cos: incoming
-------------------------------

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 - 4 :
132067
0
5 - 9 :
0
0
cos: outgoing
-------------------------------

0
0

0

0

0
0

0

0

0 5 -

4 :
9 :

739155
90

Policer: Inprofile:

（注）

0
0

0 OutofProfile:

0

show mls qos interface interface-id statistics コマンド出力には、インターフェイス上での実際の量よ
り多くのスループットが表示されることがあります。

Catalyst 3750 Metro スイッチ コマンド リファレンス
OL-9645-04-J

2-457

第2章

Catalyst 3750 Metro スイッチ Cisco IOS コマンド

show mls qos interface

表 2-25

show mls qos interface statistics のフィールドの説明

フィールド
DSCP
CoS
Policer

関連コマンド

説明
incoming

各 DSCP 値の受信したパケット数

outgoing

各 DSCP 値の送信したパケット数

incoming

各 CoS 値の受信したパケット数

outgoing

各 CoS 値の送信したパケット数

Inprofile

各ポリサーの適合パケット数

Outofprofile

各ポリサーの不適合パケット数

コマンド
mls qos queue-set output buffers

説明

mls qos queue-set output threshold

Weighted Tail-Drop（WTD）しきい値を設定し、バッファ
の可用性を保証し、キューセットに最大のメモリ割り当
てを設定します。

mls qos srr-queue input bandwidth

入力キューに対し Shaped Round Robin（SRR）ウェイトを
割り当てます。

mls qos srr-queue input buffers

入力キュー間にバッファを割り当てます。

mls qos srr-queue input cos-map

CoS 値 を 入 力 キ ュ ー に マ ッ ピ ン グ、ま た は CoS 値 を
キューおよびしきい値 ID にマッピングします。

mls qos srr-queue input dscp-map

DSCP 値を入力キューにマッピング、または DSCP 値を
キューおよびしきい値 ID にマッピングします。

mls qos srr-queue input priority-queue

入力プライオリティ キューを設定し、帯域幅を保証しま
す。

mls qos srr-queue input threshold

入力キューに対し WTD しきい値のパーセンテージを割
り当てます。

mls qos srr-queue output cos-map

CoS 値 を 出 力 キ ュ ー に マ ッ ピ ン グ、ま た は CoS 値 を
キューおよびしきい値 ID にマッピングします。

mls qos srr-queue output dscp-map

DSCP 値を出力キューにマッピング、または DSCP 値を
キューおよびしきい値 ID にマッピングします。

policy-map

複数のポートに適用することによってサービス ポリシー
を指定することができるポリシーマップを作成、または
変更します。

priority-queue

ポート上の出力プライオリティ キューをイネーブルにし
ます。

queue-set

キューセットに対しポートをマッピングします。

srr-queue bandwidth limit

標準ポート上の最大出力を制限します。

srr-queue bandwidth shape

シェーピング ウェイトを割り当て、標準ポートにマッピ
ングされた 4 つの出力キュー上の帯域幅シェーピングを
イネーブルにします。

srr-queue bandwidth share

共有ウェイトを割り当て、ポートにマッピングされた 4 つ
の出力キュー上の帯域幅の共有をイネーブルにします。

キューセットに対しバッファを割り当てます。
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show mls qos maps
QoS（Quality Of Service）マッピング情報を表示するには、show mls qos maps ユーザ EXEC コマン
ドを使用します。分類中、QoS はマッピング テーブルを使用し、トラフィックのプライオリティを
表示します。また、このテーブルで、受信した Class of Service（CoS; サービス クラス）、Differentiated
Services Code Point（DSCP; DiffServ コード ポイント）、IP precedence 値から対応する CoS、または
DSCP 値を抽出します。
show mls qos maps [cos-dscp | cos-input-q | cos-output-q | dscp-cos | dscp-input-q | dscp-mutation
dscp-mutation-name | dscp-output-q | ip-prec-dscp | policed-dscp] [ | {begin | exclude | include}
expression]

シンタックスの説明

cos-dscp

（任意）CoS/DSCP マップを表示します。

cos-input-q

（任意）CoS 入力キューのしきい値マップを表示します。

cos-output-q

（任意）CoS 出力キューのしきい値マップを表示します。

dscp-cos

（任意）DSCP/CoS マップを表示します。

dscp-input-q

（任意）DSCP 入力キューのしきい値マップを表示します。

dscp-mutation dscp-mutation-name （任意）指定の DSCP/DSCP 合成マップを表示します。
dscp-output-q
（任意）DSCP 出力キューのしきい値マップを表示します。
ip-prec-dscp

（任意）IP precedence/DSCP マップを表示します。

policed-dscp

（任意）ポリシングされた DSCP マップを表示します。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）
指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

ユーザ EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。
ポリシングされた DSCP、DSCP/CoS、および DSCP/DSCP 合成マップが行列で表示されます。d1 の
カラムは DSCP の最上位のビットを示しています。d2 の行は DSCP の最下位のビットを示していま
す。d1 および d2 の値の交点がポリシングされた DSCP、CoS、または合成 DSCP の値になります。
たとえば、DSCP/CoS マップでは、DSCP 値 43 は CoS 値の 5 に対応することになります。
DSCP 入力キューしきい値および DSCP 出力キューしきい値マップは行列で表示されます。d1 のカ
ラムは DSCP 番号の最上位のビットを示しています。d2 の行は DSCP 番号の最下位のビットを示し
ています。d1 および d2 の値の交点がキュー ID およびしきい値 ID になります。たとえば、DSCP
入力キューしきい値マップでは、DSCP 値 43 はキュー 2 およびしきい値 1（02-01）に対応すること
になります。
CoS 入力キューしきい値および CoS 出力キューしきい値マップは、CoS 値を一番上の行、対応する
キュー ID およびしきい値 ID は 2 番めの行に表示しています。たとえば、CoS 入力キューしきい値
マップでは、CoS 値 5 はキュー 2 およびしきい値 1（2-1）に対応することになります。
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例

次の例では、show mls qos maps コマンドの出力を示します。
Switch> show mls qos maps
Policed-dscp map:
d1 : d2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
--------------------------------------0 :
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
1 :
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2 :
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
3 :
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
4 :
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
5 :
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
6 :
60 61 62 63
Dscp-cos map:
d1 : d2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
--------------------------------------0 :
00 00 00 00 00 00 00 00 01 01
1 :
01 01 01 01 01 01 02 02 02 02
2 :
02 02 02 02 03 03 03 03 03 03
3 :
03 03 04 04 04 04 04 04 04 04
4 :
05 05 05 05 05 05 05 05 06 06
5 :
06 06 06 06 06 06 07 07 07 07
6 :
07 07 07 07
Cos-dscp map:
cos:
0 1 2 3 4 5 6 7
-------------------------------dscp:
0 8 16 24 32 40 48 56
IpPrecedence-dscp map:
ipprec:
0 1 2 3 4 5 6 7
-------------------------------dscp:
0 8 16 24 32 40 48 56
Dscp-outputq-threshold map:
d1 :d2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-------------------------------------------------------------------0 :
02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01
1 :
02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 03-01 03-01 03-01 03-01
2 :
03-01 03-01 03-01 03-01 03-01 03-01 03-01 03-01 03-01 03-01
3 :
03-01 03-01 04-01 04-01 04-01 04-01 04-01 04-01 04-01 04-01
4 :
01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 04-01 04-01
5 :
04-01 04-01 04-01 04-01 04-01 04-01 04-01 04-01 04-01 04-01
6 :
04-01 04-01 04-01 04-01
Dscp-inputq-threshold map:
d1 :d2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-------------------------------------------------------------------0 :
01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01
1 :
01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01
2 :
01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01
3 :
01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01
4 :
02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 01-01 01-01
5 :
01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01
6 :
01-01 01-01 01-01 01-01
Cos-outputq-threshold map:
cos: 0
1
2
3
4
5
6
7
-----------------------------------queue-threshold: 2-1 2-1 3-1 3-1 4-1 1-1 4-1 4-1
Cos-inputq-threshold map:
cos: 0
1
2
3
4
5
6
7
-----------------------------------queue-threshold: 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 2-1 1-1 1-1
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Dscp-dscp mutation map:
Default DSCP Mutation Map:
d1 : d2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
--------------------------------------0 :
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
1 :
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2 :
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
3 :
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
4 :
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
5 :
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
6 :
60 61 62 63

関連コマンド

コマンド
mls qos map

説明
CoS/DSCP マップ、DSCP/CoS マップ、DSCP/DSCP 合成
マップ、IP precedence/DSCP マップ、およびポリシングさ
れた DSCP マップを定義します。

mls qos srr-queue input cos-map

CoS 値を入力キューにマッピング、または CoS 値をキュー
およびしきい値 ID にマッピングします。

mls qos srr-queue input dscp-map

DSCP 値を入力キューにマッピング、または DSCP 値を
キューおよびしきい値 ID にマッピングします。

mls qos srr-queue output cos-map

CoS 値を出力キューにマッピング、または CoS 値をキュー
およびしきい値 ID にマッピングします。

mls qos srr-queue output dscp-map

DSCP 値を出力キューにマッピング、または DSCP 値を
キューおよびしきい値 ID にマッピングします。
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show mls qos queue-set
出力キューセットの QoS（Quality Of Service）設定を表示するには、show mls qos queue-set ユーザ
EXEC コマンドを使用します。
show mls qos queue-set [qset-id] [ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

qset-id

（任意）キューセットの ID。キューセットに属する各ポートの 4 つの出力
キューのすべての特性を定義します。指定できる範囲は 1 ～ 2 です。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

ユーザ EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。

例

次の例では、show mls qos queue-set コマンドの出力を示します。
Switch> show mls qos queue-set
Queueset: 1
Queue
:
1
2
3
4
---------------------------------------------buffers
:
25
25
25
25
threshold1:
100
200
100
100
threshold2:
100
200
100
100
reserved :
50
50
50
50
maximum
:
400
400
400
400
Queueset: 2
Queue
:
1
2
3
4
---------------------------------------------buffers
:
25
25
25
25
threshold1:
100
200
100
100
threshold2:
100
200
100
100
reserved :
50
50
50
50
maximum
:
400
400
400
400

関連コマンド

コマンド
mls qos queue-set output buffers

説明

mls qos queue-set output threshold

Weighted Tail-Drop（WTD）しきい値を設定し、バッファの
可用性を保証し、キューセットに最大のメモリ割り当てを設
定します。

キューセットに対しバッファを割り当てます。
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show mls qos vlan
Switch Virtual Interface（SVI; スイッチ仮想インターフェイス）に適用されたポリシーマップを表示
するには、show mls qos vlan ユーザ EXEC コマンドを使用します。
show mls qos vlan vlan-id [ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

vlan-id

指定の VLAN（仮想 LAN）のポリシーマップを表示します。指定できる範囲
は 1 ～ 4094 です。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

ユーザ EXEC

コマンド履歴

リリース
12.2(25)EY

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。

例

次の例では、show mls qos queue-set コマンドの出力を示します。
Switch> show mls qos vlan 10
Vlan10
Attached policy-map for Ingress:pm-test-pm-2

関連コマンド

コマンド
policy-map

説明
複数のポートに適用できるポリシーマップを作成または変更し、ポリシー
マップ コンフィギュレーションモードを開始します。
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show monitor
スイッチのすべての Switched Port Analyzer（SPAN; スイッチド ポート アナライザ）および Remote
SPAN（RSPAN）セッション情報を表示するには、show monitor ユーザ EXEC コマンドを使用しま
す。コマンドにキーワードを指定することで、特定のセッション、すべてのセッション、すべての
ローカル セッション、すべてのリモート セッションを表示できます。
show monitor [session {session_number | all | local | range list | remote} [detail]] [ | {begin | exclude |
include} expression]

シンタックスの説明

session

（任意）指定の SPAN セッションの情報を表示します。

session_number

SPAN または RSPAN のセッション番号を指定します。指定できる範囲は
1 ～ 66 です。

all

すべての SPAN セッションを表示します。

local

ローカルの SPAN セッションのみを表示します。

range list

SPAN セッションの範囲（list は有効なセッションの範囲）を表示します。
1 つのセッション、またはセッション範囲は 2 つの番号で表示され、番号
の低いほうを最初に指定します（ハイフンで区切ります）。カンマ区切り
のパラメータ間、またはハイフン指定の範囲にスペースは入力しません。

（注）
remote
detail

リモートの SPAN セッションのみを表示します。
（任意）指定のセッションの詳細情報を表示します。

| begin

expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

expression と一致する行を表示から除外します。

| include

指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

コマンド モード

ユーザ EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

このキーワードは、特権 EXEC モードの場合のみ使用可能です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。
show monitor コマンドおよび show monitor session all コマンドの出力結果は同一になります。
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例

次の例では、show monitor コマンドの出力を示します。
Switch# show monitor
Session 1
--------Type : Local Session
Source Ports :
RX Only : Fa1/0/1
Both : Fa1/0/2-3,Fa1/0/5-6
Destination Ports : Fa1/0/20
Encapsulation : Replicate
Ingress : Disabled
Session 2
--------Type : Remote Source Session
Source VLANs :
TX Only : 10
Both : 1-9
Dest RSPAN VLAN : 105

次の例では、RSPAN 送信元セッション 1 に対する show monitor コマンドの出力を示します。
Switch# show monitor session 1
Session 1
--------Type : Local Session
Source Ports :
RX Only : Fa1/0/1
Both : Fa1/0/2-3,Fa1/0/5-6
Destination Ports : Fa1/0/20
Encapsulation : Replicate
Ingress : Disabled

次の例では、入トラフィック転送がイネーブルの状態での show monitor session all コマンドの出力
を示します。
Switch# show monitor session all
Session 1
--------Type : Local Session
Source Ports :
Both : Fa1/0/2
Destination Ports : Fa1/0/3
Encapsulation : Native
Ingress : Enabled, default VLAN = 5
Ingress encap : DOT1Q
Session 2
--------Type : Local Session
Source Ports :
Both : Fa1/0/8
Destination Ports : Fa1/0/12
Encapsulation : Replicate
Ingress : Enabled, default VLAN = 4
Ingress encap : Untagged

関連コマンド

コマンド
monitor session

説明
SPAN または RSPAN セッションを開始、または修正します。
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show mpls l2transport vc
プロバイダー エッジ デバイスでのレイヤ 2 パケットのルーティングがイネーブルになっている
Ethernet over Multiprotocol Label Switching（EoMPLS）Virtual Circuit（VC; 仮想回線）の情報を取得
するには、show mpl2 l2transport vc ユーザ EXEC コマンドを使用します。
show mpls l2transport vc [detail] [summary] [vc-id] [vc-id-min - vc-id-max] [ | {begin | exclude |
include} expression]

シンタックスの説明

detail

（任意）プロバイダー エッジ デバイスの VC の詳細情報を表示します。

summary

（任 意）プ ロ バ イ ダ ー エ ッ ジ デ バ イ ス Multiprotocol Label Switching
（MPLS; マルチプロトコル ラベル スイッチング）インターフェイスに設
定された VC のサマリーを表示します。

vcid

（任意）指定された VC の情報を表示します。指定できる範囲は 1 ～
4294967295 です。

vc-id-min - vc-id-max

（任意）指定範囲の VC の情報を表示します。指定できる範囲は 1 ～
4294967295 です。

| begin

expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

expression と一致する行を表示から除外します。

| include

指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

コマンド モード

ユーザ EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。

例

次の例では、show mpls l2transport vc コマンドの出力を示します。
Switch> show mpls l2transport vc
Transport Client
VC
Trans
VC ID
Intf
State Type
49
Vl60
UP
vlan
50
Vl80
DOWN
vlan
52
Fa1/0/2
UP
ether

Local
VC Label
18
unassigned
17

Remote
VC Label
18
unassigned
17

Tunnel
Label
implc-null
not ready
implc-null
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表 2-26 に、この出力で表示されるフィールドの説明を示します。
表 2-26

show mpls l2 transport vc のフィールドの説明

フィールド

説明

Transport VC ID

デバイス上のインターフェイスの 1 つに割り当てられた VC 識別子

Client Intf

レイヤ 2 VLAN パケットが通過する入出力インターフェイス。インター
フェイスは、VLAN でも物理インターフェイスでもかまいません。

VC State

VC のステート（UP または DOWN）
UP ― 2 つの VC エンド ポイント間でのトラフィック送信が可能です。
ローカルとリモートの両方のインターフェイスがプログラムされている
場合に、VC は UP となります。
•

VC が設定され、クライアント インターフェイスが UP の場合に、ロー
カル インターフェイスがプログラムされます。

•

リモート インターフェイスが設定され、
VC リモート VC ラベルと IGP
ラベルがある場合に、リモート インターフェイスがプログラムされま
す。IGP ラベルは、ピアに LSP があることを示します。

DOWN ― 2 つの VC エンド ポイント間でのトラフィック送信の準備がで
きていません。
Trans Type

使用する転送モード

Local VC Label

デバイスがそのピア デバイスに通知する VC ラベル。ローカル VC ラベル
で、MPLS バックボーンから着信するパケットの出力インターフェイスが
規定されます。

Remote VC Label

リモート ピア デバイスの VC ラベル

Tunnel Label

MPLS バックボーンを通して、出力インターフェイスのある宛先デバイス
にパケットをルーティングするための IGP ラベル

次の例では、show mpls l2transport vc summary コマンドの出力を示します。
Switch> show mpls l2transport vc summary
MPLS interface VC summary (active vc(s) only):
VC summary (active/non-active) by destination:
destination: 172.22.255.255, Number of locally configured vc(s): 2
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次の例では、show mpls l2transport vc detail コマンドの出力を示します。
Switch> show mpls l2transport vc detail
vcid: 49, type: vlan , local groupid: 32, remote groupid: 36 (vc is up)
client: Vl60 is up, destination: 192.168.255.255, Peer LDP Ident: 192.168.255.25
5:0
local label: 18, remote label: 18, tunnel label: implc-null
outgoing interface: Gi1/1/1, next hop: 10.2.0.2
Local MTU: 1500, Remote MTU: 1500
Remote interface description: Vlan60
Packet totals(in/out): 0/0
byte totals(in/out): 0/0
vcid: 50, type: vlan , local groupid: 33, remote groupid: -1 (vc is down)
client: Vl80 is not up, destination: 192.168.255.255, Peer LDP Ident: 192.168.25
5.255:0
local label: unassigned, remote label: unassigned, tunnel label: not ready
Local MTU: 1500, Remote MTU: 0
Remote interface description:
Packet totals(in/out): 0/0
byte totals(in/out): 0/0
vcid: 52, type: ether , local groupid: 3, remote groupid: 3 (vc is up)
client: Fa1/0/2 is up, destination: 192.168.255.255, Peer LDP Ident: 192.168.255
.255:0
local label: 17, remote label: 17, tunnel label: implc-null
outgoing interface: Gi1/1/1, next hop: 10.2.0.2
Local MTU: 1500, Remote MTU: 1500
Remote interface description: FastEthernet1/0/2
Packet totals(in/out): 606955/0
byte totals(in/out): 47342490/0

表 2-27 に、この例で表示されるフィールドの説明を示します。
表 2-27

show mpls l2 transport vc detail のフィールドの説明

フィールド

説明

vcid

デバイス上のインターフェイスの 1 つに割り当てられた VC 識別子

type

使用する転送モード

local groupid

VC をローカルにグルーピングするための ID。EoMPLS では、デバイ
ス上の各ポートに固有のハードウェア ポートによって VC がグルーピ
ングされます。

remote groupid

複数の VC をグルーピングするためにピアで使用される ID

vc is up

VC のステート（UP または DOWN）

または

UP ― 2 つの VC エンド ポイント間でのトラフィック送信が可能です。
ローカルとリモートの両方のインターフェイスがプログラムされて
いる場合に、VC は UP となります。

vc is down

•

VC が設定され、クライアント インターフェイスが UP の場合に、
ローカル インターフェイスがプログラムされます。

•

リモート インターフェイスが設定され、VC リモート VC ラベル
と IGP ラベルがある場合に、リモート インターフェイスがプログ
ラムされます。IGP ラベルは、ピアに LSP があることを示します。

DOWN ― 2 つの VC エンド ポイント間でのトラフィック送信の準備
ができていません。
client

レイヤ 2 VLAN パケットが通過する入出力インターフェイス。イン
ターフェイスは、VLAN でも物理インターフェイスでもかまいませ
ん。
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表 2-27

show mpls l2 transport vc detail のフィールドの説明（続き）

フィールド

説明

destination

この VC のために指定された宛先。宛先 IP アドレスを、mpls
l2transport route インターフェイス コンフィギュレーション コマンド
の一部として指定します。

Peer LDP Ident

対象ピアの LDP IP アドレス

local label

デバイスがそのピア デバイスに通知する VC ラベル。ローカル VC ラ
ベルで、MPLS バックボーンから着信するパケットの出力インター
フェイスが規定されます。

remote label

リモート ピア デバイスの VC ラベル

tunnel label

MPLS バックボーンを通して、出力インターフェイスのある宛先デバ
イスにパケットをルーティングするための IGP ラベル

Outgoing interface

この VC の出力インターフェイス

Next hop

ネクスト ホップの IP アドレス

Local MTU
Remote MTU

クライアント インターフェイスに指定された最大伝送ユニット
（Maximum Transmission Unit; MTU）
リモート デバイスのクライアント インターフェイスに指定された
MTU

Remote interface description レイヤ 2 パケットの送受信がイネーブルになっているリモート デバ
イスのインターフェイス

関連コマンド

Packet totals (in/out)

各方向で転送されたパケットの総数

byte totals (in/out)

各方向で転送された総バイト数

コマンド
mpls l2transport route

説明
指定したポイントツーポイント VC での EoMPLS によるレイヤ 2 パ
ケットのルーティングをイネーブルにします。
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show mvr
現在の Multicast VLAN Registration（MVR; マルチキャスト VLAN レジストレーション）グローバル
パラメータの値を表示するには、キーワードを指定しないで show mvr 特権 EXEC コマンドを使用
します。MVR がイネーブルであるかどうか、MVR マルチキャスト VLAN、最大クエリー応答時間、
マルチキャスト グループ数、および MVR モード（dynamic または compatible）が含まれます。
show mvr [ | {begin | exclude | include} expression]
シンタックスの説明

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。

例

次の例では、show mvr コマンドの出力を示します。
Switch# show mvr
MVR Running: TRUE
MVR multicast VLAN: 1
MVR Max Multicast Groups: 256
MVR Current multicast groups: 0
MVR Global query response time: 5 (tenths of sec)
MVR Mode: compatible

上記の例では、マルチキャスト グループの最大数は 256 で固定されています。MVR モードは、
compatible（Catalyst 2900 XL および Catalyst 3500 XL スイッチと連動する場合）または dynamic（動
作が Internet Group Management Protocol［IGMP; インターネット グループ管理プロトコル］スヌー
ピング動作と一貫性があり、送信元ポート上でダイナミック MVR メンバシップがサポートされて
いる場合）のいずれかです。
関連コマンド

コマンド

説明

mvr（グローバル コンフィギュレー スイッチ上で MVR をイネーブルにして、設定します。
ション）
mvr（インターフェイス コンフィ
ギュレーション）
show mvr interface

show mvr members

MVR ポートを設定します。
interface および members キーワードを指定した場合、設定
された MVR インターフェイス、指定のインターフェイスの
状態、またはインターフェイスが属するすべてのマルチキャ
スト グループを表示します。
MVR マルチキャスト グループのメンバーであるすべての
ポートを表示します。メンバーが存在しない場合、グループ
は INACTIVE として表示されます。
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show mvr interface
Multicast VLAN Registration（MVR; マルチキャスト VLAN レジストレーション）レシーバーおよび
送信元ポートを表示するには、キーワードを指定しないで show mvr interface 特権 EXEC コマンド
を使用します。特定のレシーバー ポートの MVR パラメータを表示するには、キーワードを指定し
てこのコマンドを使用します。
show mvr interface [interface-id [members [vlan vlan-id]]] [ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

interface-id

（任意）インターフェイスの MVR タイプ、ステータス、および即時脱退設定
を表示します。
有効なインターフェイスは物理ポート（タイプ、モジュール、ポート番号を
含む）を含みます。

members

（任意）指定されたインターフェイスが属する MVR グループをすべて表示し
ます。

vlan vlan-id

（任意）VLAN（仮想 LAN）上のすべての MVR グループ メンバーを表示しま
す。指定できる VLAN ID 範囲は 1 ～ 1001 および 1006 ～ 4094 です。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容

12.2(35)SE

モードと VLAN フィールドが出力表示に追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドが導入されました。

show mvr interface コマンドを引数なしで入力すると、スイッチの MVR 対応ポートがすべて表示さ
れます。
show mvr interface interface-id と入力した場合で、指定したポートが非 MVR ポートのときは、Type
フィールドに NON MVR と表示されます。アクティブな MVR ポートの場合は、ポート タイプ
（RECEIVER または SOURCE）、モード（アクセスまたはトランク）、VLAN、ステータス、および
即時脱退設定が表示されます。
members キーワードを入力した場合、インターフェイス上のすべての MVR グループ メンバーが表
示されます。VLAN ID を入力した場合、VLAN 内のすべての MVR グループ メンバーが表示され
ます。
文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。
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次の例では、show mvr interface コマンドの出力を示します。

例

Switch# show mvr interface
Port
Type
Mode
---------Fa0/1 Receiver
Trunk
Fa0/1 Receiver
Trunk
Fa0/2 Receiver
Trunk
Fa0/2 Receiver
Trunk
Fa0/3 Receiver
Trunk
Fa0/3 Receiver
Trunk
Fa0/10 Source
Access

VLAN
---1
2000
2
3000
2
3000
10

Status
------ACTIVE/UP
ACTIVE/DOWN
ACTIVE/UP
ACTIVE/UP
ACTIVE/UP
ACTIVE/UP
ACTIVE/UP

Immediate Leave
--------------DISABLED
DISABLED
DISABLED
DISABLED
DISABLED
DISABLED
DISABLED

上記の出力の Status の定義は、次のとおりです。
•

ACTIVE は、ポートが VLAN に含まれていることを意味します。

•

UP/DOWN は、ポートが転送中、または転送中ではないかを示します。

INACTIVE は、ポートが VLAN に含まれていないことを意味します。
次の例では、show mvr interface interface-id コマンドの出力を示します。
switch#
Port
---Fa0/10

show mvr interface fa0/10
Type
Mode
------RECEIVER
Trunk

VLAN
---201

Status
------ACTIVE/DOWN

Immediate Leave
--------------DISABLED

次の例では、show mvr interface interface-id members コマンドの出力を示します。
Switch# show mvr interface fastethernet1/0/6 members
239.255.0.0
DYNAMIC ACTIVE
239.255.0.1
DYNAMIC ACTIVE
239.255.0.2
DYNAMIC ACTIVE
239.255.0.3
DYNAMIC ACTIVE
239.255.0.4
DYNAMIC ACTIVE
239.255.0.5
DYNAMIC ACTIVE
239.255.0.6
DYNAMIC ACTIVE
239.255.0.7
DYNAMIC ACTIVE
239.255.0.8
DYNAMIC ACTIVE
239.255.0.9
DYNAMIC ACTIVE

関連コマンド

コマンド

説明

mvr（グローバル コンフィギュレー スイッチ上で MVR をイネーブルにして、設定します。
ション）
mvr（インターフェイス コンフィ
ギュレーション）
show mvr
show mvr members

MVR ポートを設定します。
スイッチのグローバル MVR 設定を表示します。
MVR マルチキャスト グループに属するすべてのレシー
バー ポートを表示します。
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show mvr members
IP マルチキャスト グループの現行メンバーに属するすべてのレシーバーおよび送信元ポートを表
示するには、show mvr members 特権 EXEC コマンドを使用します。
show mvr members [ip-address] [ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

ip-address

（任意）IP マルチキャスト アドレスです。アドレスが入力されると、マルチ
キャスト グループ メンバーのすべてのレシーバーおよび送信元ポートが表
示されます。IP マルチキャスト アドレスを入力しない場合は、Multicast VLAN
Registration（MVR; マルチキャスト VLAN レジストレーション）グループの
すべてのメンバーが表示されます。グループ内にメンバーがない場合は、グ
ループは INACTIVE として表示されます。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容

12.2(25)SEF

VLAN（仮想 LAN）および Membership フィールドが出力表示に追加され
ました。

使用上のガイドライン

このコマンドが導入されました。

show mvr members コマンドは、レシーバーおよび送信元ポートに適用されます。MVR の compatible
モードでは、すべての送信元ポートはすべてのマルチキャスト グループに属します。
文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。

例

次の例では、show mvr members コマンドの出力を示します。
Switch# show mvr members
MVR Group
Status
Members
------------ -----------239.1.1.1
ACTIVE
Fa0/1
239.1.1.1
ACTIVE
Fa0/1
239.1.1.1
ACTIVE
Fa0/2
239.1.1.1
ACTIVE
Fa0/2
239.1.1.2
ACTIVE
Fa0/1
239.1.1.2
ACTIVE
Fa0/2

VLAN
---1
2000
2
3000
1
2

Membership
---------Static
Static
Static
Static
Static
Static

（テキスト出力は省略）
239.255.0.255
239.255.1.0

INACTIVE
INACTIVE

None
None
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show mvr members

次の例では、show mvr members ip-address コマンドの出力を示します。IP マルチキャスト グルー
プ 239.255.0.2 のメンバーを表示する方法を示します。
Switch# show mvr members 239.255.0.2
Switch# show mvr members 239.255.0.2
239.255.0.2
ACTIVE
Fa1/0/1(d), Fa1/0/2(d), Fa1/0/3(d)
Fa1/0/4(d), Fa1/0/5(s)

関連コマンド

コマンド

説明

mvr（グローバル コンフィギュレー スイッチ上で MVR をイネーブルにして、設定します。
ション）
mvr（インターフェイス コンフィ
ギュレーション）
show mvr
show mvr interface

MVR ポートを設定します。
スイッチのグローバル MVR 設定を表示します。
コマンドに members キーワードを指定した場合、設定され
た MVR インターフェイス、指定のインターフェイスの状
態、またはインターフェイスが属するすべてのマルチキャス
ト グループを表示します。
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show pagp
Port Aggregation Protocol（PAgP; ポート集約プロトコル）チャネル グループ情報を表示するには、
show pagp ユーザ EXEC コマンドを使用します。
show pagp [channel-group-number] {counters | internal | neighbor} [ | {begin | exclude | include}
expression]]

シンタックスの説明

channel-group-number

（任意）チャネル グループの番号です。指定できる範囲は 1 ～ 12 です。

counters

トラフィック情報を表示します。

internal

内部情報を表示します。

neighbor

ネイバー情報を表示します。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

ユーザ EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

show pagp コマンドを入力すると、アクティブなチャネル グループの情報が表示されます。非アク
ティブ ポート チャネルの情報を表示するには、チャネル グループ番号を指定して show pagp コマ
ンドを入力します。
文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。

例

次の例では、show pagp 1 counters コマンドの出力を示します。
Switch> show pagp 1 counters
Information
Flush
PAgP
Port
Sent
Recv
Sent
Recv
Err Pkts
--------------------------------------------------Channel group: 1
Gi1/0/1
0
0
0
0
0
Gi1/0/1
0
0
0
0
0

次の例では、show pagp 1 internal コマンドの出力を示します。
Switch> show pagp 1 internal
Flags: S - Device is sending Slow hello.
A - Device is in Auto mode.
Timers: H - Hello timer is running.
S - Switching timer is running.

C - Device is in Consistent state.
Q - Quit timer is running.
I - Interface timer is running.

Channel group 1
Port
Gi1/0/1
Gi1/0/2

Flags State
SC
U6/S7
SC
U6/S7

Timers
H
H

Hello
Interval
30s
30s

Partner PAgP
Count
Priority
1
128
1
128

Learning Group
Method Ifindex
Any
16
Any
16
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次の例では、show pagp 1 neighbor コマンドの出力を示します。
Switch> show pagp 1 neighbor
Flags: S - Device is sending Slow hello.
A - Device is in Auto mode.
Channel group 1 neighbors
Partner
Port
Name
Gi1/0/1
switch-p2
Gi1/0/2
switch-p2

関連コマンド

コマンド
clear pagp

C - Device is in Consistent state.
P - Device learns on physical port.

Partner
Device ID
0002.4b29.4600
0002.4b29.4600

Partner
Port
Gi1/0/1
Gi1/0/2

Age
9s
24s

Partner
Flags
SC
SC

Group
Cap.
10001
10001

説明
PAgP チャネル グループ情報をクリアします。
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show parser macro
スイッチ上のすべての設定済みマクロまたは 1 つのマクロのパラメータを表示するには、show
parser macro ユーザ EXEC コマンドを使用します。
show parser macro [{brief | description [interface interface-id] | name macro-name}] [ | {begin |
exclude | include} expression]

シンタックスの説明

brief

（任意）各マクロの名前を表示します。

description [interface interface-id] （任意）すべてのマクロの説明または特定のインターフェイス
の説明を表示します。
name macro-name
（任意）マクロ名で特定された 1 つのマクロに関する情報を表
示します。
| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

ユーザ EXEC

コマンド履歴

リリース
12.2(25)EY

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。

例

次の例では、show parser macro コマンドの出力を示します。シスコ デフォルト マクロの出力は、
スイッチのプラットフォームとスイッチ上で実行しているソフトウェア イメージによって異なり
ます。
Switch# show parser macro
Total number of macros = 6
-------------------------------------------------------------Macro name : cisco-global
Macro type : default global
# Enable dynamic port error recovery for link state
# failures
errdisable recovery cause link-flap
errdisable recovery interval 60
（テキスト出力は省略）
-------------------------------------------------------------Macro name : cisco-desktop
Macro type : default interface
# macro keywords $AVID
# Basic interface - Enable data VLAN only
# Recommended value for access vlan (AVID) should not be 1
switchport access vlan $AVID
switchport mode access
（テキスト出力は省略）
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show parser macro

-------------------------------------------------------------Macro name : cisco-phone
Macro type : default interface
# Cisco IP phone + desktop template
# macro keywords $AVID $VVID
# VoIP enabled interface - Enable data VLAN
# and voice VLAN (VVID)
# Recommended value for access vlan (AVID) should not be 1
switchport access vlan $AVID
switchport mode access
（テキスト出力は省略）
-------------------------------------------------------------Macro name : cisco-switch
Macro type : default interface
# macro keywords $NVID
# Access Uplink to Distribution
# Do not apply to EtherChannel/Port Group
# Define unique Native VLAN on trunk ports
# Recommended value for native vlan (NVID) should not be 1
switchport trunk native vlan $NVID
（テキスト出力は省略）
-------------------------------------------------------------Macro name : cisco-router
Macro type : default interface
# macro keywords $NVID
# Access Uplink to Distribution
# Define unique Native VLAN on trunk ports
# Recommended value for native vlan (NVID) should not be 1
switchport trunk native vlan $NVID
（テキスト出力は省略）
-------------------------------------------------------------Macro name : snmp
Macro type : customizable
#enable port security, linkup, and linkdown traps
snmp-server enable traps port-security
snmp-server enable traps linkup
snmp-server enable traps linkdown
#set snmp-server host
snmp-server host ADDRESS
#set SNMP trap notifications precedence
snmp-server ip precedence VALUE
--------------------------------------------------------------

次の例では、show parser macro name コマンドの出力を示します。
Switch# show parser macro name standard-switch10
Macro name : standard-switch10
Macro type : customizable
macro description standard-switch10
# Trust QoS settings on VOIP packets
auto qos voip trust
# Allow port channels to be automatically formed
channel-protocol pagp
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次の例では、show parser macro brief コマンドの出力を示します。
Switch# show parser macro brief
default global
: cisco-global
default interface: cisco-desktop
default interface: cisco-phone
default interface: cisco-switch
default interface: cisco-router
customizable
: snmp

次の例では、show parser description コマンドの出力を示します。
Switch# show parser macro description
Global Macro(s): cisco-global
Interface
Macro Description(s)
-------------------------------------------------------------Fa1/0/1
standard-switch10
Fa1/0/2
this is test macro
--------------------------------------------------------------

次の例では、show parser description interface コマンドの出力を示します。
Switch# show parser macro description interface fastethernet1/0/2
Interface
Macro Description
-------------------------------------------------------------Fa1/0/2
this is test macro
--------------------------------------------------------------

関連コマンド

コマンド
macro apply

説明

macro description

インターフェイスに適用されたマクロについての説明を追加します。

macro global

スイッチにマクロを適用するか、スイッチにマクロを適用してトレー
スします。

macro global description

スイッチに適用されたマクロについての説明を追加します。

macro name

マクロを作成します。

show running-config

稼働設定を表示します。構文情報については、次の URL の「Cisco
IOS Release 12.2 Command Reference」に表示されるページを参照して
ください。
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1835/prod_command_
reference_list.html

インターフェイスにマクロを適用するか、インターフェイスにマクロ
を適用してトレースします。

「Cisco IOS Commands Master List, Release 12.2」を選択するとコマン
ドが表示されます。
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show policy-map
トラフィック クラスのトラフィック ポリシーを定義する QoS（Quality Of Service）ポリシーマップ
を表示するには、show policy-map ユーザ EXEC コマンドを使用します。ポリシーマップには、帯
域幅制限および制限を超過した場合に実行するアクションを指定するポリサーを格納できます。
show policy-map [policy-map-name [class class-name] | interface interface-id [input | output] [class
class-name]] [ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

policy-map-name [class class-name] （任意）指定されたポリシーマップと、指定されたクラスのポ
リシー アクションを表示します。
interface interface-id [input |
（任意）入力ポートの場合、指定のポートに適用されたポリ
output] [class class-name]
シーマップ名を表示します。Enhanced Services（ES）ポートの
場合、ポリシーマップ設定、Weighted Random Early Detection
（WRED; 重み付けランダム早期検出）統計情報、およびポリ
サー カウンタを表示します。
キーワードの意味は次のとおりです。
input ― 指定のポートに適用されたポリシーマップ名を
表示します。

•

output ― 指定の ES ポートに適用された出力ポリシー
マップ情報を表示します。

•

class class-name ― 各クラスの統計情報を表示します。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

ユーザ EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

•

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。
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例

次の例では、show policy-map コマンドの出力を示します。
Switch> show policy-map
Policy Map p1
class c1
Bandwidth 20 (%)
exponential weight 9
dscp
min-threshold
max-threshold
mark-probability
---------------------------------------------------------af11
1/10
af12
1/10
af13
1/10
af21
1/10
af22
1/10
af23
1/10
af31
1/10
af32
1/10
af33
1/10
af41
1/10
af42
1/10
af43
1/10
cs1
1/10
cs2
1/10
cs3
1/10
cs4
1/10
cs5
1/10
cs6
1/10
cs7
1/10
ef
1/10
5
1000
6000
1/2000
rsvp
1/10
default
1/10
Bandwidth 20 (%)
exponential weight 9
class
min-threshold
max-threshold
mark-probability
---------------------------------------------------------0
1
2
3
4
5
6
7
rsvp

1000
-

6000
-

1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/2000
1/10
1/10
1/10

次の例では、show policy-map interface interface-id コマンドの出力を示します。
Switch> show policy-map interface gigabitethernet1/1/2
GigabitEthernet1/1/2
service-policy output: vlan-policy
class-map: vlan10-class (match-all)
0 packets, 0 bytes
5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
match: vlan 10
Output Queue: Conversation 265
Bandwidth 80 (%) (800000 kbps) Max Thresh 64 (packets)
Statistics:
WRED Packets Drop: 0
WRED Bytes Drop: 0
Tail Packets Drop: 0
Tail Bytes Drop: 0
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show port-security

関連コマンド

コマンド
policy-map

説明
複数のポートに適用することによってサービス ポリシーを指定すること
ができるポリシーマップを作成、または変更します。

show port-security
インターフェイスまたはスイッチのポート セキュリティ設定を表示するには、show port-security 特
権 EXEC コマンドを使用します。
show port-security [interface interface-id] [address | vlan] [ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

interface interface-id

（任意）指定されたインターフェイスのポート セキュリティ設定を表示し
ます。有効なインターフェイスは物理ポート（タイプ、モジュール、ポー
ト番号を含む）を含みます。

address

（任意）すべてのポートまたは指定されたポート上のすべてのセキュア
MAC（メディア アクセス制御）アドレスを表示します。

vlan

（任意）指定されたインターフェイスのすべての VLAN（仮想 LAN）の
ポート セキュリティ設定を表示します。このキーワードは、スイッチポー
ト モードが trunk に設定されているインターフェイス上でのみ表示され
ます。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

キーワードを指定しないでこのコマンドを入力すると、スイッチのすべてのセキュア ポートの管理
ステータスおよび動作ステータスが出力されます。
interface-id を入力した場合、コマンドはインターフェイスのポート セキュリティ設定を表示しま
す。
address キーワードを指定して show port-security address コマンドを入力すると、すべてのインター
フェイスのセキュア MAC アドレス、および各セキュア アドレスのエージング情報が表示されます。
interface-id キーワードおよび address キーワードを指定して show port-security interface interface-id
address コマンドを入力すると、インターフェイスのすべての MAC アドレス、および各セキュア
アドレスのエージング情報が表示されます。インターフェイス上でポート セキュリティがイネーブ
ルでない場合も、このコマンドを使用して、そのインターフェイスの MAC アドレスをすべて表示
することができます。
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vlan キーワードを指定して show port-security address interface interface-id vlan コマンドを入力する
と、インターフェイスのすべての VLAN について、セキュア MAC アドレスの設定最大数と現在の
数が表示されます。このオプションは、スイッチポート モードが trunk に設定されているインター
フェイス上でのみ表示されます。
文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。

例

次の例では、show port-security コマンドの出力を示します。
Switch# show port-security
Secure Port
MaxSecureAddr CurrentAddr SecurityViolation Security Action
(Count)
(Count)
(Count)
------------------------------------------------------------------------------Gi1/0/1
1
0
0
Shutdown
------------------------------------------------------------------------------Total Addresses in System (excluding one mac per port)
: 1
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 6272

次の例では、show port-security interface interface-id コマンドの出力を示します。
Switch# show port-security
Port Security : Enabled
Port status : SecureUp
Violation mode : Shutdown
Maximum MAC Addresses : 1
Total MAC Addresses : 0
Configured MAC Addresses :
Aging time : 0 mins
Aging type : Absolute
SecureStatic address aging
Security Violation count :

interface gigabitethernet1/0/1

0

: Disabled
0

次の例では、show port-security address コマンドの出力を示します。
Switch# show port-security address
Secure Mac Address Table
------------------------------------------------------------------Vlan
Mac Address
Type
Ports
Remaining Age
(mins)
--------------------------------1
0006.0700.0800
SecureConfigured
Gi1/0/2
1
------------------------------------------------------------------Total Addresses in System (excluding one mac per port)
: 1
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 6272

次の例では、show port-security interface interface-id address コマンドの出力を示します。
Switch# show port-security interface gigabitethernet1/0/2 address
Secure Mac Address Table
------------------------------------------------------------------Vlan
Mac Address
Type
Ports
Remaining Age
(mins)
--------------------------------1
0006.0700.0800
SecureConfigured
Gi1/0/2
1
------------------------------------------------------------------Total Addresses: 1
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show port-security

次の例では、show port-security interface interface-id vlan コマンドの出力を示します。
Switch# show port-security interface gigabitethernet1/0/2 vlan
Default maximum:not set, using 5120
VLAN Maximum
Current
5
default
1
10
default
54
11
default
101
12
default
101
13
default
201
14
default
501

関連コマンド

コマンド
switchport port-security

説明
ポート上でポート セキュリティをイネーブルにし、ポートの使用
対象をユーザ定義のステーション グループに制限し、セキュア
MAC アドレスを設定します。
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show rep topology
セグメント内のプライマリおよびセカンダリ エッジ ポートを含む、セグメントまたはすべてのセ
グメントの Resilient Ethernet Protocol（REP）トポロジ情報を表示するには、show interfaces rep
topology ユーザ EXEC コマンドを使用します。
show rep topology [segment segment_id] [archive] [detail] [ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

segment-id

（任意）指定されたセグメントの REP トポロジ情報を表示します。ID の範囲
は 1 ～ 1024 です。

archive

（任意）セグメントの以前のトポロジを表示します。このキーワードは、リン
ク障害のトラブルシューティングに便利です。

detail

（任意）詳細な REP トポロジ情報を表示します。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

ユーザ EXEC

コマンド履歴

リリース
12.2(40)SE

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。

例

次の例では、show rep topology segment 特権 EXＥＣ コマンドの出力を示します。
Switch # show rep topology segment 1
REP Segment 1
BridgeName
PortName
Edge Role
---------------- ---------- ---- ---sw1_multseg_3750 Gi1/1/1
Pri Alt
sw3_multseg_3400 Gi0/13
Open
sw3_multseg_3400 Gi0/14
Alt
sw4_multseg_3400 Gi0/13
Open
sw4_multseg_3400 Gi0/14
Open
sw5_multseg_3400 Gi0/13
Open
sw5_multseg_3400 Gi0/14
Open
sw2_multseg_3750 Gi1/1/2
Open
sw2_multseg_3750 Gi1/1/1
Open
sw1_multseg_3750 Gi1/1/2
Sec Open
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show rep topology

次の例では、show rep topology detail コマンドの出力を示します。
Switch# show rep topology detail
REP Segment 2
repc_2_24ts, Fa0/2 (Primary Edge)
Alternate Port, some vlans blocked
Bridge MAC: 0019.e714.5380
Port Number: 004
Port Priority: 080
Neighbor Number: 1 / [-10]
repc_3_12cs, Gi0/1 (Intermediate)
Open Port, all vlans forwarding
Bridge MAC: 001a.a292.3580
Port Number: 001
Port Priority: 000
Neighbor Number: 2 / [-9]
repc_3_12cs, Po10 (Intermediate)
Open Port, all vlans forwarding
Bridge MAC: 001a.a292.3580
Port Number: 080
Port Priority: 000
Neighbor Number: 3 / [-8]
repc_4_12cs, Po10 (Intermediate)
Open Port, all vlans forwarding
Bridge MAC: 001a.a19d.7c80
Port Number: 080
Port Priority: 000
Neighbor Number: 4 / [-7]
repc_4_12cs, Gi0/2 (Intermediate)
Alternate Port, some vlans blocked
Bridge MAC: 001a.a19d.7c80
Port Number: 002
Port Priority: 040
Neighbor Number: 5 / [-6]
（テキスト出力は省略）

次の例では、show rep topology segment archive コマンドの出力を示します。
Switch# show rep
REP Segment 1
BridgeName
---------------sw1_multseg_3750
sw3_multseg_3400
sw3_multseg_3400
sw4_multseg_3400
sw4_multseg_3400
sw5_multseg_3400
sw5_multseg_3400
sw2_multseg_3750
sw2_multseg_3750
sw1_multseg_3750

関連コマンド

コマンド
rep segment

topology segment 1 archive
PortName
---------Gi1/1/1
Gi0/13
Gi0/14
Gi0/13
Gi0/14
Gi0/13
Gi0/14
Gi1/1/2
Gi1/1/1
Gi1/1/2

Edge Role
---- ---Pri Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open
Alt
Open
Sec Open

説明
インターフェイスで REP をイネーブルにして、セグメント ID を割り当て
ます。このコマンドは、ポートをエッジポート、プライマリ エッジ ポー
ト、または優先ポートとして設定するのにも使用されます。
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show sdm prefer
特定の機能のシステム リソースを最大限に活用させることができる Switch Database Management
（SDM）テンプレートの情報を表示するには、show sdm prefer 特権 EXEC コマンドを使用します。
キーワードを指定しない場合は使用中のテンプレートを表示します。
show sdm prefer [default | routing | vlan] [ | {begin | exclude | include} expression]

（注）

シンタックスの説明

dual-ipv4-and-ipv6 キーワードは、コマンドラインのヘルプ ストリングには表示されますが、サポー
トされていません。

default

（任意）機能間のシステム リソースのバランスをとるテンプレートを表示しま
す。

routing

（任意）ルーティングでシステム リソースを最大限活用するテンプレートを表
示します。

vlan

（任意）レイヤ 2 VLAN（仮想 LAN）でシステム リソースを最大限活用する
テンプレートを表示します。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容

12.2(25)EY

routing-pbr キーワードが削除されました。

使用上のガイドライン

このコマンドが導入されました。

sdm prefer グローバル コンフィギュレーション コマンドの入力後にスイッチのリロードを行って
いない場合、show sdm prefer 特権 EXEC コマンドを実行すると、新しく設定したテンプレートで
はなく、使用中のテンプレートが表示されます。
各テンプレートで表示される番号は、各機能のリソースにおけるおおよその最大数になります。他
に設定された機能の実際の数字にもよるため、実際の数字とは異なる場合があります。
文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。
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show sdm prefer

次の例では、show sdm prefer コマンドの出力を示します。現在使用されているテンプレートが表示
されます。

例

Switch# show sdm prefer
The current template is “desktop default” template.
The selected template optimizes the resources in
the switch to support this level of features for
8 routed interfaces and 1024 VLANs.
number of unicast mac addresses:
number of igmp groups + multicast routes:
number of unicast routes:
number of directly connected hosts:
number of indirect routes:
number of policy based routing aces:
number of qos aces:
number of security aces:

6K
1K
8K
6K
2K
0
512
1K

次の例では、show sdm prefer routing コマンドの出力を示します。
Switch# show sdm prefer routing
“desktop routing” template:
The selected template optimizes the resources in
the switch to support this level of features for
8 routed interfaces and 1024 VLANs.
number of unicast mac addresses:
number of igmp groups + multicast routes:
number of unicast routes:
number of directly connected hosts:
number of indirect routes:
number of policy based routing aces:
number of qos aces:
number of security aces:

関連コマンド

コマンド
sdm prefer

3K
1K
11K
3K
8K
512
512
1K

説明
ルーティング、Policy-Based Routing（PBR; ポリシーベース ルーティング）、
VLAN のリソースが最大限活用できるよう SDM テンプレートを設定しま
す。または、SDM テンプレートをデフォルト テンプレートに設定します。
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show setup express
Express Setup モードがスイッチでアクティブかどうかを表示するには、show setup express 特権
EXEC コマンドを使用します。
show setup express [ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

デフォルト

デフォルトは定義されていません。

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

例

変更内容
このコマンドが導入されました。

次の例では、show setup express コマンドの出力を示します。
Switch# show setup express
express setup mode is active

関連コマンド

コマンド
setup express

説明
Express Setup モードをイネーブルにします。
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show spanning-tree
スパニングツリー状態情報を表示するには、show spanning-tree ユーザ EXEC コマンドを使用しま
す。
show spanning-tree [bridge-group | active [detail] | backbonefast | blockedports | bridge | detail
[active] | inconsistentports | interface interface-id | mst | pathcost method | root | summary
[totals] | uplinkfast | vlan vlan-id] [ | {begin | exclude | include} expression]
show spanning-tree bridge-group [active [detail] | blockedports | bridge | detail [active] |
inconsistentports | interface interface-id | root | summary] [| {begin | exclude | include}
expression]
show spanning-tree vlan vlan-id [active [detail] | blockedports | bridge | detail [active] |
inconsistentports | interface interface-id | root | summary] [ | {begin | exclude | include}
expression]
show spanning-tree {vlan vlan-id | bridge-group} bridge [address | detail | forward-time | hello-time
| id | max-age | priority [system-id] | protocol] [ | {begin | exclude | include} expression]
show spanning-tree {vlan vlan-id | bridge-group} root [address | cost | detail | forward-time |
hello-time | id | max-age | port | priority [system-id] [ | {begin | exclude | include} expression]
show spanning-tree interface interface-id [active [detail] | cost | detail [active] | inconsistency |
portfast | priority | rootcost | state] [ | {begin | exclude | include} expression]
show spanning-tree mst [configuration [digest]] | [instance-id [detail | interface interface-id [detail]] [
| {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

bridge-group

（任意）ブリッジ グループ番号を指定します。指定できる範囲は
1 ～ 255 です。

active [detail]

（任意）アクティブ インターフェイスのスパニングツリー情報の
みを表示します（特権 EXEC モードの場合のみ使用可能）。

backbonefast

（任意）スパニングツリー BackboneFast のステータスを表示しま
す。

blockedports

（任意）ブロックされたポートの情報を表示します（特権 EXEC
モードの場合のみ使用可能）。

bridge [address | detail |
（任意）このスイッチのステータスおよび設定を表示します（オ
forward-time | hello-time | id |
プションのキーワードは特権 EXEC モードの場合のみ使用可
max-age | priority [system-id] | 能）
。
protocol]
detail [active]

（任 意）イ ン タ ー フ ェ イ ス 情 報 の 詳 細 サ マ リ ー を 表 示 し ま す
（active キーワードは特権 EXEC モードの場合のみ使用可能）。

inconsistentports

（任意）矛盾するポートの情報を表示します（特権 EXEC モード
の場合のみ使用可能）。

interface interface-id [active
[detail] | cost | detail [active] |
inconsistency | portfast | priority
| rootcost | state]

（任意）指定されたインターフェイスのスパニングツリー情報を
表示します（portfast および state 以外のオプションはすべて特権
EXEC モードの場合のみ使用可能）。各インターフェイスは、ス
ペースで区切って入力します。インターフェイスの範囲は入力で
きません。有効なインターフェイスとしては、物理ポート、VLAN
（仮想 LAN）、およびポート チャネルがあります。VLAN の使用
範囲は 1 ～ 4094 です。ポート チャネルの使用範囲は 1 ～ 12 です。
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mst [configuration [digest]]
[instance-id [detail | interface
interface-id [detail]]

（任意）Multiple Spanning-Tree（MST）のリージョン設定およびス
テータスを表示します（特権 EXEC モードの場合のみ使用可能）。
キーワードの意味は次のとおりです。
•

digest ― （任意）現在の MST 設定 ID（MSTCI）に含まれる
MD5 ダイジェストを表示します。1 つは標準スイッチ、もう
1 つは先行標準スイッチ用の 2 つの別個ダイジェストが表示
されます（特権 EXEC モードの場合のみ使用可能）。
IEEE 標準の実装のために専門用語が更新され、txholdcount
フィールドが追加されました。
境界ポート用に新しいマスター ロールが表示されます。
IEEE 標準ブリッジがポートに先行標準 Bridge Protocol Data
Unit（BPDU; ブリッジ プロトコル データ ユニット）を送信
した場合、pre-standard または Pre-STD という用語が表示さ
れます。
ポートが先行標準 BPDU を送信するように設定され、ポート
で先行標準 BPDU が受信されなかったとき、pre-standard
(config) または Pre-STD-Cf という用語が表示されます。
先行標準 BPDU を送信するように設定されていないポート
で先行標準 BPDU が受信された場合、pre-standard (rcvd) また
は Pre-STD-Rx という用語が表示されます。
下位指定情報が指定ポートで受信された場合、指定ポートが
フォワーディング ステートに戻るか指定が中止されるまで、
dispute フラグが表示されます。

•

instance-id ― 1 つのインスタンス ID、それぞれをハイフンで
区切った ID の範囲、またはカンマで区切った一連の ID を指
定することができます。指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。現
在設定されているインスタンス数が表示されます。

•

interface interface-id ―（任意）
物理インターフェイス、VLAN、
および NNI ポート チャネルなど、有効なインターフェイス。
VLAN の使用範囲は 1 ～ 4094 です。ポート チャネルの使用
範囲は 1 ～ 48 です。

•

detail ― （任意）インスタンスまたはインターフェイスの詳
細情報を表示します。

pathcost method

（任意）デフォルトのパス コスト方式を表示します（特権 EXEC
モードの場合のみ使用可能）。

root [address | cost | detail |
forward-time | hello-time | id |
max-age | port | priority
[system-id]]

（任意）ルート スイッチのステータスおよび設定を表示します（す
べてのキーワードが特権 EXEC モードの場合のみ使用可能）。

summary [totals]

（任意）インターフェイス状態のサマリー、またはスパニングツ
リー状態セクションの総行数を表示します。

uplinkfast

（任意）スパニングツリー UplinkFast のステータスを表示します。
vlan vlan-id [active [detail] |
（任意）指定された VLAN のスパニングツリー情報を表示します
backbonefast | blockedports |
（一部のキーワードは特権 EXEC モードの場合のみ使用可能）。
bridge [address | detail |
VLAN ID 番号で識別された 1 つの VLAN、それぞれをハイフン
forward-time | hello-time | id |
で区切った VLAN 範囲、またはカンマで区切った一連の VLAN
max-age | priority [system-id] |
を指定することができます。指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。
protocol]
| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

参照ポイントとして使用する出力内の式です。
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show spanning-tree

コマンド モード

ユーザ EXEC（キーワードは特権 EXEC モードの場合のみ指定可能）

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容

12.2(25)SEG

digest キーワードが追加され、新しいダイジェストおよび送信保持カウン
ト フィールドが表示されます。

使用上のガイドライン

このコマンドが導入されました。

vlan-id 変数を省略した場合は、すべての VLAN のスパニングツリー インスタンスにコマンドが適
用されます。
文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。

例

次の例では、show spanning-tree active コマンドの出力を示します。
Switch# show spanning-tree active
VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID
Priority
32768
Address
0001.42e2.cdd0
Cost
3038
Port
24 (GigabitEthernet1/0/1)
Hello Time
2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Bridge ID

Priority
49153 (priority 49152 sys-id-ext 1)
Address
0003.fd63.9580
Hello Time
2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 300
Uplinkfast enabled
Interface
Role Sts Cost
Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- -------------------------------Gi1/0/1
Root FWD 3019
128.24
P2p
（テキスト出力は省略）

次の例では、show spanning-tree detail コマンドの出力を示します。
Switch# show spanning-tree detail
VLAN0001 is executing the ieee compatible Spanning Tree protocol
Bridge Identifier has priority 49152, sysid 1, address 0003.fd63.9580
Configured hello time 2, max age 20, forward delay 15
Current root has priority 32768, address 0001.42e2.cdd0
Root port is 24 (GigabitEthernet1/0/1), cost of root path is 3038
Topology change flag not set, detected flag not set
Number of topology changes 0 last change occurred 1d16h ago
Times: hold 1, topology change 35, notification 2
hello 2, max age 20, forward delay 15
Timers: hello 0, topology change 0, notification 0, aging 300
Uplinkfast enabled
Port 1 (GigabitEthernet1/0/1) of VLAN0001 is forwarding
Port path cost 3019, Port priority 128, Port Identifier 128.24.
Designated root has priority 32768, address 0001.42e2.cdd0
Designated bridge has priority 32768, address 00d0.bbf5.c680
Designated port id is 128.25, designated path cost 19
Timers: message age 2, forward delay 0, hold 0
Number of transitions to forwarding state: 1
Link type is point-to-point by default
BPDU: sent 0, received 72364
（テキスト出力は省略）
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次の例では、show spanning-tree interface interface-id コマンドの出力を示します。
Switch# show spanning-tree interface gigabitethernet1/0/1
Vlan
Role Sts Cost
Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- -------------------------------VLAN0001
Root FWD 3019
128.24
P2p
Switch# show spanning-tree summary
Switch is in pvst mode
Root bridge for: none
EtherChannel misconfiguration guard
Extended system ID
is enabled
Portfast
is disabled by
PortFast BPDU Guard is disabled by
Portfast BPDU Filter is disabled by
Loopguard
is disabled by
UplinkFast
is enabled
BackboneFast
is enabled
Pathcost method used is short

is enabled
default
default
default
default

Name
Blocking Listening Learning Forwarding STP Active
---------------------- -------- --------- -------- ---------- ---------VLAN0001
1
0
0
11
12
VLAN0002
3
0
0
1
4
VLAN0004
3
0
0
1
4
VLAN0006
3
0
0
1
4
VLAN0031
3
0
0
1
4
VLAN0032
3
0
0
1
4
（テキスト出力は省略）
---------------------- -------- --------- -------- ---------- ---------37 vlans
109
0
0
47
156
Station update rate set to 150 packets/sec.
UplinkFast statistics
----------------------Number of transitions via uplinkFast (all VLANs)
: 0
Number of proxy multicast addresses transmitted (all VLANs) : 0
BackboneFast statistics
----------------------Number of transition via backboneFast (all VLANs)
Number of inferior BPDUs received (all VLANs)
Number of RLQ request PDUs received (all VLANs)
Number of RLQ response PDUs received (all VLANs)
Number of RLQ request PDUs sent (all VLANs)
Number of RLQ response PDUs sent (all VLANs)

:
:
:
:
:
:

0
0
0
0
0
0

次の例では、show spanning-tree mst configuration コマンドの出力を示します。
Switch# show spanning-tree mst configuration
Name
[region1]
Revision 1
Instance Vlans Mapped
-------- -----------------0
1-9,21-4094
1
10-20
----------------------------
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次の例では、show spanning-tree mst interface interface-id コマンドの出力を示します。
Switch# show spanning-tree mst interface gigabitethernet1/0/1
GigabitEthernet1/0/1 of MST00 is root forwarding
Edge port: no
(default)
port guard : none
Link type: point-to-point (auto)
bpdu filter: disable
Boundary : boundary
(STP)
bpdu guard : disable
Bpdus sent 5, received 74
Instance role state cost
0
root FWD
200000

(default)
(default)
(default)

prio vlans mapped
128 1,12,14-4094

次の例では、show spanning-tree mst 0 コマンドの出力を示します。
Switch# show spanning-tree mst 0
###### MST00
vlans mapped: 1-9,21-4094
Bridge
address 0002.4b29.7a00 priority 32768 (32768 sysid
Root
address 0001.4297.e000 priority 32768 (32768 sysid
port
Gi1/0/1
path cost 200038
IST master *this switch
Operational hello time 2, forward delay 15, max age 20, max hops
Configured hello time 2, forward delay 15, max age 20, max hops
Interface
-------------------GigabitEthernet1/0/2
Port-channel1

関連コマンド

role
---desg
desg

state
----FWD
FWD

cost
--------200000
200000

prio
---128
128

0)
0)

20
20

type
-------------------------------P2P bound(STP)
P2P bound(STP)

コマンド
clear spanning-tree counters

説明

clear spanning-tree detected-protocols

プロトコル移行プロセスを再開します。

スパニングツリーのカウンタをクリアします。

spanning-tree backbonefast

BackboneFast 機能をイネーブルにします。

spanning-tree bpdufilter

インターフェイスでの Bridge Protocol Data Unit（BPDU;
ブリッジ プロトコル データ ユニット）の送受信を禁止
します。

spanning-tree bpduguard

BPDU を受信したインターフェイスを、errdisable ステー
トにします。

spanning-tree cost

スパニングツリーの計算に使用するパス コストを設定
します。

spanning-tree extend system-id

拡張システム ID 機能をイネーブルにします。

spanning-tree guard

選択されたインターフェイスに対応するすべての VLAN
に対して、ルート ガード機能またはループ ガード機能を
イネーブルにします。

spanning-tree link-type

スパニングツリーがフォワーディング ステートに高速
移行するように、デフォルト リンクタイプ設定を上書き
します。

spanning-tree loopguard default

単一方向リンクの原因となる障害によって代替ポートま
たはルート ポートが指定ポートとして使用されないよ
うにします。

spanning-tree mst configuration

MST リージョンを設定するための MST コンフィギュ
レーションモードを開始します。

spanning-tree mst cost

MST の計算に使用するパス コストを設定します。

spanning-tree mst forward-time

すべての MST インスタンスについて転送遅延時間を設
定します。
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コマンド
spanning-tree mst hello-time

説明
ルート スイッチ コンフィギュレーション メッセージが
送信する hello BPDU の間隔を設定します。

spanning-tree mst max-age

スパニングツリーがルート スイッチからメッセージを
受信する間隔を指定します。

spanning-tree mst max-hops

BPDU を廃棄してインターフェイス用に保持していた情
報を期限切れにするまでの、MST リージョンでのホップ
数を設定します。

spanning-tree mst port-priority

インターフェイス プライオリティを設定します。

spanning-tree mst priority

指定したスパニングツリー インスタンスのスイッチ プ
ライオリティを設定します。

spanning-tree mst root

ネットワークの直径に基づいて、MST ルート スイッチ
のプライオリティおよびタイマーを設定します。

spanning-tree mst port-priority

インターフェイス プライオリティを設定します。

spanning-tree portfast（グローバル コン PortFast 対応インターフェイス上で BPDU フィルタリン
フィギュレーション）
グ機能または BPDU ガード機能をグローバルにイネー
ブルにするか、またはすべての非トランク インターフェ
イスで PortFast 機能をイネーブルにします。
spanning-tree portfast（インターフェイ 特定のインターフェイスおよび対応するすべての VLAN
ス コンフィギュレーション）
上で、PortFast 機能をイネーブルにします。
spanning-tree uplinkfast
リンクまたはスイッチに障害がある場合、またはスパニ
ングツリーが自動的に再設定された場合に、新しいルー
ト ポートを短時間で選択できるようにします。
spanning-tree vlan
VLAN 単位でスパニングツリーを設定します。
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show storm-control

show storm-control
スイッチまたは指定のインターフェイス上で、ブロードキャスト、マルチキャスト、またはユニ
キャスト ストーム制御の設定を表示したり、ストーム制御履歴を表示したりするには、show
storm-control ユーザ EXEC コマンドを使用します。
show storm-control [interface-id] [broadcast | multicast | unicast] [ | {begin | exclude | include}
expression]

シンタックスの説明

interface-id

（任意）物理ポートのインターフェイス ID（タイプ、モジュール、ポート番
号を含む）

broadcast

（任意）ブロードキャスト ストームしきい値設定を表示します。

multicast

（任意）マルチキャスト ストームしきい値設定を表示します。

unicast

（任意）ユニキャスト ストームしきい値設定を表示します。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

ユーザ EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

interface-id を入力した場合、指定のインターフェイスのストーム制御しきい値が表示されます。
interface-id を入力しない場合、スイッチ上のすべてのポート トラフィック タイプの設定が表示さ
れます。
トラフィック タイプを入力しない場合、ブロードキャスト ストーム制御の設定が表示されます。
文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。

例

次の例では、キーワードを指定せずに入力した show storm-control コマンドの出力の一部を示しま
す。トラフィック タイプのキーワードが入力されてないため、ブロードキャスト ストーム制御の
設定が表示されます。
Switch> show storm-control
Interface
Filter State
--------------------Gi1/0/1
Forwarding
Gi1/0/2
Forwarding
（テキスト出力は省略）

Upper
---------20 pps
50.00%

Lower
--------10 pps
40.00%

Current
--------5 pps
0.00%
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次の例では、指定のインターフェイスの show storm-control コマンドの出力を示します。トラフィッ
ク タイプのキーワードが入力されてないため、ブロードキャスト ストーム制御の設定が表示され
ます。
Switch> show storm-control gigabitethernet 1/0/1
Interface
Filter State
Upper
Lower
--------------------- ---------- --------Gi1/0/1
Forwarding
20 pps
10 pps

Current
--------5 pps

表 2-28 に、show storm-control の出力で表示されるフィールドの説明を示します。
表 2-28

関連コマンド

show storm-control のフィールドの説明

フィールド

説明

Interface

インターフェイスの ID を表示します。

Filter State

フィルタのステータスを表示します。
•

blocking ― ストーム制御はイネーブルであり、ストームが発生してい
ます。

•

forwarding ― ストーム制御はイネーブルであり、ストームは発生して
いません。

•

Inactive ― ストーム制御はディセーブルです。

Upper

上限抑制レベルを利用可能な全帯域幅のパーセンテージとして、毎秒のパ
ケット数または毎秒のビット数で表示します。

Lower

下限抑制レベルを利用可能な全帯域幅のパーセンテージとして、毎秒のパ
ケット数または毎秒のビット数で表示します。

Current

ブロードキャスト トラフィックまたは指定のトラフィック タイプ（ブ
ロードキャスト、マルチキャスト、ユニキャスト）の帯域幅の使用状況を、
全体で使用可能な帯域幅のパーセンテージで表示します。このフィールド
は、ストーム制御がイネーブルの場合のみ有効です。

コマンド
switchport

説明
スイッチにブロードキャスト、マルチキャスト、およびユニキャスト ス
トーム制御レベルを設定します。
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show system mtu

show system mtu
スイッチのグローバル 最大伝送ユニット（Maximum Transmission Unit; MTU）または最大パケット
サイズ設定を表示するには、show system mtu 特権 EXEC コマンドを使用します。
show system mtu [ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

system mtu または system mtu jumbo グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して
MTU の設定を変更した場合、スイッチをリセットしないかぎり、新しい設定は有効になりません。
システムの MTU は、10/100 ポートを基準としています。システムのジャンボ MTU の場合、ギガ
ビット ポートが基準となります。
文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。

次の例では、show system mtu コマンドの出力を示します。

例

Switch# show system mtu
System MTU size is 1500 bytes
System Jumbo MTU size is 1500 bytes
Routing MTU size is 1550 bytes.

関連コマンド

コマンド
system mtu

説明
ファスト イーサネットまたはギガビット イーサネット ポートの MTU サ
イズを設定します。

Catalyst 3750 Metro スイッチ コマンド リファレンス

2-498

OL-9645-04-J

第2章

Catalyst 3750 Metro スイッチ Cisco IOS コマンド
show udld

show udld
すべてのインターフェイスまたは指定されたインターフェイスの Unidirectional Link Detection
（UDLD; 単方向リンク検出）の管理上および運用上のステータスを表示するには、show udld ユー
ザ EXEC コマンドを使用します。
show udld [interface-id] [ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

interface-id

（任意）インターフェイスの ID およびポート番号です。指定できるインター
フェイスとして、物理ポートおよび VLAN（仮想 LAN）も含まれます。指定
できる VLAN 範囲は 1 ～ 4094 です。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

ユーザ EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

interface-id を入力しない場合は、すべてのインターフェイスの管理上および運用上の UDLD ステー
タスが表示されます。
文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。

例

次の例では、show udld interface-id コマンドの出力を示します。ここでは、UDLD はリンクの両端
でイネーブルに設定されていて、リンクが双方向であることを UDLD が検出します。表 2-29 に、こ
の出力で使用されるフィールドの説明を示します。
Switch> show udld fastethernet1/0/11
Interface fa1/0/11
--Port enable administrative configuration setting: Follows device default
Port enable operational state: Enabled
Current bidirectional state: Bidirectional
Current operational state: Advertisement - Single Neighbor detected
Message interval: 60
Time out interval: 5
Entry 1
Expiration time: 146
Device ID: 1
Current neighbor state: Bidirectional
Device name: Switch-A
Port ID: Fa1/0/12
Neighbor echo 1 device: Switch-B
Neighbor echo 1 port: Fa1/0/11
Message interval: 5
CDP Device name: Switch-A

Catalyst 3750 Metro スイッチ コマンド リファレンス
OL-9645-04-J

2-499

第2章

Catalyst 3750 Metro スイッチ Cisco IOS コマンド

show udld

表 2-29

show udld のフィールドの説明

フィールド

説明

Interface

UDLD に設定されたローカル デバイスのインターフェイス

Port enable administrative
configuration setting

ポートでの UDLD の設定方法。UDLD がイネーブルまたはディセーブ
ルの場合、ポートのイネーブル設定は運用上のイネーブル ステートと
同じです。それ以外の場合、イネーブル動作設定は、グローバルなイ
ネーブル設定によって決まります。

Port enable operational state このポートで UDLD が実際に稼働しているかどうかを示す動作ステー
ト。
Current bidirectional state

リンクの双方向ステート。リンクがダウンしているか、または UDLD
非対応デバイスに接続されている場合は、unknown ステートが表示さ
れます。リンクが UDLD 対応デバイスに通常どおり双方向接続されて
いる場合は、bidirectional ステートが表示されます。その他の値が表示
されている場合は、正しく配線されていません。

Current operational state

UDLD ステート マシンの現在のフェーズ。通常の双方向リンクの場合、
多くは、ステート マシンはアドバタイズ フェーズです。

Message interval

ローカル デバイスからアドバタイズ メッセージを送信する頻度。単位
は秒です。

Time out interval

検出ウィンドウ中に、UDLD が近接デバイスからのエコーを待機する
期間（秒）

Entry 1

最初のキャッシュ エントリの情報。このエントリには、ネイバーから
受信されたエコー情報のコピーが格納されます。

Expiration time

このキャッシュ エントリの期限が切れるまでの存続期間（秒）

Device ID

近接デバイスの ID

Current neighbor state

ネイバーの現在のステート。ローカル デバイスおよび近接デバイスの
両方で UDLD が正常に稼働している場合、ネイバー ステートおよび
ローカル ステートは bidirectional です。リンクがダウンしているか、ま
たはネイバーが UDLD 対応でない場合、キャッシュ エントリは表示さ
れません。

Device name

ネイバーのデバイス名またはシステム シリアル番号。デバイス名が設
定されていない場合や、デフォルトの設定（スイッチ）の場合、シス
テムのシリアル番号が表示されます。

Port ID

UDLD に対してイネーブルに設定されたネイバーのポート ID

Neighbor echo 1 device

エコーの送信元であるネイバーのデバイス名

Neighbor echo 1 port

エコーの送信元であるネイバーのポート番号 ID

Message interval

ネイバーがアドバタイズ メッセージを送信する速度（秒）

CDP device name

CDP デバイス名またはシステム シリアル番号。デバイス名が設定され
ていない場合や、デフォルトの設定（スイッチ）の場合、システムの
シリアル番号が表示されます。
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次の例では、アグレッシブ モードが設定されている場合の show udld interface-id コマンドの出力を
示します。
Switch# show udld gigabitethernet1/0/1
Interface Gi1/0/1
--Port enable administrative configuration setting:Enabled / in aggressive mode
Port enable operational state:Enabled / in aggressive mode
Current bidirectional state:Unknown
Current operational state:Link down
Message interval:7
Time out interval:5
No neighbor cache information stored

関連コマンド

コマンド

説明

udld（グローバル コンフィギュ
レーション）

UDLD のアグレッシブまたはノーマル モードをイネーブル
にします。また、設定可能なメッセージ タイマー時間を設定
します。

udld（インターフェイス コンフィ 個々のインターフェイスで UDLD をイネーブルにするか、ま
ギュレーション）
たは光ファイバ ポートが udld グローバル コンフィギュレー
ション コマンドによってイネーブルにされるのを防ぎます。
udld reset
UDLD によってシャットダウンされたすべてのインターフェ
イスをリセットし、トラフィックが再び通過するのを許可し
ます。
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show version
ハードウェアおよびファームウェアのバージョン情報を表示するには、show version ユーザ EXEC
コマンドを使用します。
show version [ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

ユーザ EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。

例

次の例では、show version コマンドの出力を示します。

（注）

configuration register 情報は、show version 出力には表示されますが、スイッチでサポートさ
れていません。

Switch> show version
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) C3750ME Software (C3750ME-I5-M), Version 12.2(0.0.35)AX, CISCO DEVELOPMENT
Copyright (c) 1986-2003 by cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 13-Oct-03 13:45 by yenanh
Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x00A7C3F8
ROM: Bootstrap program is C3750 boot loader
BOOTLDR: C3750ME Boot Loader (C3750ME-HBOOT-M), Version 12.2 [jharrod-congo 100]
SwitchA uptime is 18 hours, 3 minutes
System returned to ROM by power-on
System image file is "flash:c3750me-i5-mz"
cisco 3750me-24-2-2 (PowerPC405) processor with 120822K/10240K bytes of memory.
Last reset from power-on
Bridging software.
Target IOS Version 12.2(14)AX
1 Virtual Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
24 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
4 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
The password-recovery mechanism is enabled.
（テキスト出力は省略）
1024K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
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show vlan
スイッチ上のすべての設定済み VLAN（仮想 LAN）または特定の VLAN（VLAN ID または名前を
指定した場合）のパラメータを表示するには、show vlan ユーザ EXEC コマンドを使用します。
show vlan [brief | dot1q tag native | id vlan-id | internal usage | mapping | name vlan-name |
private-vlan [type] | remote-span | summary] [ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

brief

（任意）VLAN ごとに VLAN 名、ステータス、およびポートを 1 行で表示
します。

dot1q tag native

（任意）802.1Q ネイティブ VLAN のタギング ステータスを表示します。

id vlan-id

（任意）VLAN ID 番号で特定された 1 つの VLAN に関する情報を表示しま
す。vlan-id では、指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。

internal usage

（任意）スイッチが内部的に使用する VLAN のリストを表示します。これ
らは、常に拡張範囲の VLAN（VLAN ID が 1006 ～ 4094）です。これらの
ID を持つ VLAN を vlan グローバル コンフィギュレーション コマンドで
作成するには、内部的に使用中の VLAN を削除する必要があります。

mapping

（任意）Enhanced Services（ES）ポートの VLAN マッピング情報（VLAN
マッピング テーブルの内容）を表示します。このコマンドは、特権 EXEC
モードでのみ使用可能です。

name vlan-name

（任意）VLAN 名で特定された 1 つの VLAN に関する情報を表示します。
VLAN 名は、1 ～ 32 文字の ASCII 文字列です。

private-vlan

（任意）プライマリおよびセカンダリ VLAN ID、タイプ（コミュニティ、
分離、またはプライマリ）、プライベート VLAN に属するポートなど、設
定済みプライベート VLAN の情報を表示します。スイッチが EMI を実行
している場合のみ、キーワードはサポートされます。

type

（任意）プライベート VLAN ID およびタイプのみを表示します。

remote-span

（任意）Remote SPAN（RSPAN）VLAN に関する情報を表示します。

summary

（任意）VLAN サマリー情報を表示します。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

（注）

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

ifindex および private-vlan キーワードはコマンドラインのヘルプ ストリングに表示されています
が、サポートされていません。

コマンド モード

ユーザ EXEC、特権 EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容

12.2(25)EY

private-vlan キーワードが追加されました。

このコマンドが導入されました。
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使用上のガイドライン

セカンダリ VLAN を定義する前にプライベート VLAN のセカンダリ VLAN をプライマリ VLAN に
関連付けようとすると、show vlan private-vlan コマンド出力にセカンダリ VLAN が含まれなくなり
ます。
show vlan private-vlan type コマンド出力では、normal として表示されるタイプは、プライベート
VLAN アソシエーションを保有するがプライベート VLAN の一部ではありません。たとえば、2 つ
の VLAN をプライマリおよびセカンダリ VLAN として定義し関連付けしたあとで、プライマリ
VLAN からアソシエーションを削除せずにセカンダリ VLAN 設定を削除した場合、セカンダリ
VLAN であった VLAN は、表示内で normal として示されます。show vlan private-vlan 出力では、
プライマリおよびセカンダリ VLAN のペアが non-operational として表示されます。
文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。

例

次の例では、show vlan コマンドの出力を示します。表 2-30 に、表示される各フィールドの説明を
示します。
Switch> show vlan
VLAN Name
Status
Ports
---- -------------------------------- --------- ------------------------------1
default
active
Fa1/0/1, Fa1/0/3, Fa1/0/4
Fa1/0/5, Fa1/0/6, Fa1/0/7
Fa1/0/8, Fa1/0/9, Fa1/0/10
Fa1/0/11, Fa1/0/12, Fa1/0/13
Fa1/0/14, Fa1/0/15, Fa1/0/16
Fa1/0/17, Fa1/0/18, Fa1/0/19
Fa1/0/20, Fa1/0/21, Fa1/0/22
Fa1/0/23, Fa1/0/24, Gi1/0/1
Gi1/0/2, Gi1/1/1, Gi1/1/2
30
VLAN0030
active
Fa1/0/2
50
VLAN0050
active
200 VLAN0200
active
300 VLAN0300
active
400 VLAN0400
active
1002 fddi-default
act/unsup
1003 token-ring-default
act/unsup
1004 fddinet-default
act/unsup
1005 trnet-default
act/unsup
VLAN
---1
30
50
200
300
400
1002
1003
1004
1005

Type
----enet
enet
enet
enet
enet
enet
fddi
tr
fdnet
trnet

SAID
---------100001
100030
100050
100200
100300
100400
101002
101003
101004
101005

MTU
----1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500

Parent
------

RingNo
------

BridgeNo
--------

Stp
---ieee
ibm

BrdgMode
--------

Trans1
-----0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Trans2
-----0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Remote SPAN VLANs
-----------------------------------------------------------------------------Primary Secondary Type

Ports

------- --------- ----------------- ------------------------------------------------ -------------------------
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表 2-30

show vlan コマンドの出力フィールド

フィールド

説明

VLAN

VLAN 番号

Name

VLAN の名前（設定されている場合）

Status

VLAN のステータス（active または suspend）

Ports

VLAN に属するポート

Type

VLAN のメディア タイプ

SAID

VLAN のセキュリティ アソシエーション ID

MTU

VLAN の最大伝送ユニット（Maximum Transmission Unit; MTU）サ
イズ

Parent

親 VLAN（存在する場合）

RingNo

VLAN のリング番号（該当する場合）

BrdgNo

VLAN のブリッジ番号（該当する場合）

Stp

VLAN で使用される Spanning-Tree Protocol（STP; スパニングツリー
プロトコル）タイプ

BrdgMode

こ の VLAN の ブ リ ッ ジ ン グ モ ー ド ― 可 能 な 値 は Source-Route
Bridge
（SRB; ソースルート ブリッジ）
および Source-Route Transparent
（SRT; ソースルート トランスペアレント）で、デフォルトは SRB で
す。

Trans1

トランスレーション ブリッジ 1

Trans2

トランスレーション ブリッジ 2

Remote SPAN VLANs

設定されている RSPAN VLAN を識別します。

Primary/Secondary/Type/Ports このリリースには適用されません。
次の例では、show vlan summary コマンドの出力を示します。
Switch> show vlan summary
Number of existing VLANs
: 45
Number of existing VTP VLANs
: 45
Number of existing extended VLANs : 0

次の例では、show vlan id コマンドの出力を示します。
Switch# show vlan id 2
VLAN Name
Status
Ports
---- -------------------------------- --------- ------------------------------2
VLAN0200
active
Fa1/0/17, Fa1/0/18, Fa1/0/21
Gi1/0/1
VLAN Type SAID
MTU
Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ -----2
enet 100002
1500 0
0
Remote SPAN VLAN
---------------Disabled
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次の例では、show vlan dot1q tag native コマンドの出力を示します。
Switch> show vlan dot1q tag native
dot1q native vlan tagging is disabled

次の例では、show vlan internal usage コマンドの出力を示します。VLAN 1025 と 1026 が、ファス
ト イーサネット ルーティング ポート 23 と 24 で、内部 VLAN として使用されていることを示して
います。これらの VLAN ID のいずれかを使用するには、まずルーティング ポートをシャットダウ
ンする必要があります。これにより、内部 VLAN が解放され、拡張範囲 VLAN が作成されます。
ルーティング ポートを開始すると、他の内部 VLAN 番号が割り当てられます。
次の例では、show vlan private-vlan コマンドの出力を示します。
Switch>
Primary
------10
10
10
20

show vlan
Secondary
--------501
502
503
25

private-vlan
Type
----------------isolated
community
non-operational3
isolated

20

30

community

20

35

community

20
2000

55
2500

non-operational
isolated

Ports
-----------------------------------------Gi3/0/3
Fa2/0/11
Fa1/0/13, Fa1/0/20, Fa1/0/22, Gi1/0/1, Fa2/0/13,
Fa2/0/22, Fa3/0/13, Fa3/0/14, Fa3/0/20, Gi3/0/1
Fa1/0/13, Fa1/0/20, Fa1/0/21, Gi1/0/1, Fa2/0/13,
Fa2/0/20, Fa3/0/14, Fa3/0/20, Fa3/0/21, Gi3/0/1
Fa1/0/13, Fa1/0/20, Fa1/0/23, Fa1/0/33. Gi1/0/1,
Fa2/0/13, Fa3/0/14, Fa3/0/20. Fa3/0/23, Fa3/0/33,
Gi3/0/1
Fa1/0/5, Fa1/0/10, Fa2/0/5, Fa2/0/10, Fa2/0/15

次の例では、show vlan private-vlan type コマンドの出力を示します。
Switch> show vlan private-vlan type
Vlan Type
---- ----------------10
primary
501 isolated
502 community
503 normal
Switch> show vlan internal usage
VLAN Usage
---- ------------1025 FastEthernet1/0/23
1026 FastEthernet1/0/24

次の例では、show vlan mapping コマンドの出力を示します。
Switch# show vlan mapping
Interface Gi1/1/1:
Outer VLAN
Inner VLAN
------------------10
20
10
10
21
11
30
11
31
50
51
Interface Gi1/1/2:
Outer VLAN
Inner VLAN
------------------11
11
30
11
31
80
90
-

Translated VLAN
--------------120
drop
121
130
131
60
61
Translated VLAN
--------------drop
130
131
800
900
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関連コマンド

コマンド
private-vlan

説明

switchport mode

ポートの VLAN メンバシップ モードを設定します。

vlan（グローバル コンフィギュ
レーション）

VLAN 1 ～ 4094 を設定できる config-vlan モードをイネーブ
ルにします。

VLAN をコミュニティ、分離、またはプライマリ VLAN と
して設定するか、プライマリ VLAN をセカンダリ VLAN と
関連付けます。

vlan（VLAN コンフィギュレーショ VLAN データベースの VLAN 特性を設定します。標準範囲
ン）
VLAN（VLAN ID 1 ～ 1005）の場合のみ使用できます。先
行ゼロは入力しないでください。

show vlan access-map
特定の VLAN（仮想 LAN）アクセス マップまたはすべての VLAN アクセス マップの情報を表示す
るには、show vlan access-map 特権 EXEC コマンドを使用します。
show vlan access-map [mapname] [ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

mapname

（任意）特定の VLAN アクセス マップ名

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。

例

次の例では、show vlan access-map コマンドの出力を示します。
Switch# show vlan access-map
Vlan access-map "SecWiz" 10
Match clauses:
ip address: SecWiz_Fa1/0_3_in_ip
Action:
forward

関連コマンド

コマンド
show vlan filter

説明

vlan access-map

VLAN パケット フィルタリング用の VLAN マップのエントリを作成します。

vlan filter

VLAN マップを 1 つまたは複数の VLAN に適用します。

すべての VLAN フィルタリングの情報、特定の VLAN または VLAN アクセ
ス マップの情報を表示します。
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show vlan filter
すべての VLAN（仮想 LAN）のフィルタリングの情報、特定の VLAN または VLAN アクセス マッ
プの情報を表示するには、show vlan filter 特権 EXEC コマンドを使用します。
show vlan filter [access-map name | vlan vlan-id] [ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

access-map name

（任意）指定の VLAN アクセス マップのフィルタリング情報を表示しま
す。

vlan vlan-id

（任意）指定の VLAN のフィルタリング情報を表示します。指定できる範
囲は 1 ～ 4094 です。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。

例

次の例では、show vlan filter コマンドの出力を示します。
Switch# show vlan filter
VLAN Map map_1 is filtering VLANs:
20-22

関連コマンド

コマンド
show vlan access-map

説明
特定の VLAN アクセス マップまたはすべての VLAN アクセス
マップの情報を表示します。

vlan access-map

VLAN パケット フィルタリング用の VLAN マップのエントリを
作成します。

vlan filter

VLAN マップを 1 つまたは複数の VLAN に適用します。
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show vmps
VLAN（仮想 LAN）Query Protocol（VQP）バージョン、再確認インターバル、再試行回数、VLAN
Membership Policy Server（VMPS; VLAN メンバシップ ポリシー サーバ）の IP アドレス、および現
在のサーバやプライマリ サーバを表示するには、キーワードを指定しないで show vmps ユーザ
EXEC コマンドを使用します。statistics キーワードを指定すると、クライアント側の統計情報が表
示されます。
show vmps [statistics] [ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

statistics

（任意）VQP のクライアント側統計情報およびカウンタを表示します。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

ユーザ EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。

例

次の例では、show vmps コマンドの出力を示します。
Switch> show vmps
VQP Client Status:
-------------------VMPS VQP Version:
1
Reconfirm Interval: 60 min
Server Retry Count: 3
VMPS domain server:
Reconfirmation status
--------------------VMPS Action:
other

次の例では、show vmps statistics コマンドの出力を示します。表 2-31 に、この例で表示される各
フィールドの説明を示します。
Switch> show vmps statistics
VMPS Client Statistics
---------------------VQP Queries:
0
VQP Responses:
0
VMPS Changes:
0
VQP Shutdowns:
0
VQP Denied:
0
VQP Wrong Domain:
0
VQP Wrong Version:
0
VQP Insufficient Resource: 0
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表 2-31

show vmps statistics のフィールドの説明

フィールド

説明

VQP Queries

クライアントから VMPS に送信されるクエリー数

VQP Responses

VMPS からクライアントに送信される応答数

VMPS Changes

サーバ間で VMPS を変更した回数

VQP Shutdowns

ポートをシャットダウンするために VMPS が応答を送信した回数。ク
ライアントはポートをディセーブルにし、このポート上のすべてのダイ
ナミック アドレスをアドレス テーブルから削除します。接続を復元す
るには、ポートを再び管理上のイネーブル状態にする必要があります。

VQP Denied

VMPS がセキュリティ上の理由からクライアント要求を拒否した回数。
VMPS の応答がアドレスを拒否した場合、そのアドレスでワークステー
ションとのフレーム伝送は実行されません（ポートが VLAN に割り当
てられている場合、ブロードキャストまたはマルチキャスト フレーム
がワークステーションに対して配信されます）。クライアントは拒否さ
れたアドレスをブロック済みアドレスとしてアドレス テーブルに保管
します。これにより、このワークステーションから受信した各新規パ
ケットに対するクエリーが、これ以上 VMPS に送信されなくなります。
エージング タイム内に、このワークステーションからこのポートに新
規パケットが着信しない場合、クライアントはアドレスを期限切れにし
ます。

VQP Wrong Domain

要求内の管理ドメインが VMPS の管理ドメインと一致しない回数。ポー
トの従来の VLAN 割り当ては変更されません。この応答は、サーバお
よびクライアントに同じ VTP 管理ドメインが設定されていないことを
意味します。

VQP Wrong Version

クエリー パケットのバージョン フィールドに、VMPS でサポートされ
ているバージョンよりも大きな値が格納されている回数。ポートの
VLAN 割り当ては変更されません。スイッチは VMPS バージョン 1 要
求のみを送信します。

VQP Insufficient Resource リソースのアベイラビリティに問題があるために、VMPS が要求に応答
できない回数。再試行制限に達していない場合、クライアントはサーバ
ごとの再試行回数に達したかどうかに応じて、同じサーバまたは次の代
替サーバに要求を再送信します。
関連コマンド

コマンド
clear vmps statistics

説明

vmps reconfirm（特権 EXEC）

VQP クエリーを送信して、VMPS でのすべてのダイナミック
VLAN 割り当てを再確認します。

vmps retry

VQP クライアントのサーバごとの再試行回数を設定します。

vmps server

プライマリ VMPS、および最大で 3 台のセカンダリ サーバを
設定します。

VQP クライアントに保持されている統計情報をクリアします。
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show vtp
VLAN Trunking Protocol（VTP; VLAN トランキング プロトコル）の管理ドメイン、ステータス、お
よびカウンタに関する一般情報を表示するには、show vtp ユーザ EXEC コマンドを使用します。
show vtp {counters | status} [ | {begin | exclude | include} expression]

シンタックスの説明

counters
status

スイッチの VTP 統計情報を表示します。
VTP 管理ドメインのステータスに関する一般情報を表示します。

| begin

（任意）expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude

（任意）expression と一致する行を表示から除外します。

| include

（任意）指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression

コマンド モード

ユーザ EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

参照ポイントとして使用する出力内の式です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。

例

次の例では、show vtp counters コマンドの出力を示します。表 2-32 に、表示される各フィールドの
説明を示します。
Switch> show vtp counters
VTP statistics:
Summary advertisements received
Subset advertisements received
Request advertisements received
Summary advertisements transmitted
Subset advertisements transmitted
Request advertisements transmitted
Number of config revision errors
Number of config digest errors
Number of V1 summary errors

:
:
:
:
:
:
:
:
:

0
0
0
0
0
0
0
0
0

VTP pruning statistics:
Trunk

Join Transmitted Join Received

Summary advts received from
non-pruning-capable device
---------------- ---------------- ---------------- --------------------------Fa1/0/17
0
0
0
Fa1/0/18
0
0
0
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表 2-32

show vtp counters のフィールドの説明

フィールド

説明

Summary advertisements received

トランク ポート上でこのスイッチが受信するサマリー アドバ
タイズの数。サマリー アドバタイズには、管理ドメイン名、コ
ンフィギュレーション リビジョン番号、更新タイムスタンプ
と ID、認証チェックサム、および関連するサブセット アドバ
タイズの数が含まれます。

Subset advertisements received

トランク ポート上でこのスイッチが受信するサブセット アド
バタイズの数。サブセット アドバタイズには、1 つまたは複数
の VLAN に関する情報がすべて含まれています。

Request advertisements received

トランク ポート上でこのスイッチが受信するアドバタイズ要
求の数。アドバタイズ要求は、通常、すべての VLAN 上に関
する情報を要求します。また、VLAN のサブセットに関する情
報も要求できます。

Summary advertisements transmitted トランク ポート上でこのスイッチが送信するサマリー アドバ
タイズの数。サマリー アドバタイズには、管理ドメイン名、コ
ンフィギュレーション リビジョン番号、更新タイムスタンプ
と ID、認証チェックサム、および関連するサブセット アドバ
タイズの数が含まれます。
Subset advertisements transmitted

トランク ポート上でこのスイッチが送信するサブセット アド
バタイズの数。サブセット アドバタイズには、1 つまたは複数
の VLAN に関する情報がすべて含まれています。

Request advertisements transmitted

トランク ポート上でこのスイッチが送信するアドバタイズ要
求の数。アドバタイズ要求は、通常、すべての VLAN 上に関
する情報を要求します。また、VLAN のサブセットに関する情
報も要求できます。

Number of configuration revision
errors

リビジョン エラーの数。
新しい VLAN の定義、既存 VLAN の削除、中断、または再開、
あるいは既存 VLAN のパラメータ変更を行うと、スイッチの
コンフィギュレーション リビジョン番号が増加します。
リビジョン番号がスイッチのリビジョン番号と一致するにも
かかわらず、MD5 ダイジェスト値が一致しないアドバタイズ
をスイッチが受信すると、リビジョン エラーが増加します。こ
のエラーは、2 つのスイッチの VTP パスワードが異なるか、ま
たはスイッチの設定が異なることを意味します。
これらのエラーが発生した場合、スイッチは着信アドバタイズ
のフィルタリング中であり、ネットワーク内で VTP データ
ベースが同期しなくなります。
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表 2-32

show vtp counters のフィールドの説明（続き）

フィールド

説明

Number of configuration digest
errors

MD5 ダイジェスト エラーの数。
サマリー パケット内の MD5 ダイジェストと、計算された受信
済みアドバタイズの MD5 ダイジェストが一致しない場合は、
ダイジェスト エラーが増加します。このエラーは、通常、2 つ
のスイッチの VTP パスワードが異なることを意味します。こ
の問題を解決するには、すべてのスイッチで VTP パスワード
が同じになるようにします。
これらのエラーが発生した場合、スイッチは着信アドバタイズ
のフィルタリング中であり、ネットワーク内で VTP データ
ベースが同期しなくなります。

Number of V1 summary errors

バージョン 1 エラーの数
VTP V2 モードのスイッチが VTP バージョン 1 フレームを受信
すると、バージョン 1 サマリー エラーが増加します。これら
のエラーは、少なくとも 1 つの近接スイッチ上で VTP バー
ジョン 1 が稼働しているか、または V2 モードがディセーブル
の状態で VTP バージョン 2 が稼働していることを意味しま
す。この問題を解決するには、VTP V2 モードのスイッチの設
定をディセーブルに変更します。

Join Transmitted

トランク上で送信された VTP プルーニング メッセージの数

Join Received

トランク上で受信された VTP プルーニング メッセージの数

Summary Advts Received from
non-pruning-capable device

トランク上で受信された、プルーニングをサポートしていない
デバイスからの VTP サマリー メッセージの数

次の例では、show vtp status コマンドの出力を示します。表 2-33 に、表示される各フィールドの説
明を示します。
Switch> show vtp status
VTP Version
: 2
Configuration Revision
: 39
Maximum VLANs supported locally : 1005
Number of existing VLANs
: 10
VTP Operating Mode
: Server
VTP Domain Name
:
VTP Pruning Mode
: Disabled
VTP V2 Mode
: Disabled
VTP Traps Generation
: Disabled
MD5 digest
: 0x77 0x26 0x9F 0x96 0x03 0x7D 0xFC 0xB2
Configuration last modified by 10.89.152.146 at 3-1-93 00:04:30
Local updater ID is 10.89.152.146 on interface Vl1 (lowest numbered VLAN interf)

表 2-33

show vtp status のフィールドの説明

フィールド

説明

VTP Version

スイッチ上で稼働している VTP バージョンを表示します。デフォル
トでは、スイッチはバージョン 1 を実行しますが、バージョン 2 に
設定することもできます。

Configuration Revision

このスイッチの現在のコンフィギュレーション リビジョン番号

Maximum VLANs Supported
Locally

ローカルにサポートされている VLAN の最大数
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show vtp

表 2-33

show vtp status のフィールドの説明（続き）

フィールド

説明

Number of Existing VLANs

既存の VLAN 数

VTP Operating Mode

VTP 動作モード（Server、Client、または Transparent）を表示します。
Server ― VTP サーバ モードのスイッチは VTP に対してイネーブル
であり、アドバタイズを送信します。スイッチで VLAN を設定する
ことができます。このスイッチを使用すると、起動後に、現在の VTP
データベース内のすべての VLAN 情報を、NVRAM（不揮発性 RAM）
から復元できます。デフォルトでは、すべてのスイッチが VTP サー
バです。

（注）

スイッチがコンフィギュレーションを NVRAM に書き込ん
でいる間に障害を検出し、NVRAM が機能するまでサーバ
モードに戻ることができない場合、スイッチは VTP サーバ
モードから VTP クライアント モードに自動的に移行しま
す。

Client ― VTP クライアント モードのスイッチは VTP に対してイ
ネーブルであり、アドバタイズを送信できますが、VLAN コンフィ
ギュレーションを格納するために必要な不揮発性ストレージがあり
ません。スイッチで VLAN を設定することはできません。VTP クラ
イアントが起動すると、VTP クライアントはその VLAN データベー
スを初期化するアドバタイズを受信するまで、VTP アドバタイズを
送信しません。
Transparent ― VTP 透過モードのスイッチは、VTP に対してディセー
ブルであり、アドバタイズの送信や、他のデバイスから送信された
アドバタイズの学習を行いません。また、ネットワーク内の他のデ
バイスの VLAN 設定にも影響しません。スイッチは VTP アドバタイ
ズを受信し、アドバタイズを受信したトランク ポートを除くすべて
のトランク ポートにこれを転送します。
VTP Domain Name

スイッチの管理ドメインを特定する名前

VTP Pruning Mode

プルーニングがイネーブルかまたはディセーブルかを表示します。
VTP サーバでプルーニングをイネーブルにすると、管理ドメイン全
体でプルーニングが有効になります。プルーニングを使用すると、
トラフィックが適切なネットワーク デバイスにアクセスするために
使用しなければならないトランク リンクへのフラッディング トラ
フィックが制限されます。

VTP V2 Mode

VTP バージョン 2 モードがイネーブルかどうかを表示します。すべ
ての VTP バージョン 2 スイッチは、デフォルトでバージョン 1 モー
ドで動作します。各 VTP スイッチは他のすべての VTP デバイスの
機能を自動的に検出します。VTP デバイス ネットワーク内のすべて
の VTP スイッチがバージョン 2 モードで動作可能な場合のみ、ネッ
トワークをバージョン 2 に設定してください。

VTP Traps Generation

VTP トラップをネットワーク管理ステーションに送信するかどうか
を表示します。

MD5 Digest

VTP コンフィギュレーションの 16 バイト チェックサム

Configuration Last Modified

最後に行った設定変更の日付と時刻を表示します。データベースの
設定変更の原因となったスイッチの IP アドレスを表示します。
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関連コマンド

コマンド
clear vtp counters

説明

vtp（グローバル コンフィギュレー
ション）

VTP のファイル名、インターフェイス名、ドメイン名、お
よびモードを設定します。

vtp（VLAN コンフィギュレーショ
ン）

VTP のドメイン名、パスワード、プルーニング、およびモー
ドを設定します。

VTP およびプルーニング カウンタをクリアします。
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shutdown
インターフェイスをディセーブルにするには、shutdown インターフェイス コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用します。ディセーブル状態のインターフェイスを再開するには、このコマンドの
no 形式を使用します。
shutdown
no shutdown

シンタックスの説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

インターフェイスのデフォルトはディセーブルです。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

ポートに shutdown コマンドを入力すると、転送が停止されます。ポートをイネーブルにするには、
no shutdown コマンドを使用します。
削除、中断、またはシャットダウンされた VLAN（仮想 LAN）に割り当てられているスタティック
アクセス ポートに no shutdown コマンドを使用しても、無効です。ポートを再びイネーブルにする
には、まずポートをアクティブ VLAN のメンバーにする必要があります。
shutdown コマンドは指定のインターフェイス上のすべての機能をディセーブルにします。
また、このコマンドはインターフェイスを利用できない状態としてマーキングします。インター
フェイスがディセーブルかどうかを確認するには、show interfaces 特権 EXEC コマンドを使用しま
す。シャットダウンされたインターフェイスは、管理上のダウンとして画面に表示されます。

例

次の例では、ポートをディセーブルにし、次に再びイネーブルにする方法を示します。
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config-if)# shutdown
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config-if)# no shutdown

設定を確認するには、show interfaces 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
show interfaces

説明
すべてのインターフェイスまたは特定のインターフェイスに対する統計
情報を表示します。
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shutdown vlan
指定の VLAN（仮想 LAN）上のローカル トラフィックをシャットダウン（中断）するには、shutdown
vlan グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。VLAN のローカル トラフィック
を再開するには、このコマンドの no 形式を使用します。
shutdown vlan vlan-id
no shutdown vlan vlan-id

シンタックスの説明

vlan-id

デフォルト

デフォルトは定義されていません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

ローカルにシャットダウンする VLAN の ID です。
使用できる範囲は 2 ～ 1001
です。VLAN Trunking Protocol（VTP; VLAN トランキング プロトコル）環境
のデフォルト VLAN として定義された VLAN、および拡張範囲 VLAN（ID が
1005 を超える VLAN）は、シャットダウンできません。デフォルトの VLAN
は 1 および 1002 ～ 1005 です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

shutdown vlan コマンドは、VTP データベース内の VLAN 情報を変更しません。トラフィックは
ローカルにシャットダウンされますが、スイッチは VTP 情報をアドバタイズします。

例

次の例では、VLAN 2 のトラフィックをシャットダウンする方法を示します。
Switch(config)# shutdown vlan 2

設定を確認するには、show vlan 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド

説明

shutdown（config-vlan モード）

config-vlan モード
（vlan vlan-id グローバル コンフィギュレー
ション コマンドで開始）の場合に、VLAN のローカル トラ
フィックをシャットダウンします。

vlan database

VLAN コンフィギュレーションモードを開始します。

Catalyst 3750 Metro スイッチ コマンド リファレンス
OL-9645-04-J

2-517

第2章

Catalyst 3750 Metro スイッチ Cisco IOS コマンド

snmp mib rep trap-rate

snmp mib rep trap-rate
リンク動作ステータスまたはポート ロールに変更がある場合に Resilient Ethernet Protocol（REP）
SNMP トラップを送信するように設定するには、snmp mib rep tra-rate グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。REP トラップの送信をディセーブルにする場合は、このコマン
ドの no 形式を使用します。
snmp mib rep trap-rate value
no snmp mib rep trap-rate

シンタックスの説明

trap-ratevalue

デフォルト

REP トラップの送信はディセーブルです。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(40)SE

1 秒ごとに送信する REP トラップの数を指定します。指定できる範囲は 0 ～
1000 です。デフォルトは 0（制限はなく、トラップをすべての発生原因に対
して送信）です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用して、リンク動作ステータス変更およびポート ロール変更に対応する REP 固
有トラップの送信をスイッチでイネーブルにします。

例

次の例では、1 秒ごとに 10 の割合で REP トラップを送信するようにスイッチを設定することを示
します。
Switch(config)# snmp mib rep trap-rate 10

関連コマンド

コマンド
show running config

説明
REP トラップが設定されていることを確認します。
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snmp-server enable traps
さまざまなトラップの SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）通知をイネーブルにするか、ま
たは NMS（Network Management System; ネットワーク管理システム）に要求を通知するには、
snmp-server enable traps グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。デフォルト
設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
snmp-server enable traps [bgp | bridge | cluster | config | copy-config | entity | envmon [fan |
shutdown | supply | temperature] | flash| hsrp | ipmulticast | mac-notification | msdp | ospf
[cisco-specific | errors | lsa | rate-limit | retransmit | state-change] | pim [invalid-pim-message |
neighbor-change | rp-mapping-change] | mac-notification | port-security [trap-rate value] | rtr |
rsvp | snmp [authentication | coldstart | linkdown | linkup | warmstart] | storm-control trap-rate
value | stpx | syslog | tty | vlancreate | vlandelete | vlan-membership | vtp]
no snmp-server enable traps [bgp | bridge | cluster | config | copy-config | entity | envmon [fan |
shutdown | supply | temperature] | flash| hsrp | ipmulticast | mac-notification | msdp | ospf
[cisco-specific | errors | lsa | rate-limit | retransmit | state-change] | pim [invalid-pim-message |
neighbor-change | rp-mapping-change] | mac-notification | port-security [trap-rate] | rtr | rsvp
| snmp [authentication | coldstart | linkdown | linkup | warmstart] | storm-control trap-rate value
| stpx | syslog |tty | vlancreate | vlandelete | vlan-membership | vtp]

シンタックスの説明

bgp

（任意）Border Gateway Protocol（BGP）ステート変更トラップをイネー
ブルにします。

bridge

（任意）Spanning-Tree Protocol（STP; スパニングツリー プロトコル）
ブリッジ MIB（管理情報ベース）トラップを生成します。

cluster

（任意）クラスタ トラップをイネーブルにします。

config

（任意）SNMP 設定トラップをイネーブルにします。

copy-config

（任意）SNMP コピー設定トラップをイネーブルにします。

entity

（任意）SNMP エンティティ トラップをイネーブルにします。

envmon

（任意）環境モニタ トラップを生成します。

fan

（任意）環境ファン トラップを生成します。

shutdown

（任意）環境モニタ シャットダウン トラップを生成します。

supply

（任意）環境モニタ電源装置トラップを生成します。

temperature

（任意）環境モニタ温度トラップを生成します。

flash

（任意）SNMP FLASH 通知をイネーブルにします。

hsrp

（任意）Hot Standby Router Protocol（HSRP; ホットスタンバイ ルータ
プロトコル）トラップをイネーブルにします。

ipmulticast

（任意）IP マルチキャスト ルーティング トラップをイネーブルにしま
す。

mac-notification

（任意）MAC アドレス通知トラップをイネーブルにします。

mdsp

（任意）Multicast Source Discovery Protocol（MSDP）トラップをネーブ
ルにします。
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ospf [cisco-specific | errors | （任意）Open Shortest Path First（OSPF）トラップをイネーブルにしま
lsa | rate-limit | retransmit | す。キーワードの意味は次のとおりです。
state-change]
• cisco-specific ― （任意）シスコ固有のトラップをイネーブルにし
ます。
•

errors ― （任意）エラー トラップをイネーブルにします。

•

lsa ― （任意）Link-State Advertisement（LSA; リンクステートア
ドバタイズメント）トラップをイネーブルにします。

•

rate-limit ― （任意）速度制限トラップをイネーブルにします。

•

retransmit ― （任意）パケット再送信トラップをイネーブルにし
ます。

•

state-change ― （任意）ステート変更トラップをイネーブルにし
ます。

pim

（任意）Protocol-Independent Multicast（PIM）トラップをネーブルにし
ます。

invalid-pim-message

（任意）無効な PIM メッセージ トラップをイネーブルにします。

neighbor-change

（任意）PIM ネイバー変更トラップをイネーブルにします。

rp-mapping-change

（任意）Rendezvous Point（RP; ランデブー ポイント）マッピング変更
トラップをイネーブルにします。

mac-notification

（任意）MAC アドレス通知トラップをイネーブルにします。

port-security

（任意）SNMP ポート セキュリティ トラップをイネーブルにします。

trap-rate value

（任意）秒単位で送信するポート セキュリティ トラップの最大数を設
定します。指定できる範囲は 0 ～ 1000 です。デフォルトは 0（制限
はなく、トラップをすべての発生原因にたいして送信）です。

rsvp

（任意）Resource Reservation Protocol（RSVP; リソース予約プロトコル）
フロー変更トラップをイネーブルにします。

rtr

（任意）SNMP Response Time Reporter トラップをイネーブルにします。

snmp

（任意）SNMP トラップをイネーブルにします。

authentication

（任意）認証トラップをイネーブルにします。

coldstart

（任意）コールド スタート トラップをイネーブルにします。

linkdown

（任意）リンクダウン トラップをイネーブルにします。

linkup

（任意）リンクアップ トラップをイネーブルにします。

warmstart

（任意）ウォーム スタート トラップをイネーブルにします。

storm-control trap-rate
value

（任意）ストーム制御トラップをイネーブルにします。秒単位で送信
されるストーム制御トラップの最大数を設定するには、trap-rate キー
ワードを使用します。指定できる範囲は 0 ～ 1000 です。デフォルト
は 0（制限はなく、トラップをすべての発生原因に対して送信）です。

stpx

（任意）SNMP STPX MIB トラップをイネーブルにします。

Syslog

（任意）SNMP Syslog トラップをイネーブルにします。

tty

（任意）TCP 接続トラップを送信します。デフォルトでイネーブルに
なっています。

vlan-membership

（任意）SNMP VLAN（仮想 LAN）メンバシップ トラップをイネーブ
ルにします。

vlancreate

（任意）SNMP VLAN 作成トラップをイネーブルにします。

vlandelete

（任意）SNMP VLAN 削除トラップをイネーブルにします。

vtp

（任意）VLAN Trunking Protocol（VTP; VLAN トランキング プロトコ
ル）トラップをイネーブルにします。
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（注）

snmp-server enable informs コマンドはコマンドラインのヘルプ ストリングに表示されていますが、
機能しません。SNMP 情報通知の送信をイネーブルにするには、snmp-server enable traps コマンド
と snmp-server host host-addr informs コ マ ン ド の 組 み 合 わ せ を 使 用 し ま す。fru-control、flash
insertion、および flash removal キーワードは、表示されていますが、サポートされていません。

デフォルト

SNMP トラップの送信をディセーブルにします。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容

12.2(25)EY

ipmulticast、msdp、ospf [cisco-specific | errors | lsa | rate-limit | retransmit |
state-change]、pim [invalid-pim-message | neighbor-change |
rp-mapping-change]、tty、および storm-control trap-rate キーワードが追
加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドが導入されました。

snmp-server host グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、トラップを受信するホ
スト（NMS）を指定します。トラップ タイプを指定しない場合は、すべてのトラップ タイプが送
信されます。
snmp-server enable traps コマンドは、トラップまたは情報がサポートされている場合に、これらの
送信をイネーブルにします。

（注）

SNMPv1 では、情報はサポートされていません。

複数のトラップ タイプをイネーブルにするには、トラップ タイプごとに snmp-server enable traps
コマンドを個別に入力する必要があります。
例

次の例では、NMS に VTP トラップを送信する方法を示します。
Switch(config)# snmp-server enable traps vtp

設定を確認するには、show vtp status 特権 EXEC コマンド、または show running-config 特権 EXEC
コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
show running-config

説明
稼働設定を表示します。構文情報については、次の URL の「Cisco IOS
Release 12.2 Command Reference」に表示されるページを参照してくださ
い。
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1835/prod_command_re
ference_list.html
「Cisco IOS Commands Master List, Release 12.2」を選択するとコマンド
が表示されます。

snmp-server host

SNMP トラップを受信するホストを指定します。
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snmp-server host
SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）通知処理の受信側（ホスト）を指定するには、snmp-server
host グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。指定されたホストを削除するに
は、このコマンドの no 形式を使用します。
snmp-server host host-addr [informs | traps] [version {1 | 2c | 3 {auth | noauth| priv}] [vrf
vrf-instance] {community-string [notification-type]}
no snmp-server host host-addr [informs | traps] [version {1 | 2c | 3 {auth | noauth | priv}}]
community-string

シンタックスの説明

host-addr

ホストの名前またはインターネット アドレス（ターゲットとなる受信側）
です。

informs | traps

（任意）このホストに SNMP トラップまたは情報を送信します。

version 1 | 2c | 3

（任意）トラップの送信に使用される SNMP のバージョン
次のキーワードがサポートされています。
1 ― SNMPv1。情報の場合は、このオプションを使用できません。
2c ― SNMPv2C
3 ― SNMPv3。バージョン 3 キーワードのあとに、次に示すオプション
キーワードを指定できます。
•

auth（任意）
。MD5 および Secure Hash Algorithm（SHA）によるパケッ
ト認証をイネーブルにします。

•

noauth（デフォルト）― noAuthNoPriv というセキュリティ レベルで
す。[auth | noauth | priv] キーワードが指定されていない場合は、これ
がデフォルトです。

•

priv（任意）― データ暗号化規格によるパケット暗号化（privacy とも
呼ばれる）をイネーブルにします。

（注）
vrf vrf-instance
community-string

priv キーワードは、暗号化ソフトウェア イメージがインストール
されている場合のみ利用可能です。

（任意）Virtual Private Network（VPN; バーチャル プライベート ネットワー
ク）ルーティング インスタンスおよびこのホストの名前
通知処理によって送信されるパスワードと類似したコミュニティ ストリ
ングです。snmp-server host コマンドを使用してこのストリングを設定で
きますが、このストリングを定義するには、snmp-server community グロー
バル コンフィギュレーション コマンドを使用し、次に snmp-server host コ
マンドを使用することを推奨します。
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notification-type

（注）

（任意）ホストに送信される通知のタイプ。タイプが指定されていない場
合、すべての通知が送信されます。通知タイプには、次のキーワードの 1
つまたは複数を指定できます。
•

bgp ― Border Gateway Protocol（BGP; ボーダー ゲートウェイ プロトコ
ル）ステート変更トラップを送信します。このキーワードは、スタッ
ク マスターに拡張マルチレイヤ イメージがインストールされている
場合だけ使用できます。

•

bridge ― SNMP Spanning-Tree Protocol（STP; スパニングツリー プロト
コル）ブリッジ MIB（管理情報ベース）トラップを送信します。

•

cluster ― クラスタ メンバー ステータス トラップを送信します。

•

config ― SNMP 設定トラップを送信します。

•

copy-config ― SNMP コピー設定トラップを送信します。

•

entity ― SNMP エンティティ トラップを送信します。

•

envmon ― 環境モニタ トラップを送信します。

•

flash ― SNMP FLASH 通知を送信します。

•

hsrp ― SNMP Hot Standby Router Protocol（HSRP; ホットスタンバイ
ルータ プロトコル）トラップを送信します。

•

ipmulticast ― SNMP IP マルチキャスト ルーティング トラップを送信
します。

•

mac-notification ― SNMP MAC（メディア アクセス制御）通知トラッ
プを送信します。

•

msdp ― SNMP Multicast Source Discovery Protocol（MSDP）トラップを
送信します。

•

ospf ― Open Shortest Path First（OSPF）トラップを送信します。

•

pim ― SNMP Protocol-Independent Multicast（PIM）トラップを送信し
ます。

•

port-security ― SNMP ポートセキュリティ トラップを送信します。

•

rtr ― SNMP Response Time Reporter トラップを送信します。

•

snmp ― SNMP タイプ トラップを送信します。

•

storm-control ― SNMP ストーム制御トラップを送信します。

•

stpx ― SNMP STP 拡張 MIB トラップを送信します。

•

syslog ― SNMP Syslog トラップを送信します。

•

tty ― TCP 接続トラップを送信します。

•

udp-port port ― トラップを受信するホストの User Datagram Protocol
（UDP; ユーザ データグラム プロトコル）ポート番号を設定します。指
定できる範囲は 0 ～ 65535 です。

•

vlan-membership ― SNMP VLAN（仮想 LAN）メンバシップ トラップ
を送信します。

•

vlancreate ― SNMP VLAN 作成トラップを送信します。

•

vlandelete ― SNMP VLAN 削除トラップを送信します。

•

vtp ― SNMP VLAN Trunking Protocol（VTP; VLAN トランキング プロ
トコル）トラップを送信します。

fru-ctrl キーワードは、コマンドラインのヘルプ ストリングには表示されていますが、サポートさ
れていません。
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デフォルト

このコマンドは、デフォルトではディセーブルです。通知は送信されません。
キーワードを指定しないでこのコマンドを入力した場合は、デフォルトで、すべてのトラップ タイ
プがホストに送信されます。情報はこのホストに送信されません。
version キーワードがない場合、デフォルトはバージョン 1 になります。
バージョン 3 を選択し、認証キーワードを入力しなかった場合は、デフォルトで noauth
（noAuthNoPriv）セキュリティ レベルになります。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容

12.2(25)EY

ipmulticast、msdp、pim、storm-control、および vrf vrf-instance キーワー
ドが追加されました。コマンド構文が変更されました。

使用上のガイドライン

このコマンドが導入されました。

SNMP 通知は、トラップまたは情報要求として送信できます。トラップを受信しても受信側は確認
応答を送信しないため、トラップは信頼できません。送信側は、トラップが受信されたかどうかを
判別できません。ただし、情報要求を受信した SNMP エンティティは、SNMP 応答 PDU を使用し
てメッセージに確認応答します。送信側が応答を受信しなかった場合は、再び情報要求を送信でき
ます。したがって、情報が目的の宛先に到達する可能性が高まります。
ただし、情報はエージェントおよびネットワークのリソースを余計に消費します。送信と同時に廃
棄されるトラップと異なり、情報要求は応答を受信するまで、または要求がタイムアウトになるま
で、メモリ内に保持する必要があります。また、トラップの送信は 1 回限りですが、情報は数回に
わたって再試行が可能です。再試行によってトラフィックが増え、ネットワークのオーバーヘッド
が大きくなります。
snmp-server host コマンドを入力しなかった場合は、通知が送信されません。SNMP 通知を送信す
るようにスイッチを設定するには、少なくとも 1 つの snmp-server host コマンドを入力する必要が
あります。キーワードを指定しないでこのコマンドを入力した場合は、ホストに対してすべてのト
ラップ タイプがイネーブルになります。複数のホストをイネーブルにするには、ホストごとに
snmp-server host コマンドを個別に入力する必要があります。ホストごとのコマンドでは、複数の
通知タイプを指定することができます。
ローカル ユーザがリモート ホストと関連付けられていない場合、スイッチは auth（authNoPriv）お
よび priv（authPriv）認証レベルの情報を送信しません。
同じホストおよび同じ種類の通知に対して複数の snmp-server host コマンドを指定した場合は、あ
とのコマンドによって前のコマンドが上書きされます。最後の snmp-server host コマンドのみが有
効です。たとえば、ホストに snmp-server host inform を入力してから、同じホストに別の snmp-server
host inform コマンドを入力した場合は、2 番めのコマンドによって最初のコマンドが置き換えられ
ます。
snmp-server host コマンドは、snmp-server enable traps グローバル コンフィギュレーション コマン
ドと組み合わせて使用します。グローバルに送信される SNMP 通知を指定するには、snmp-server
enable traps コマンドを使用します。1 つのホストが大部分の通知を受信する場合は、このホストに
対して、少なくとも 1 つの snmp-server enable traps コマンドおよび snmp-server host コマンドをイ
ネーブルにする必要があります。一部の通知タイプは、snmp-server enable traps コマンドで制御で
きません。たとえば、ある通知タイプは常にイネーブルですが、別の通知タイプはそれぞれ異なる
コマンドによってイネーブル化されます。
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キーワードを指定しないで no snmp-server host コマンドを使用すると、ホストへのトラップはディ
セーブルになりますが、情報はディセーブルになりません。情報をディセーブルにするには、no
snmp-server host informs コマンドを使用してください。

例

次の例では、トラップに対して一意の SNMP コミュニティ ストリング comaccess を設定し、このス
トリングによる、アクセスリスト 10 を介した SNMP ポーリング アクセスを禁止します。
Switch(config)# snmp-server community comaccess ro 10
Switch(config)# snmp-server host 172.20.2.160 comaccess
Switch(config)# access-list 10 deny any

次の例では、名前 myhost.cisco.com で指定されたホストに SNMP トラップを送信する方法を示しま
す。コミュニティ ストリングは、comaccess として定義されています。
Switch(config)# snmp-server enable traps
Switch(config)# snmp-server host myhost.cisco.com comaccess snmp

次の例では、コミュニティ ストリング public を使用して、
すべてのトラップをホスト myhost.cisco.com
に送信するようにスイッチをイネーブルにする方法を示します。
Switch(config)# snmp-server enable traps
Switch(config)# snmp-server host myhost.cisco.com public

設定を確認するには、show running-config 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
show running-config

説明
稼働設定を表示します。構文情報については、次の URL の「Cisco
IOS Release 12.2 Command Reference」に表示されるページを参照して
ください。
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1835/prod_command_
reference_list.html
「Cisco IOS Commands Master List, Release 12.2」を選択するとコマン
ドが表示されます。

snmp-server enable traps

各トラップ タイプまたは情報要求の SNMP 通知をイネーブルにしま
す。
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snmp trap mac-notification
特定のレイヤ 2 のインターフェイスで、SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）MAC（メディ
ア アクセス制御）アドレス通知トラップをイネーブルにするには、snmp trap mac-notification イン
ターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、この
コマンドの no 形式を使用します。
snmp trap mac-notification {added | removed}
no snmp trap mac-notification {added | removed}

シンタックスの説明

added

MAC アドレスがインターフェイスに追加されるたびに、MAC 通知トラップ
をイネーブルにします。

removed

MAC アドレスがインターフェイスから削除されるたびに、MAC 通知トラッ
プをイネーブルにします。

デフォルト

デフォルトでは、アドレス追加および削除に対するトラップは両方ディセーブルです。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

snmp trap mac-notification コマンドを使用して、特定のインターフェイスの通知トラップをイネー
ブルにできますが、トラップが生成されるのは、snmp-server enable traps mac-notification および
mac address-table notification グローバル コンフィギュレーション コマンドをイネーブルにした場
合のみです。

例

次の例では、MAC アドレスがポートに追加されたときに MAC 通知トラップをイネーブルにする方
法を示します。
Switch(config)# interface fastethernet1/0/4
Switch(config-if)# snmp trap mac-notification added

設定を確認するには、show mac address-table notification interface 特権 EXEC コマンドを入力しま
す。

関連コマンド

コマンド
clear mac address-table notification

説明

mac address-table notification

MAC アドレス通知機能をイネーブルにします。

show mac address-table notification

interface キーワードが追加されると、すべてのインター
フェイスまたは指定されたインターフェイスに対する
MAC アドレス通知設定を表示します。

snmp-server enable traps

mac-notification キ ー ワ ー ド が 追 加 さ れ た 場 合 に SNMP
MAC 通知トラップを送信します。

MAC アドレス通知グローバル カウンタをクリアします。
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spanning-tree backbonefast
BackboneFast 機能をイネーブルにするには、spanning-tree backbonefast グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。デフォルト設定に戻す場合は、このコマンドの no 形式を使用
します。
spanning-tree backbonefast
no spanning-tree backbonefast

シンタックスの説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

BackboneFast はディセーブルです。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

Rapid-PVST+ または Multiple Spanning-Tree（MST）モードの BackboneFast 機能を設定できますが、
スパニングツリー モードを PVST+ に変更するまで、機能はディセーブル（非アクティブ）のまま
です。
スイッチ上のルート ポートまたはブロックド ポートが指定のスイッチから下位 Bridge Protocol
Data Unit（BPDU; ブリッジ プロトコル データ ユニット）を受信すると、BackboneFast が開始しま
す。下位 BPDU は、ルート ブリッジと指定スイッチの両方を宣言しているスイッチを識別します。
スイッチが下位 BPDU を受信した場合、そのスイッチが直接接続されていないリンク（間接リン
ク）で障害が発生したことを意味します（指定スイッチとルート スイッチ間の接続が切断されてい
ます）。ルート スイッチへの代替パスがある場合に BackboneFast を使用すると、下位 BPDU を受信
するポートの最大エージング タイムが期限切れになり、ブロックされた ポートをただちにリスニ
ング ステートに移行できます。その後、BackboneFast はポートをフォワーディング ステートに移
行させます。詳細については、このリリースに対応するソフトウェア コンフィギュレーション ガ
イドを参照してください。
間接リンク障害を検出できるようにしたり、スパニングツリーの再認識をより短時間で開始するに
は、サポートされるすべてのスイッチで BackboneFast をイネーブルにしてください。

例

次の例では、スイッチ上で BackboneFast をイネーブルにする方法を示します。
Switch(config)# spanning-tree backbonefast

設定を確認するには、show spanning-tree summary 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
show spanning-tree summary

説明
スパニングツリー ポート ステートのサマリーを表示します。
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spanning-tree bpdufilter
インターフェイスでの Bridge Protocol Data Unit（BPDU; ブリッジ プロトコル データ ユニット）の
送受信を禁止するには spanning-tree bpdufilter インターフェイス コンフィギュレーション コマン
ドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
spanning-tree bpdufilter {disable | enable}
no spanning-tree bpdufilter

シンタックスの説明

disable

指定されたインターフェイス上で BPDU フィルタリングをディセーブルにし
ます。

enable

指定されたインターフェイス上で BPDU フィルタリングをイネーブルにしま
す。

デフォルト

BPDU フィルタリングはディセーブルです。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

注意

変更内容
このコマンドが導入されました。

スイッチが Per-VLAN（仮想 LAN）Spanning-Tree Plus（PVST+）モード、Rapid-PVST+ モード、ま
たは Multiple Spanning-Tree（MST）モードで稼働している場合は、BPDU フィルタリング機能をイ
ネーブルにできます。

BPDU フィルタリングを特定のインターフェイス上でイネーブルにすることは、そのインターフェ
イス上でスパニングツリーをディセーブルにすることと同じであり、スパニングツリー ループが
発生することがあります。

すべての PortFast 対応インターフェイス上で BPDU フィルタリングをグローバルにイネーブルにす
るには、spanning-tree portfast bpdufilter default グローバル コンフィギュレーション コマンドを使
用します。
spanning-tree portfast bpdufilter default グローバル コンフィギュレーション コマンドの設定を上書
きするには、spanning-tree bpdufilter インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用し
ます。

例

次の例では、ポートで BPDU フィルタリングをイネーブルにする方法を示します。
Switch(config)# interface fastethernet1/0/1
Switch(config-if)# spanning-tree bpdufilter enable

設定を確認するには、show running-config 特権 EXEC コマンドを入力します。
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関連コマンド

コマンド
show running-config

説明
稼働設定を表示します。構文情報については、次の URL の
「Cisco IOS Release 12.2 Command Reference」に 表示 さ れ る
ページを参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1835/prod_
command_reference_list.html
「Cisco IOS Commands Master List, Release 12.2」を選択する
とコマンドが表示されます。

spanning-tree portfast（グローバル
コンフィギュレーション）

PortFast 対応インターフェイス上で BPDU フィルタリング
機能または BPDU ガード機能をグローバルにイネーブルに
するか、またはすべての非トランク インターフェイスで
PortFast 機能をイネーブルにします。

spanning-tree portfast（インター
特定のインターフェイスおよび対応するすべての VLAN 上
フェイス コンフィギュレーション） で、PortFast 機能をイネーブルにします。
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spanning-tree bpduguard
Bridge Protocol Data Unit（BPDU; ブリッジ プロトコル データ ユニット）を受信したインターフェ
イスを errdisable ステートにするには、spanning-tree bpduguard インターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用し
ます。
spanning-tree bpduguard {disable | enable}
no spanning-tree bpduguard

シンタックスの説明

disable

指定されたインターフェイス上で BPDU ガードをディセーブルにします。

enable

指定されたインターフェイス上で BPDU ガードをイネーブルにします。

デフォルト

BPDU ガードはディセーブルです。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

手動でインターフェイスを再び動作させなければならないので、BPDU ガード機能は無効な設定に
対する安全対策になります。サービスプロバイダー ネットワーク内でインターフェイスがスパニン
グツリー トポロジに追加されないようにするには、BPDU ガード機能を使用します。
スイッチが Per-VLAN（仮想 LAN）Spanning-Tree Plus（PVST+）モード、Rapid-PVST+ モード、ま
たは Multiple Spanning-Tree（MST）モードで稼働している場合は、BPDU ガード機能をイネーブル
にできます。
すべての PortFast 対応インターフェイス上で BPDU ガードをグローバルにイネーブルにするには、
spanning-tree portfast bpduguard default グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用しま
す。
spanning-tree portfast bpduguard default グローバル コンフィギュレーション コマンドの設定を上
書きするには、spanning-tree bpduguard インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使
用します。

例

次の例では、ポートで BPDU ガード機能をイネーブルにする方法を示します。
Switch(config)# interface fastethernet1/0/1
Switch(config-if)# spanning-tree bpduguard enable

設定を確認するには、show running-config 特権 EXEC コマンドを入力します。
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関連コマンド

コマンド
show running-config

説明
稼働設定を表示します。構文情報については、次の URL の
「Cisco IOS Release 12.2 Command Reference」に 表示 さ れ る
ページを参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1835/prod_
command_reference_list.html
「Cisco IOS Commands Master List, Release 12.2」を選択する
とコマンドが表示されます。

spanning-tree portfast（グ ロ ー バ ル PortFast 対応インターフェイス上で BPDU フィルタリング
コンフィギュレーション）
機能または BPDU ガード機能をグローバルにイネーブルに
するか、またはすべての非トランク インターフェイスで
PortFast 機能をイネーブルにします。
spanning-tree portfast（インターフェ 特定のインターフェイスおよび対応するすべての VLAN 上
イス コンフィギュレーション）
で、PortFast 機能をイネーブルにします。

spanning-tree cost
スパニングツリーの計算に使用するパス コストを設定するには、spanning-tree cost インターフェイ
ス コンフィギュレーション コマンドを使用します。ループが発生した場合、スパニングツリーは
パス コストを使用して、フォワーディング ステートにするインターフェイスを選択します。デフォ
ルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
spanning-tree [vlan vlan-id] cost cost
no spanning-tree [vlan vlan-id] cost

シンタックスの説明

vlan vlan-id

cost

デフォルト

（任意）スパニングツリー インスタンスに関連付けられた VLAN（仮想 LAN）
範囲。VLAN ID 番号で識別された 1 つの VLAN、それぞれをハイフンで区
切った VLAN 範囲、またはカンマで区切った一連の VLAN を指定することが
できます。指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。
パス コスト。使用できる範囲は 1 ～ 200000000 です。値が大きいほど、コス
トが高くなります。

デフォルト パス コストは、インターフェイス帯域幅の設定から計算されます。IEEE のデフォルト
パス コスト値は、次のとおりです。
•

1000 Mbps ― 4

•

100 Mbps ― 19

•

10 Mbps ― 100

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容
このコマンドが導入されました。
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使用上のガイドライン

コストを設定する場合は、値が大きいほどコストが高くなります。
spanning-tree vlan vlan-id cost cost コマンドおよび spanning-tree cost cost コマンドの両方を使用し
てインターフェイスを設定する場合、spanning-tree vlan vlan-id cost cost コマンドが有効になりま
す。

次の例では、ポートでパス コストを 250 に設定する方法を示します。

例

Switch(config)# interface fastethernet1/0/4
Switch(config-if)# spanning-tree cost 250

次の例では、VLAN 10、12 ～ 15、20 にパス コストとして 300 を設定する方法を示します。
Switch(config-if)# spanning-tree vlan 10,12-15,20 cost 300

設定を確認するには、show spanning-tree interface interface-id 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
show spanning-treeinterface interface-id

説明

spanning-tree port-priority

インターフェイス プライオリティを設定します。

spanning-tree vlan priority

指定したスパニングツリー インスタンスのスイッチ
プライオリティを設定します。

特定のインターフェイスのスパニングツリー情報を表
示します。
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spanning-tree etherchannel guard misconfig
スイッチが EtherChannel の設定ミスを検出した場合にエラーメッセージを表示するには、
spanning-tree etherchannel guard misconfig グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用し
ます。機能をディセーブルにする場合は、このコマンドの no 形式を使用します。
spanning-tree etherchannel guard misconfig
no spanning-tree etherchannel guard misconfig

シンタックスの説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

EtherChannel ガードはスイッチでディセーブルです。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(25)EY

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

スイッチが EtherChannel の設定ミスを検出すると、次のエラー メッセージが表示されます。
PM-4-ERR_DISABLE: Channel-misconfig error detected on [chars], putting [chars] in
err-disable state.

設定ミスの EtherChannel にあるスイッチ ポートを表示するには、show interfaces status err-disabled
特権 EXEC コマンドを使用します。リモート デバイスの EtherChannel 設定を確認するには、リモー
ト デバイスで show etherchannel summary 特権 EXEC コマンドを使用します。
EtherChannel の設定ミスが原因でポートが errdisable ステートの場合は、errdisable recovery cause
channel-misconfig グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力してこのステートを解除し
たり、shutdown および no shut down インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力し
て、手動で再びイネーブルにすることができます。

例

次の例では、EtherChannel ガードの設定ミス機能をイネーブルにする方法を示します。
Switch(config)# spanning-tree etherchannel guard misconfig

設定を確認するには、show spanning-tree summary 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
errdisable recovery cause channel-misconfig

説明

show etherchannel summary

チャネルの EtherChannel 情報を、チャネルグルー
プ単位で 1 行のサマリーとして表示します。

show interfaces status err-disabled

errdisable ステートのインターフェイスを表示しま
す。

EtherChannel の設定ミス errdisable ステートから回
復するタイマーをイネーブルにします。
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spanning-tree extend system-id
拡張システム ID 機能をイネーブルにするには、spanning-tree extend system-id グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。
spanning-tree extend system-id

（注）

このコマンドの no バージョンは、コマンドラインのヘルプ ストリングに表示されていますが、サ
ポートされていません。拡張システム ID 機能をディセーブルにすることはできません。

シンタックスの説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

拡張システム ID はイネーブルです。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

スイッチは 802.1t スパニングツリー拡張をサポートしています。スイッチのプライオリティで以前
使用されていたビットの一部は、現在拡張システム ID として使用されています（Per-VLAN［仮想
LAN］Spanning-Tree Plus [PVST+] および Rapid-PVST の VLAN ID、または Multiple Spanning-Tree
[MST] のインスタンス ID）。
スパニングツリーは、ブリッジ ID が VLAN または MST インスタンスごとに一意となるようにす
るために、拡張システム ID、スイッチ プライオリティ、および割り当てられたスパニングツリー
MAC（メディア アクセス制御）アドレスを使用しています。
拡張システム ID のサポートにより、ルート スイッチ、セカンダリ ルート スイッチ、および
VLAN のスイッチ プライオリティを手動で設定する方法に影響が生じます。詳細については、
「spanning-tree mst root」および 「spanning-tree vlan」を参照してください。
ネットワーク上に拡張システム ID をサポートするスイッチとサポートしないスイッチが混在する
場合は、拡張システム ID をサポートするスイッチがルート スイッチになることはほぼありません。
拡張システム ID によって、接続されたスイッチのプライオリティより VLAN 番号が大きくなるた
びに、スイッチ プライオリティ値が増大します。

関連コマンド

コマンド
show spanning-tree summary

説明

spanning-tree mst root

ネットワークの直径に基づいて、MST ルート スイッチのプライ
オリティおよびタイマーを設定します。

spanning-tree vlan priority

指定したスパニングツリー インスタンスのスイッチ プライオリ
ティを設定します。

スパニングツリー インターフェイス ステートのサマリーを表示
します。
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spanning-tree guard
選択されたインターフェイスに関連付けられたすべての VLAN（仮想 LAN）上でルート ガードお
よびループ ガードをイネーブルにするには、spanning-tree guard インターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。ルート ガードは、スパニングツリー ルート ポート、またはス
イッチのルートへのパスとなることができるインターフェイスを制限します。ループ ガードは、障
害によって単一方向リンクが作成された場合に、代替ポートまたはルート ポートが指定ポートにな
らないようにします。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
spanning-tree guard {loop | none | root}
no spanning-tree guard

シンタックスの説明

デフォルト

loop

ループ ガードをイネーブルにします。

none

ルート ガードまたはループ ガードをディセーブルにします。

root

ルート ガードをイネーブルにします。

ルート ガードはディセーブルです。
ループ ガードは、spanning-tree loopguard default グローバル コンフィギュレーション コマンドに
従って設定されます（グローバルにディセーブル化）。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

スイッチが Per-VLAN Spanning-Tree Plus（PVST+）モード、Rapid-PVST+ モード、または Multiple
Spanning-Tree（MST）モードで稼働している場合は、ルート ガードまたはループ ガード機能をイ
ネーブルにできます。
ルート ガードがイネーブルの場合に、スパニングツリーを計算すると、インターフェイスがルート
ポートとして選択され、root-inconsistent（ブロック）ステートに移行します。これにより、カスタ
マーのスイッチがルート スイッチになったり、ルートへのパスになることはなくなります。ルート
ポートは、スイッチからルート スイッチまでの最適パスを提供します。
no spanning-tree guard または no spanning-tree guard none コマンドを入力すると、ルート ガードは
選択されたインターフェイスのすべての VLAN でディセーブルになります。このインターフェイス
が root-inconsistent（ブロック）ステートの場合、インターフェイスはリスニング ステートに自動的
に移行します。
UplinkFast 機能が使用するインターフェイスで、ルート ガードをイネーブルにしないでください。
UplinkFast を使用すると、障害発生時に（ブロッキング ステートの）バックアップ ポートがルート
ポートになります。ただし、同時にルート ガードもイネーブルになっていた場合は、UplinkFast 機
能が使用するすべてのバックアップ ポートが root-inconsistent ステート（ブロック）になり、フォ
ワーディング ステートに移行できなくなります。スイッチが Rapid-PVST+ または MST モードで稼
働している場合は、UplinkFast 機能を使用できません。
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ループ ガード機能は、スイッチド ネットワーク全体に設定した場合に最も効果があります。スイッ
チが PVST+ または Rapid-PVST+ モードで動作している場合、ループ ガードによって、代替ポート
およびルート ポートは指定ポートになることがなく、スパニングツリーはルートポートまたは代替
ポートで Bridge Protocol Data Unit（BPDU; ブリッジ プロトコル データ ユニット）を送信しません。
スイッチが MST モードで動作している場合は、すべての MST インスタンスでこのインターフェイ
スがループ ガードによってブロックされている場合のみ、非境界インターフェイスから BPDU が
送信されなくなります。境界インターフェイスでは、ループ ガードによってすべての MST インス
タンスでインターフェイスがブロックされます。
ルート ガードまたはループ ガードをディセーブルにする場合は、spanning-tree guard none イン
ターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。ルート ガードとループ ガードの両
方を同時にイネーブルにすることはできません。
spanning-tree loopguard default グローバル コンフィギュレーション コマンドの設定を上書きする
には、spanning-tree guard loop インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次の例では、指定のポートに関連付けられたすべての VLAN で、ルート ガードをイネーブルにす
る方法を示します。

例

Switch(config)# interface fastethernet1/0/3
Switch(config-if)# spanning-tree guard root

次の例では、指定のポートに関連付けられたすべての VLAN で、ループ ガードをイネーブルにす
る方法を示します。
Switch(config)# interface fastethernet1/0/3
Switch(config-if)# spanning-tree guard loop

設定を確認するには、show running-config 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
show running-config

説明
稼働設定を表示します。構文情報については、次の URL の
「Cisco IOS Release 12.2 Command Reference」に 表示 さ れ る
ページを参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1835/prod_
command_reference_list.html
「Cisco IOS Commands Master List, Release 12.2」を選択する
とコマンドが表示されます。

spanning-tree cost

スパニングツリーの計算に使用するパス コストを設定しま
す。

spanning-tree loopguard default

単一方向リンクの原因となる障害によって代替ポートまた
はルート ポートが指定ポートとして使用されないようにし
ます。

spanning-tree mst cost

MST の計算に使用するパス コストを設定します。

spanning-tree mst port-priority

インターフェイス プライオリティを設定します。

spanning-tree mst root

ネットワークの直径に基づいて、MST ルート スイッチのプ
ライオリティおよびタイマーを設定します。

spanning-tree port-priority

インターフェイス プライオリティを設定します。

spanning-tree vlan priority

指定したスパニングツリー インスタンスのスイッチ プライ
オリティを設定します。
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spanning-tree link-type
インターフェイスのデュプレックス モードによって制御されるデフォルトのリンクタイプ設定を
上書きし、スパニングツリーがフォワーディング ステートに高速移行できるようにするには、
spanning-tree link-type インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。デフォ
ルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
spanning-tree link-type {point-to-point | shared}
no spanning-tree link-type

シンタックスの説明

point-to-point

インターフェイスのリンク タイプがポイントツーポイントであることを指定
します。

shared

インターフェイスのリンク タイプが共有であることを指定します。

デフォルト

スイッチは、デュプレックス モードからインターフェイスのリンク タイプを取得します。つまり、
全二重インターフェイスはポイントツーポイント リンクであると見なされ、半二重インターフェイ
スは共有リンクであると見なされます。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

リンク タイプのデフォルト設定を上書きするには、spanning-tree link-type コマンドを使用します。
たとえば、Multiple Spanning-Tree Protocol（MSTP）や Rapid Per-VLAN（仮想 LAN）Spanning-Tree
Plus（Rapid-PVST+）プロトコルが動作するリモート スイッチ上の単一インターフェイスに半二重
リンクを物理的にポイントツーポイントで接続し、高速移行をイネーブルにすることができます。

例

次の例では、（デュプレックスの設定に関係なく）リンク タイプを共有に指定し、フォワーディン
グ ステートへの高速移行を禁止する方法を示します。
Switch(config-if)# spanning-tree link-type shared

設定を確認するには、show spanning-tree mst interface interface-id または show spanning-tree interface
interface-id 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
clear spanning-tree detected-protocols

説明
すべてのインターフェイスまたは指定されたイン
ターフェイスでプロトコル移行プロセスを再開
（強制的に近接スイッチと再びネゴシエートさせ
る）します。

show spanning-tree interface interface-id

特定のインターフェイスのスパニングツリー状態
の情報を表示します。

show spanning-tree mst interface interface-id

指定されたインターフェイスの Multiple
Spanning-Tree（MST）情報を表示します。
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spanning-tree loopguard default
代替ポートまたはルート ポートが、単一方向リンクの原因となる障害によって指定ポートになるこ
とを防ぐには、spanning-tree loopguard default グローバル コンフィギュレーション コマンドを使
用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
spanning-tree loopguard default
no spanning-tree loopguard default

シンタックスの説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

ループ ガードはディセーブルです。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

スイッチが Per-VLAN（仮想 LAN）Spanning-Tree Plus（PVST+）モード、Rapid-PVST+ モード、ま
たは Multiple Spanning-Tree（MST）モードで稼働している場合は、ループ ガード機能をイネーブル
にできます。
ループ ガード機能は、スイッチド ネットワーク全体に設定した場合に最も効果があります。スイッ
チが PVST+ または Rapid-PVST+ モードで動作している場合、ループ ガードによって、代替ポート
およびルート ポートは指定ポートになることがなく、スパニングツリーはルートポートまたは代替
ポートで Bridge Protocol Data Unit（BPDU; ブリッジ プロトコル データ ユニット）を送信しません。
スイッチが MST モードで動作している場合は、すべての MST インスタンスでこのインターフェイ
スがループ ガードによってブロックされている場合のみ、非境界インターフェイスから BPDU が
送信されなくなります。境界インターフェイスでは、ループ ガードによってすべての MST インス
タンスでインターフェイスがブロックされます。
ループ ガードは、スパニングツリーがポイントツーポイントとみなすインターフェイス上でのみ動
作します。
spanning-tree loopguard default グローバル コンフィギュレーション コマンドの設定を上書きする
には、spanning-tree guard loop インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

例

次の例では、ループ ガードをグローバルにイネーブルにします。
Switch(config)# spanning-tree loopguard default

設定を確認するには、show running-config 特権 EXEC コマンドを入力します。
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関連コマンド

コマンド
show running-config

説明
稼働設定を表示します。構文情報については、次の URL の「Cisco
IOS Release 12.2 Command Reference」に表示されるページを参照し
てください。
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1835/prod_comman
d_reference_list.html
「Cisco IOS Commands Master List, Release 12.2」を選択するとコマ
ンドが表示されます。

spanning-tree guard loop

指定したインターフェイスに関連付けられたすべての VLAN で、
ループ ガード機能をイネーブルにします。

spanning-tree mode
スイッチ上で Per-VLAN（仮想 LAN）Spanning-Tree Plus（PVST+）、Rapid-PVST+、または Multiple
Spanning-Tree（MST）をイネーブルにするには、spanning-tree mode グローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
spanning-tree mode {mst | pvst | rapid-pvst}
no spanning-tree mode

シンタックスの説明

mst

MST および Rapid Spanning-Tree Protocol（RSTP）をイネーブルにします（IEEE
802.1s および IEEE 802.1w に準拠）
。

pvst

PVST+ をイネーブルにします（IEEE 802.1D に準拠）。

rapid-pvst

Rapid-PVST+ をイネーブルにします（IEEE 802.1w に準拠）
。

デフォルト

デフォルト モードは PVST+ です。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

スイッチは PVST+、Rapid-PVST+、および MSTP をサポートしています。ただし、アクティブにす
る場合、1 度に 1 つのバージョンのみ可能です。すべての VLAN が PVST+ を実行するか、すべて
の VLAN が Rapid-PVST+ を実行するか、またはすべての VLAN が MSTP を実行します。
MST モードをイネーブルにした場合、RSTP が自動的にイネーブルになります。

注意

スパニングツリー モードを変更すると、すべてのスパニングツリー インスタンスが以前のモード
を停止し、新しいモードで再起動するので、トラフィックを中断させる可能性があります。
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次の例では、スイッチ上で MST および RSTP をイネーブルにする方法を示します。

例

Switch(config)# spanning-tree mode mst

次の例では、スイッチ上で Rapid-PVST+ をイネーブルにする方法を示します。
Switch(config)# spanning-tree mode rapid-pvst

設定を確認するには、show running-config 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
show running-config

説明
稼働設定を表示します。構文情報については、次の URL の「Cisco
IOS Release 12.2 Command Reference」に表示されるページを参照して
ください。
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1835/prod_command_
reference_list.html
「Cisco IOS Commands Master List, Release 12.2」を選択するとコマン
ドが表示されます。
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spanning-tree mst configuration
Multiple Spanning-Tree（MST）リージョンを設定する場合に使用する MST コンフィギュレーション
モードを開始するには、spanning-tree mst configuration グローバル コンフィギュレーション コマ
ンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
spanning-tree mst configuration
no spanning-tree mst configuration

シンタックスの説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

デフォルトでは、すべての VLAN（仮想 LAN）が Common and Internal Spanning-Tree（CIST）イン
スタンス（インスタンス 0）にマッピングされます。
デフォルト名は空の文字列です。
リビジョン番号は 0 です。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容

12.2(25)SEG

指定できる instance-id の範囲が 0 ～ 4094 に変更されました。

使用上のガイドライン

このコマンドが導入されました。

spanning-tree mst configuration コマンドを入力すると、MST コンフィギュレーションモードが開始
します。使用できるコンフィギュレーションコマンドは、次のとおりです。
•

abort：構成変更を適用しないで、MST リージョン コンフィギュレーションモードを終了しま
す。

•

exit：MST リージョン コンフィギュレーションモードを終了し、すべての構成変更を適用しま
す。

•

instance instance-id vlan vlan-range：VLAN を MST インスタンスにマッピングします。instance-id
が使用できる範囲は 0 ～ 4094 です。vlan-range が使用できる範囲は 1 ～ 4094 です。VLAN ID
番号で識別された 1 つの VLAN、それぞれをハイフンで区切った VLAN 範囲、またはカンマで
区切った一連の VLAN を指定することができます。

•

name name：構成名を設定します。name ストリングには最大 32 文字まで使用でき、大文字と
小文字が区別されます。

•

no：instance、name、および revision コマンドを無視するか、またはデフォルト設定に戻します。

•

private-vlan：このコマンドは、コマンドラインのヘルプ ストリングには表示されていますが、
サポートされていません。

•

revision version：構成のリビジョン番号を設定します。指定できる範囲は 0 ～ 65535 です。

•

show [current | pending]：現在のまたは保留中の MST リージョン構成を表示します。

MST モードでは、スイッチは最大 16 の MST インスタンスまでサポートします。特定の MST イン
スタンスにマッピング可能な VLAN 数は制限されていません。
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VLAN を MST インスタンスにマッピングすると、マッピングは差分で実行され、コマンドで指定
された VLAN が以前マッピングされた VLAN に追加または VLAN から削除されます。範囲を指定
する場合はハイフンを使用します。たとえば、instance 1 vlan 1-63 は、MST インスタンス 1 に VLAN
1 ～ 63 をマッピングします。列挙して指定する場合はカンマを使用します。たとえば、instance 1
vlan 10, 20, 30 は、MST インスタンス 1 に VLAN 10、20、および 30 をマッピングします。
明示的に MST インスタンスにマッピングされていないすべての VLAN は、CIST インスタンス（イ
ンスタンス 0）にマッピングされます。このマッピングは、このコマンドの no 形式では解除できま
せん。
2 台以上のスイッチが同一 MST リージョン内に存在するには、同じ VLAN マッピング、同じ構成
リビジョン番号、および同じ名前が設定されている必要があります。
次の例では、MST コンフィギュレーションモードを開始し、VLAN 10 ～ 20 を MST インスタンス
1 にマッピングし、リージョンに region1 と名前を付け、構成リビジョンを 1 に設定し、変更確認前
の構成を表示し、変更を適用し、グローバル コンフィギュレーション モードに戻る方法を示しま
す。

例

Switch# spanning-tree mst configuration
Switch(config-mst)# instance 1 vlan 10-20
Switch(config-mst)# name region1
Switch(config-mst)# revision 1
Switch(config-mst)# show pending
Pending MST configuration
Name
[region1]
Revision 1
Instance Vlans Mapped
-------- --------------------0
1-9,21-4094
1
10-20
------------------------------Switch(config-mst)# exit
Switch(config)#

次の例では、インスタンス 2 にすでにマッピングされている VLAN があれば、そこに VLAN 1 ～
100 を追加し、インスタンス 2 にマッピングされていた VLAN 40 ～ 60 を CIST インスタンスに移
動し、インスタンス 10 に VLAN 10 を追加し、インスタンス 2 にマッピングされたすべての VLAN
を削除し、それらを CIST インスタンスにマッピングする方法を示します。
Switch(config-mst)#
Switch(config-mst)#
Switch(config-mst)#
Switch(config-mst)#

instance 2 vlan 1-100
no instance 2 vlan 40-60
instance 10 vlan 10
no instance 2

設定を確認するには、show pending MST コンフィギュレーションコマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
show spanning-tree mst configuration

説明
MST リージョンの設定を表示します。
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spanning-tree mst cost
Multiple Spanning-Tree（MST）の計算に使用するパス コストを設定するには、spanning-tree mst cost
インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。ループが発生した場合、スパ
ニングツリーはパス コストを使用して、フォワーディング ステートにするインターフェイスを選
択します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
spanning-tree mst instance-id cost cost
no spanning-tree mst instance-id cost

シンタックスの説明

デフォルト

instance-id

スパニングツリー インスタンスの範囲。1 つのインスタンス、それぞれをハ
イフンで区切ったインスタンスの範囲、またはカンマで区切った一連のイン
スタンスを指定することができます。指定できる範囲は 0 ～ 4094 です。

cost

パス コストの範囲は 1 ～ 200000000 です。値が大きいほど、コストが高くな
ります。

デフォルト パス コストは、インターフェイス帯域幅の設定から計算されます。IEEE のデフォルト
パス コスト値は、次のとおりです。
•

1000 Mbps ― 20000

•

100 Mbps ― 200000

•

10 Mbps ― 2000000

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容

12.2(25)SEG

指定できる instance-id の範囲が 0 ～ 4094 に変更されました。

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

コストを設定する場合は、値が大きいほどコストが高くなります。

例

次の例では、インスタンス 2 および 4 に関連付けられたポートにパス コストとして 250 を設定する
方法を示します。
Switch(config)# interface fastethernet1/0/4
Switch(config-if)# spanning-tree mst 2,4 cost 250

設定を確認するには、show spanning-tree mst interface interface-id 特権 EXEC コマンドを入力しま
す。

関連コマンド

コマンド
show spanning-tree mst interface interface-id

説明

spanning-tree mst port-priority

インターフェイス プライオリティを設定します。

spanning-tree mst priority

指定したスパニングツリー インスタンスのスイッ
チ プライオリティを設定します。

特定のインターフェイスの MST 情報を表示しま
す。
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spanning-tree mst forward-time
すべての Multiple Spanning-Tree（MST）インスタンスに転送遅延時間を設定するには、spanning-tree
mst forward-time グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。転送遅延時間は、イ
ンターフェイスが転送を開始するまでの、リスニング ステートおよびラーニング ステートが継続
する時間を制御します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
spanning-tree mst forward-time seconds
no spanning-tree mst forward-time

シンタックスの説明

seconds

デフォルト

デフォルト値は 15 秒です。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

リスニングおよびラーニング ステートの期間です。指定できる範囲は 4 ～ 30
秒です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

spanning-tree mst forward-time コマンドを変更すると、すべてのスパニングツリー インスタンスに
影響します。

例

次の例では、すべての MST インスタンスについて、スパニングツリーの転送時間を 18 秒に設定す
る方法を示します。
Switch(config)# spanning-tree mst forward-time 18

設定を確認するには、show spanning-tree mst 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
show spanning-tree mst

説明

spanning-tree mst hello-time

ルート スイッチ コンフィギュレーション メッセージから送信
される hello Bridge Protocol Data Unit（BPDU; ブリッジ プロトコ
ル データ ユニット）の間隔を設定します。

spanning-tree mst max-age

スパニングツリーがルート スイッチからメッセージを受信する
間隔を指定します。

spanning-tree mst max-hops

BPDU が廃棄されるまでのリージョンのホップ数を設定します。

MST 情報を表示します。
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spanning-tree mst hello-time
ルート スイッチ コンフィギュレーション メッセージから送信される hello Bridge Protocol Data Unit
（BPDU; ブリッジ プロトコル データ ユニット）の間隔を設定するには、spanning-tree mst hello-time
グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコ
マンドの no 形式を使用します。
spanning-tree mst hello-time seconds
no spanning-tree mst hello-time

シンタックスの説明

seconds

デフォルト

デフォルト値は 2 秒です。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

ルート スイッチ コンフィギュレーション メッセージが送信する hello BPDU
の間隔です。指定できる範囲は 1 ～ 10 秒です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

spanning-tree mst max-age seconds グローバル コンフィギュレーション コマンドを設定したあとに、
指定された期間内にルート スイッチから BPDU を受信しない場合、スイッチはスパニングツリー
トポロジを再計算します。max-age の設定値は、hello-time の設定値よりも大きくなければなりま
せん。
spanning-tree mst hello-time コマンドを変更すると、すべてのスパニングツリー インスタンスに影
響します。

例

次の例では、すべての Multiple Spanning-Tree（MST）インスタンスについて、スパニングツリーの
hello タイムを 3 秒に設定する方法を示します。
Switch(config)# spanning-tree mst hello-time 3

設定を確認するには、show spanning-tree mst 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
show spanning-tree mst

説明

spanning-tree mst forward-time

すべての MST インスタンスについて転送遅延時間を設定し
ます。

spanning-tree mst max-age

スパニングツリーがルート スイッチからメッセージを受信
する間隔を指定します。

spanning-tree mst max-hops

BPDU が廃棄されるまでのリージョンのホップ数を設定し
ます。

MST 情報を表示します。
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spanning-tree mst max-age
スパニングツリーがルート スイッチから受信するメッセージの間隔を設定するには、spanning-tree
mst max-age グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。スイッチがこの期間内に
ルート スイッチから Bridge Protocol Data Unit（BPDU; ブリッジ プロトコル データ ユニット）メッ
セージを受信しない場合は、スパニングツリー トポロジが再計算されます。デフォルト設定に戻す
には、このコマンドの no 形式を使用します。
spanning-tree mst max-age seconds
no spanning-tree mst max-age

シンタックスの説明

seconds

デフォルト

デフォルト値は 20 秒です。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

スパニングツリーがルート スイッチからメッセージを受信する間隔です。指
定できる範囲は 6 ～ 40 秒です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

spanning-tree mst max-age seconds グローバル コンフィギュレーション コマンドを設定したあとに、
指定された期間内にルート スイッチから BPDU を受信しない場合、スイッチはスパニングツリー
トポロジを再計算します。max-age の設定値は、hello-time の設定値よりも大きくなければなりま
せん。
spanning-tree mst max-age コマンドを変更すると、すべてのスパニングツリー インスタンスに影響
します。

次の例では、すべての Multiple Spanning-Tree（MST）インスタンスについて、スパニングツリー有
効期限を 30 秒に設定する方法を示します。

例

Switch(config)# spanning-tree mst max-age 30

設定を確認するには、show spanning-tree mst 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
show spanning-tree mst

説明

spanning-tree mst forward-time

すべての MST インスタンスについて転送遅延時間を設定
します。

spanning-tree mst hello-time

ルート スイッチ コンフィギュレーション メッセージが送
信する hello BPDU の間隔を設定します。

spanning-tree mst max-hops

BPDU が廃棄されるまでのリージョンのホップ数を設定し
ます。

MST 情報を表示します。
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spanning-tree mst max-hops
Bridge Protocol Data Unit（BPDU; ブリッジ プロトコル データ ユニット）が廃棄されて、インター
フェイスに保持された情報が期限切れになるまでの、リージョンのホップ数を設定するには、
spanning-tree mst max-hops グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。デフォル
ト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
spanning-tree mst max-hops hop-count
no spanning-tree mst max-hops

シンタックスの説明

hop-count

デフォルト

デフォルトのホップ数は 20 です。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容

12.2(25)SEG

指定できる hop-count の範囲が 1 ～ 255 に変更されました。

使用上のガイドライン

BPDU が廃棄されるまでのリージョンのホップ数です。指定できるホップ数
は 1 ～ 255 です。

このコマンドが導入されました。

インスタンスのルート スイッチは、常にコストを 0、ホップ カウントを最大値に設定して BPDU
（または M レコード）を送信します。スイッチは、BPDU を受信すると、受信した残りのホップ カ
ウントを 1 つ減らして、生成する M レコードの残りのホップ カウントとしてこの値を伝播します。
ホップ カウントが 0 になると、スイッチは BPDU を廃棄して、インターフェイスに保持された情
報を期限切れにします。
spanning-tree mst max-hops コマンドを変更すると、すべてのスパニングツリー インスタンスに影
響します。

例

次の例では、すべての Multiple Spanning-Tree（MST）インスタンスについて、スパニングツリーの
最大ホップ数を 10 に設定する方法を示します。
Switch(config)# spanning-tree mst max-hops 10

設定を確認するには、show spanning-tree mst 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
show spanning-tree mst

説明

spanning-tree mst forward-time

すべての MST インスタンスについて転送遅延時間を設定
します。

spanning-tree mst hello-time

ルート スイッチ コンフィギュレーション メッセージが送
信する hello BPDU の間隔を設定します。

spanning-tree mst max-age

スパニングツリーがルート スイッチからメッセージを受
信する間隔を指定します。

MST 情報を表示します。
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spanning-tree mst pre-standard
ポートが先行標準 Bridge Protocol Data Unit（BPDU; ブリッジ プロトコル データ ユニット）のみを
送信するように設定するには、spanning-tree mst pre-standard インターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。
spanning-tree mst pre-standard
no spanning-tree mst pre-standard

シンタックスの説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

コマンドのデフォルト設定

デフォルト ステートは、先行標準ネイバーの自動検出です。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(25)SEG

使用上のガイドライン

（注）

変更内容
このコマンドが導入されました。

ポートでは、先行標準と標準の両方の BPDU を受け入れることができます。ネイバー タイプが矛
盾している場合、Common and Internal Spanning-Tree（CIST）のみがこのインターフェイスで実行さ
れます。

スイッチ ポートが先行標準 Cisco IOS ソフトウェアを実行しているスイッチに接続している場合、
ポートで spanning-tree mst pre-standard インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使
用する必要があります。ポートが先行標準 BPDU のみを送信するように設定していない場合、
Multiple STP（MSTP）のパフォーマンスが低下することがあります。

ポートが自動的に先行標準ネイバーを検出するように設定されている場合、prestandard フラグが常
に show spanning-tree mst コマンドに表示されます。

次の例では、ポートが先行標準 BPDU のみを送信するように設定する方法を示します。

例

Switch(config-if)# spanning-tree mst pre-standard

設定を確認するには、show spanning-tree mst 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
show spanning-tree mst instance-id

説明
prestandard フラグなど、指定されたインターフェイスの
Multiple Spanning-Tree（MST）情報を表示します。

Catalyst 3750 Metro スイッチ コマンド リファレンス

2-548

OL-9645-04-J

第2章

Catalyst 3750 Metro スイッチ Cisco IOS コマンド
spanning-tree mst port-priority

spanning-tree mst port-priority
インターフェイス プライオリティを設定するには、spanning-tree mst port-priority インターフェイ
ス コンフィギュレーション コマンドを使用します。ループが発生した場合、Multiple Spanning-Tree
Protocol（MSTP）はフォワーディング ステートに設定するインターフェイスを選択できます。デ
フォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
spanning-tree mst instance-id port-priority priority
no spanning-tree mst instance-id port-priority

シンタックスの説明

instance-id

スパニングツリー インスタンスの範囲。1 つのインスタンス、それぞれをハ
イフンで区切ったインスタンスの範囲、またはカンマで区切った一連のイン
スタンスを指定することができます。指定できる範囲は 0 ～ 4094 です。

priority

指定できる範囲は 0 ～ 240 で、16 ずつ増加します。有効なプライオリティ値
は、0、16、32、48、64、80、96、112、128、144、160、176、192、208、224、
240 です。それ以外の値はすべて拒否されます。数が小さいほど、プライオリ
ティは高くなります。

デフォルト

デフォルト値は 128 です。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容

12.2(25)SEG

指定できる instance-id の範囲が 0 ～ 4094 に変更されました。

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

最初に選択させたいインターフェイスには高いプライオリティ（小さい数値）を与え、最後に選択
させたいインターフェイスには低いプライオリティ（大きい数値）を与えます。すべてのインター
フェイスに同じプライオリティ値が与えられている場合、Multiple Spanning-Tree（MST）はインター
フェイス番号が最小のインターフェイスをフォワーディング ステートにし、他のインターフェイス
をブロックします。

例

次の例では、ループが発生した場合に、スパニングツリー インスタンス 20 および 22 に関連付けら
れたポートがフォワーディング ステートになる可能性を高める方法を示します。
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config-if)# spanning-tree mst 20,22 port-priority 0

設定を確認するには、show spanning-tree mst interface interface-id 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
show spanning-tree mst interface interface-id

説明
特定のインターフェイスの MST 情報を表示しま
す。

spanning-tree mst cost

MST の計算に使用するパス コストを設定します。

spanning-tree mst priority

指定したスパニングツリー インスタンスのスイッ
チ プライオリティを設定します。
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spanning-tree mst priority
指 定 の ス パ ニ ン グ ツ リ ー の イ ン ス タ ン ス に ス イ ッ チ の プ ラ イ オ リ テ ィ を 設 定 す る に は、
spanning-tree mst priority グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。デフォルト
設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
spanning-tree mst instance-id priority priority
no spanning-tree mst instance-id priority

シンタックスの説明

instance-id

スパニングツリー インスタンスの範囲。1 つのインスタンス、それぞれをハ
イフンで区切ったインスタンスの範囲、またはカンマで区切った一連のイン
スタンスを指定することができます。指定できる範囲は 0 ～ 4094 です。

priority

指定したスパニングツリー インスタンスのスイッチ プライオリティを設定
します。この設定は、スイッチがルート スイッチとして選択される可能性に
影響します。小さい値を設定すると、スイッチがルート スイッチとして選択
される可能性が高まります。
指定できる範囲は 0 ～ 61440 で、4096 ずつ増加します。有効なプライオリティ
値は、0、4096、8192、12288、16384、20480、24576、28672、32768、36864、
40960、45056、49152、53248、57344、61440 です。それ以外の値はすべて拒
否されます。

デフォルト

デフォルト値は 32768 です。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容

12.2(25)SEG

指定できる instance-id の範囲が 0 ～ 4094 に変更されました。

このコマンドが導入されました。

次の例では、Multiple Spanning-Tree（MST）インスタンス 20 および 21 に対し、スパニングツリー
プライオリティを 8192 に設定する方法を示します。

例

Switch(config)# spanning-tree mst 20-21 priority 8192

設定を確認するには、show spanning-tree mst instance-id 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
show spanning-tree mst instance-id

説明

spanning-tree mst cost

MST の計算に使用するパス コストを設定します。

spanning-tree mst port-priority

インターフェイス プライオリティを設定します。

特定のインターフェイスの MST 情報を表示します。
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spanning-tree mst root
ネットワークの直径に基づいた Multiple Spanning-Tree（MST）ルート スイッチのプライオリティお
よびタイマーを設定するには、spanning-tree mst root グローバル コンフィギュレーション コマン
ドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
spanning-tree mst instance-id root {primary | secondary} [diameter net-diameter [hello-time
seconds]]
no spanning-tree mst instance-id root

シンタックスの説明

デフォルト

instance-id

スパニングツリー インスタンスの範囲。1 つのインスタンス、それぞれ
をハイフンで区切ったインスタンスの範囲、またはカンマで区切った一
連のインスタンスを指定することができます。指定できる範囲は 0 ～
4094 です。

root primary

このスイッチを強制的にルート スイッチに設定します。

root secondary

プライマリ ルート スイッチに障害が発生した場合に、このスイッチを
ルート スイッチに設定します。

diameter net-diameter

（任意）2 つのエンド ステーション間にスイッチの最大数を設定します。
指定できる範囲は 2 ～ 7 です。このキーワードは、MST インスタンス 0
に対してのみ使用できます。

hello-time seconds

（任意）ルート スイッチ コンフィギュレーション メッセージから送信さ
れる hello Bridge Protocol Data Unit（BPDU; ブリッジ プロトコル データ
ユニット）の間隔を設定します。指定できる範囲は 1 ～ 10 秒です。こ
のキーワードは、MST インスタンス 0 の場合のみ使用できます。

プライマリ ルート スイッチのプライオリティは 24576 です。
セカンダリ ルート スイッチのプライオリティは 28672 です。
hello タイムは 2 秒です。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容

12.2(25)SEG

指定できる instance-id の範囲が 0 ～ 4094 に変更されました。

使用上のガイドライン

このコマンドが導入されました。

spanning-tree mst instance-id root コマンドは、バックボーン スイッチでのみ使用してください。
spanning-tree mst instance-id root コマンドを入力すると、ソフトウェアはこのスイッチをスパニン
グツリー インスタンスのルートに設定できるように、十分高いプライオリティを設定しようとしま
す。拡張システム ID がサポートされているため、スイッチはインスタンスのスイッチ プライオリ
ティを 24576 に設定します。これは、この値によってこのスイッチが指定されたインスタンスの
ルートになる場合です。指定インスタンスのいずれかのルート スイッチに、24576 に満たないス
イッチ プライオリティが設定されている場合、スイッチは自身のプライオリティを最小のスイッチ
プライオリティより 4096 小さい値に設定します（4096 は 4 ビット スイッチ プライオリティの最下
位ビットの値です）。
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spanning-tree mst instance-id root secondary コマンドを入力すると、拡張システム ID がサポートさ
れているため、ソフトウェアはスイッチ プライオリティをデフォルト値（32768）から 28672 に変
更します。ルート スイッチに障害が発生した場合は、このスイッチが次のルート スイッチになり
ます（ネットワーク内の他のスイッチがデフォルトのスイッチ プライオリティ 32768 を使用してい
て、ルート スイッチになる可能性が低い場合）。

次の例では、スイッチをインスタンス 10 のルート スイッチとして設定し、ネットワーク直径を 4
に設定する方法を示します。

例

Switch(config)# spanning-tree mst 10 root primary diameter 4

次の例では、スイッチをインスタンス 10 のセカンダリ ルート スイッチとして設定し、ネットワー
ク直径を 4 に設定する方法を示します。
Switch(config)# spanning-tree mst 10 root secondary diameter 4

設定を確認するには、show spanning-tree mst instance-id 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
show spanning-tree mst instance-id

説明

spanning-tree mst forward-time

すべての MST インスタンスについて転送遅延時間を設定し
ます。

spanning-tree mst hello-time

ルート スイッチ コンフィギュレーション メッセージが送
信する hello BPDU の間隔を設定します。

spanning-tree mst max-age

スパニングツリーがルート スイッチからメッセージを受信
する間隔を指定します。

spanning-tree mst max-hops

BPDU が廃棄されるまでのリージョンのホップ数を設定し
ます。

指定インスタンスの MST 情報を表示します。
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spanning-tree port-priority
インターフェイス プライオリティを設定するには、spanning-tree port-priority インターフェイス コ
ンフィギュレーション コマンドを使用します。ループが発生した場合、スパニングツリーはフォ
ワーディング ステートにするインターフェイスを選択できます。デフォルト設定に戻すには、この
コマンドの no 形式を使用します。
spanning-tree [vlan vlan-id] port-priority priority
no spanning-tree [vlan vlan-id] port-priority

シンタックスの説明

vlan vlan-id

priority

（任意）スパニングツリー インスタンスに関連付けられた VLAN（仮想 LAN）
範囲。VLAN ID 番号で識別された 1 つの VLAN、それぞれをハイフンで区
切った VLAN 範囲、またはカンマで区切った一連の VLAN を指定することが
できます。指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。
使用できる番号は 0 ～ 240 で、16 ずつ増加します。有効な値は 0、16、32、
48、64、80、96、112、128、144、160、176、192、208、224、240 です。それ
以外の値はすべて拒否されます。数が低ければ低いほど、プライオリティは
高くなります。

デフォルト

デフォルト値は 128 です。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

変数 vlan-id を省略した場合、このコマンドは VLAN 1 に関連付けられたスパニングツリー インス
タンスに適用されます。
ポートが割り当てられていない VLAN にも、プライオリティを設定できます。ポートを VLAN に
割り当てると、設定が有効になります。
インターフェイスを spanning-tree vlan vlan-id port-priority priority コマンドおよび spanning-tree
port-priority priority コマンドを両方使用して設定する場合、spanning-tree vlan vlan-id port-priority
priority コマンドが有効になります。

例

次の例では、ループが発生した場合に指定のポートがフォワーディング ステートになる確率を高め
る方法を示します。
Switch(config)# interface fastethernet1/0/2
Switch(config-if)# spanning-tree vlan 20 port-priority 0

次の例では、VLAN 20 ～ 25 のポート プライオリティ値を設定する方法を示します。
Switch(config-if)# spanning-tree vlan 20-25 port-priority 0

設定を確認するには、show spanning-tree interface interface-id 特権 EXEC コマンドを入力します。
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関連コマンド

コマンド
show spanning-treeinterface interface-id

説明

spanning-tree cost

スパニングツリーの計算に使用するパス コストを設
定します。

spanning-tree vlan priority

指定したスパニングツリー インスタンスのスイッチ
プライオリティを設定します。

特定のインターフェイスのスパニングツリー情報を
表示します。

spanning-tree portfast（グローバル コンフィギュレーション）
PortFast 対応のインターフェイス上で、Bridge Protocol Data Unit（BPDU; ブリッジ プロトコル デー
タ ユニット）のフィルタリングおよび BPDU ガード機能をグローバルにイネーブルにしたり、ま
たはすべての非トランク インターフェイス上で PortFast 機能をグローバルにイネーブルにするに
は、spanning-tree portfast グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。BPDU フィ
ルタリング機能を使用すると、スイッチ インターフェイスでの BPDU の送受信を禁止することが
できます。BPDU ガード機能は、BPDU を受信する PortFast 対応インターフェイスを errdisable ス
テートにします。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
spanning-tree portfast {bpdufilter default | bpduguard default | default}
no spanning-tree portfast {bpdufilter default | bpduguard default | default}

シンタックスの説明

bpdufilter default

PortFast 対応インターフェイス上で BPDU フィルタリングをグローバルに
イネーブルにし、エンド ステーションに接続されたスイッチ インター
フェイスでの BPDU の送受信を禁止します。

bpduguard default

PortFast 対応インターフェイス上で BPDU ガード機能をグローバルにイ
ネ ー ブ ル に し、BPDU を 受 信 す る PortFast 対 応 イ ン タ ー フ ェ イ ス を
errdisable ステートにします。

default

すべての非トランク インターフェイス上で PortFast 機能をグローバルに
イネーブルにします。

デフォルト

BPDU フィルタリング、BPDU ガード、および PortFast 機能は、個別に設定しないかぎり、すべて
のインターフェイスでディセーブルです。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容
このコマンドが導入されました。
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使用上のガイドライン

スイッチが Per-VLAN（仮想 LAN）Spanning-Tree Plus（PVST+）モード、Rapid-PVST+ モード、ま
たは Multiple Spanning-Tree（MST）モードで稼働している場合に、これらの機能をイネーブルにで
きます。
spanning-tree portfast bpdufilter default グローバル コンフィギュレーション コマンドは、PortFast
対応インターフェイス（PortFast 動作ステートのインターフェイス）上で BPDU フィルタリングを
グローバルにイネーブルにします。ただし、リンクが確立してからスイッチが発信 BPDU のフィル
タリングを開始するまでの間に、このインターフェイスから BPDU がいくつか送信されます。ス
イッチ インターフェイスに接続されたホストが BPDU を受信しないようにするには、スイッチ上
で BPDU フィルタリングをグローバルにイネーブルにする必要があります。BPDU を受信した
PortFast 対応インターフェイスでは PortFast 動作ステータスが解除され、BPDU フィルタリングが
ディセーブルになります。
spanning-tree portfast bpdufilter default グローバル コンフィギュレーション コマンドの設定を上書
きするには、spanning-tree bdpufilter インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用し
ます。

注意

BPDU フィルタリングを特定のインターフェイス上でイネーブルにすることは、そのインターフェ
イス上でスパニングツリーをディセーブルにすることと同じであり、スパニングツリー ループが
発生することがあります。

spanning-tree portfast bpduguard default グローバル コンフィギュレーション コマンドは、PortFast
動作ステートのインターフェイス上で BPDU ガードをグローバルにイネーブルにします。有効な設
定では、PortFast 対応インターフェイスは BPDU を受信しません。PortFast 対応インターフェイスが
BPDU を受信した場合は、認可されていないデバイスの接続などのような無効な設定が存在するこ
とを示しており、BPDU ガード機能によってインターフェイスは errdisable ステートになります。手
動でインターフェイスを再び動作させなければならないので、BPDU ガード機能は無効な設定に対
する安全対策になります。サービス プロバイダー ネットワーク内でアクセス ポートがスパニング
ツリーに参加しないようにするには、BPDU ガード機能を使用します。
spanning-tree portfast bpduguard default グローバル コンフィギュレーション コマンドの設定を上
書きするには、spanning-tree bdpuguard インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使
用します。
PortFast は、エンド ステーションに接続するインターフェイスにかぎって設定します。そうしない
と、偶発的なトポロジ ループが原因でデータ パケット ループが発生し、スイッチおよびネットワー
クの動作が妨げられることがあります。リンクがアップすると、PortFast 対応インターフェイスは
標準の転送遅延時間の経過を待たずに、ただちにスパニングツリー フォワーディング ステートに
移行します。PortFast 機能がイネーブルの場合、インターフェイスはブロッキング ステートからフォ
ワーディング ステートに直接移行します。その際に、中間のスパニングツリー ステートには変わ
りません。
spanning-tree portfast default グローバル コンフィギュレーション コマンドの設定を上書きするに
は、spanning-tree portfast インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。no
spanning-tree portfast default グ ロ ー バ ル コ ン フ ィ ギ ュ レ ー シ ョ ン コ マ ン ド を 使 用 す る と、
spanning-tree portfast インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用してポートを個
別に設定した場合を除き、すべてのインターフェイス上で PortFast をディセーブルにすることがで
きます。
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例

次の例では、BPDU フィルタリングをグローバルにイネーブルにする方法を示します。
Switch(config)# spanning-tree portfast bpdufilter default

次の例では、BPDU ガードをグローバルにイネーブルにする方法を示します。
Switch(config)# spanning-tree portfast bpduguard default

次の例では、すべての非トランク インターフェイス上で PortFast 機能をグローバルにイネーブルに
する方法を示します。
Switch(config)# spanning-tree portfast default

設定を確認するには、show running-config 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
show running-config

説明
稼働設定を表示します。構文情報については、次の URL の
「Cisco IOS Release 12.2 Command Reference」に 表示 さ れ る
ページを参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1835/prod_
command_reference_list.html
「Cisco IOS Commands Master List, Release 12.2」を選択する
とコマンドが表示されます。

spanning-tree bpdufilter

インターフェイスが BPDU を送受信しないようにします。

spanning-tree bpduguard

BPDU を受信したインターフェイスを、errdisable ステート
にします。

spanning-tree portfast（インター
対応するすべての VLAN 内の特定のインターフェイスで、
フェイス コンフィギュレーション） PortFast 機能をイネーブルにします。
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spanning-tree portfast（インターフェイス コンフィギュレー
ション）
関連付けられたすべての VLAN（仮想 LAN）のインターフェイス上で PortFast 機能をイネーブルに
するには、spanning-tree portfast インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用しま
す。PortFast 機能がイネーブルの場合、インターフェイスはブロッキング ステートからフォワーディ
ング ステートに直接移行します。その際に、中間のスパニングツリー ステートには変わりません。
デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
spanning-tree portfast [disable | trunk]
no spanning-tree portfast

シンタックスの説明

disable

（任意）指定されたインターフェイスの PortFast 機能をディセーブルにします。

trunk

（任意）トランキング インターフェイスの PortFast 機能をイネーブルにします。

デフォルト

すべてのインターフェイスで PortFast 機能はディセーブルですが、ダイナミック アクセス ポートで
は自動的にイネーブルになります。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

この機能は、エンド ステーションに接続するインターフェイスにかぎって使用します。そうしない
と、偶発的なトポロジ ループが原因でデータ パケット ループが発生し、スイッチおよびネットワー
クの動作が妨げられることがあります。
スイッチが Per-VLAN Spanning-Tree Plus（PVST+）モード、Rapid-PVST+ モード、または Multiple
Spanning-Tree（MST）モードで稼働している場合に、この機能をイネーブルにできます。
この機能はポート上のすべての VLAN に影響します。
PortFast 機能がイネーブルに設定されているインターフェイスは、標準の転送遅延時間の経過を待
たずに、ただちにスパニングツリー フォワーディング ステートに移行します。
spanning-tree portfast default グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用すると、すべて
の非トランク インターフェイス上で PortFast 機能をグローバルにイネーブルにできます。ただし、
spanning-tree portfast インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して、グローバル
設定を上書きすることができます。
spanning-tree portfast default グローバル コンフィギュレーション コマンドを設定する場合は、no
spanning-tree portfast インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して、トランク
インターフェイス以外のインターフェイス上で PortFast 機能をイネーブルにできます。
no spanning-tree portfast インターフェイス コンフィギュレーション コマンドは、spanning-tree
portfast disable インターフェイス コンフィギュレーション コマンドと同じです。
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次の例では、ポートで PortFast 機能をイネーブルにする方法を示します。

例

Switch(config)# interface fastethernet1/0/2
Switch(config-if)# spanning-tree portfast

設定を確認するには、show running-config 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
show running-config

説明
稼働設定を表示します。構文情報については、次の URL の
「Cisco IOS Release 12.2 Command Reference」に 表示 さ れ る
ページを参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1835/prod_
command_reference_list.html
「Cisco IOS Commands Master List, Release 12.2」を選択する
とコマンドが表示されます。

spanning-tree bpdufilter

インターフェイスでの Bridge Protocol Data Unit（BPDU; ブ
リッジ プロトコル データ ユニット）の送受信を禁止しま
す。

spanning-tree bpduguard

BPDU を受信したインターフェイスを、errdisable ステート
にします。

spanning-tree portfast（グローバル
コンフィギュレーション）

PortFast 対応インターフェイス上で BPDU フィルタリング
機能または BPDU ガード機能をグローバルにイネーブルに
するか、またはすべての非トランク インターフェイスで
PortFast 機能をイネーブルにします。
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spanning-tree uplinkfast
リンクやスイッチに障害が発生した場合、またはスパニングツリーが自動的に再設定された場合
に、新しいルート ポートを短時間で選択できるようにするには、spanning-tree uplinkfast グローバ
ル コンフィギュレーション コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの
no 形式を使用します。
spanning-tree uplinkfast [max-update-rate pkts-per-second]
no spanning-tree uplinkfast [max-update-rate]

シンタックスの説明

max-update-rate pkts-per-second

デフォルト

UplinkFast はディセーブルです。

（任意）更新パケットを送信するときの 1 秒間のパケット数
です。指定できる範囲は 0 ～ 32000 です。

更新速度は 150 パケット / 秒です。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

このコマンドは、アクセス スイッチ上だけで使用します。
Rapid-PVST+ または Multiple Spanning-Tree（MST）モードの UplinkFast 機能を設定できますが、ス
パニングツリー モードを PVST+ に変更するまで、機能はディセーブル（非アクティブ）のままです。
UplinkFast をイネーブルにすると、スイッチ全体に対してイネーブルになり、VLAN（仮想 LAN）
単位でイネーブルにすることはできません。
UplinkFast をイネーブルにすると、すべての VLAN のスイッチ プライオリティが 49152 に設定され
ます。UplinkFast をイネーブルにする、または UplinkFast がすでにイネーブルに設定されている場
合に、パス コストを 3000 未満に変更すると、すべてのインターフェイスおよび VLAN トランクの
パス コストが 3000 だけ増加します（パス コストを 3000 以上に変更した場合、パス コストは変更
されません）。スイッチ プライオリティおよびパス コストを変更すると、スイッチがルート スイッ
チになる可能性が低下します。
デフォルト値を変更していない場合、UplinkFast をディセーブルにすると、すべての VLAN のス
イッチ プライオリティとすべてのインターフェイスのパス コストがデフォルト値に設定されま
す。
ルート ポートに障害が発生していることがスパニングツリーで検出されると、UplinkFast はスイッ
チをただちに代替ルート ポートに切り替えて、新しいルート ポートを直接フォワーディング ス
テートに移行させます。この間、トポロジ変更通知が送信されます。
UplinkFast 機能が使用するインターフェイスで、ルート ガードをイネーブルにしないでください。
UplinkFast を使用すると、障害発生時に（ブロッキング ステートの）バックアップ ポートがルート
ポートになります。ただし、同時にルート ガードもイネーブルになっていた場合は、UplinkFast 機
能が使用するすべてのバックアップ ポートが root-inconsistent ステート（ブロック）になり、フォ
ワーディング ステートに移行できなくなります。
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max-update-rate を 0 に設定すると、ステーションを学習するフレームが生成されず、接続の切断後、
スパニングツリー トポロジのコンバージェンスに要する時間が長くなります。

例

次の例では、UplinkFast をイネーブルにする方法を示します。
Switch(config)# spanning-tree uplinkfast

設定を確認するには、show spanning-tree summary 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
show spanning-tree summary
spanning-tree vlan root primary

説明
スパニングツリー インターフェイス ステートのサマリー
を表示します。
このスイッチを強制的にルート スイッチに設定します。
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spanning-tree vlan
VLAN（仮想 LAN）ベースでスパニングツリーを設定するには、spanning-tree vlan グローバル コ
ンフィギュレーション コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形
式を使用します。
spanning-tree vlan vlan-id [forward-time seconds | hello-time seconds | max-age seconds |
priority | root {primary | secondary} [diameter net-diameter [hello-time seconds]]]

priority

no spanning-tree vlan vlan-id [forward-time | hello-time | max-age | priority | root]

シンタックスの説明

vlan-id

スパニングツリー インスタンスに関連付けられた VLAN 範囲。VLAN
ID 番号で識別された 1 つの VLAN、それぞれをハイフンで区切った
VLAN 範囲、またはカンマで区切った一連の VLAN を指定することがで
きます。指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。

forward-time seconds

（任意）指定したスパニングツリー インスタンスの転送遅延時間を設定
します。転送遅延時間は、インターフェイスが転送を開始するまでの、
リスニング ステートおよびラーニング ステートが継続する時間を制御
します。指定できる範囲は 4 ～ 30 秒です。

hello-time seconds

（任意）ルート スイッチ コンフィギュレーション メッセージから送信さ
れる hello Bridge Protocol Data Unit（BPDU; ブリッジ プロトコル データ
ユニット）の間隔を設定します。指定できる範囲は 1 ～ 10 秒です。

max-age seconds

（任意）スパニングツリーがルート スイッチからメッセージを受信する
間隔を設定します。スイッチがこの期間内にルート スイッチから BPDU
メッセージを受信しない場合は、スパニングツリー トポロジが再計算さ
れます。指定できる範囲は 6 ～ 40 秒です。

priority priority

（任意）指定したスパニングツリー インスタンスのスイッチ プライオリ
ティを設定します。この設定は、このスイッチがルート スイッチとして
選択される可能性に影響します。小さい値を設定すると、スイッチが
ルート スイッチとして選択される可能性が高まります。
指定できる範囲は 0 ～ 61440 で、4096 ずつ増加します。有効なプライオ
リティ値は、4096、8192、12288、16384、20480、24576、28672、32768、
36864、40960、45056、49152、53248、57344、61440 です。それ以外の
値はすべて拒否されます。

デフォルト

root primary

（任意）このスイッチを強制的にルート スイッチに設定します。

root secondary

（任意）プライマリ ルート スイッチに障害が発生した場合に、このス
イッチをルート スイッチに設定します。

diameter net-diameter

（任意）2 つのエンド ステーション間にスイッチの最大数を設定します。
指定できる範囲は 2 ～ 7 です。

すべての VLAN でスパニングツリーがイネーブルです。
転送遅延時間は 15 秒です。
hello タイムは 2 秒です。
有効期限は 20 秒です。
プライマリ ルート スイッチのプライオリティは 24576 です。
セカンダリ ルート スイッチのプライオリティは 28672 です。
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コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

Spanning-Tree Protocol（STP; スパニングツリー プロトコル）をディセーブルにすると、VLAN はス
パニングツリー トポロジへの参加を停止します。管理上のダウン状態のインターフェイスは、ダウ
ン状態のままです。受信された BPDU は、他のマルチキャスト フレームと同様に転送されます。
STP がディセーブルの場合、VLAN はループの検出や禁止を行いません。
現在アクティブではない VLAN 上で STP をディセーブルにしたり、変更を確認するには、show
running-config または show spanning-tree vlan vlan-id 特権 EXEC コマンドを使用します。設定は、
VLAN がアクティブである場合に有効となります。
STP をディセーブルまたは再びイネーブルにする場合、ディセーブルまたはイネーブルにする
VLAN の範囲を指定することができます。
VLAN をディセーブルにしてからイネーブルにした場合、その VLAN に割り当てられていたすべて
の VLAN は引き続きメンバーとなります。ただし、すべてのスパニングツリー ブリッジ パラメー
タは元の設定（VLAN がディセーブルになる直前の設定）に戻ります。
ポートが割り当てられていない VLAN 上で、スパニングツリー オプションをイネーブルにするこ
とができます。ポートを VLAN に割り当てると、設定が有効になります。
max-age seconds を設定すると、指定されたインターバル内にスイッチがルート スイッチから BPDU
を受信しなかった場合に、スパニングツリー トポロジが再計算されます。max-age の設定値は、
hello-time の設定値よりも大きくなければなりません。
spanning-tree vlan vlan-id root コマンドは、バックボーン スイッチでのみ使用してください。
spanning-tree vlan vlan-id root コマンドを入力すると、ソフトウェアは各 VLAN の現在のルート ス
イッチのスイッチ プライオリティを確認します。拡張システム ID がサポートされているため、ス
イッチは指定された VLAN のスイッチ プライオリティを 24576 に設定します。これは、この値に
よってこのスイッチが指定された VLAN のルートになる場合です。指定された VLAN のルート ス
イッチに 24576 に満たないスイッチ プライオリティが設定されている場合、スイッチはその VLAN
について、自身のプライオリティを最小のスイッチ プライオリティより 4096 だけ小さい値に設定
します（4096 は 4 ビット スイッチ プライオリティの最下位ビットの値です）。
spanning-tree vlan vlan-id root secondary コマンドを入力すると、拡張システム ID がサポートされ
ているため、ソフトウェアはスイッチ プライオリティをデフォルト値（32768）から 28672 に変更
します。ルート スイッチに障害が発生した場合は、このスイッチが次のルート スイッチになりま
す（ネットワーク内の他のスイッチがデフォルトのスイッチ プライオリティ 32768 を使用してい
て、ルート スイッチになる可能性が低い場合）。

例

次の例では、VLAN 5 上で STP をディセーブルにする方法を示します。
Switch(config)# no spanning-tree vlan 5

設定を確認するには、show spanning-tree 特権 EXEC コマンドを入力します。このインスタンスの
リストに、VLAN 5 は表示されません。
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次の例では、VLAN 20 および 25 のスパニングツリーについて、転送時間を 18 秒に設定する方法を
示します。
Switch(config)# spanning-tree vlan 20,25 forward-time 18

次の例では、VLAN 20 ～ 24 のスパニングツリーについて、hello 遅延時間を 3 秒に設定する方法を
示します。
Switch(config)# spanning-tree vlan 20-24 hello-time 3

次の例では、VLAN 20 のスパニングツリーについて、有効期限を 30 秒に設定する方法を示します。
Switch(config)# spanning-tree vlan 20 max-age 30

次の例では、スパニングツリー インスタンス 100 および 105 ～ 108 の max-age パラメータをデフォ
ルト値に戻す方法を示します。
Switch(config)# no spanning-tree vlan 100, 105-108 max-age

次の例では、VLAN 20 のスパニングツリーについて、プライオリティを 8192 に設定する方法を示
します。
Switch(config)# spanning-tree vlan 20 priority 8192

次の例では、スイッチを VLAN 10 のルート スイッチとして設定し、ネットワーク直径を 4 に設定
する方法を示します。
Switch(config)# spanning-tree vlan 10 root primary diameter 4

次の例では、スイッチを VLAN 10 のセカンダリ ルート スイッチとして設定し、ネットワーク直径
を 4 に設定する方法を示します。
Switch(config)# spanning-tree vlan 10 root secondary diameter 4

設定を確認するには、show spanning-tree vlan vlan-id 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
show spanning-tree vlan

説明

spanning-tree cost

スパニングツリーの計算に使用するパス コストを設定しま
す。

spanning-tree guard

選択されたインターフェイスに対応するすべての VLAN に
対して、ルート ガード機能またはループ ガード機能をイ
ネーブルにします。

spanning-tree port-priority

インターフェイス プライオリティを設定します。

spanning-tree portfast（グローバル
コンフィギュレーション）

PortFast 対応インターフェイス上で BPDU フィルタリング
機能または BPDU ガード機能をグローバルにイネーブルに
するか、またはすべての非トランク インターフェイスで
PortFast 機能をイネーブルにします。

スパニングツリー情報を表示します。

spanning-tree portfast（インター
対応するすべての VLAN 内の特定のインターフェイスで、
フェイス コンフィギュレーション） PortFast 機能をイネーブルにします。
spanning-tree uplinkfast
UplinkFast 機能をイネーブルにし、新しいルート ポートを短
時間で選択できるようにします。
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speed
10/100 Mbps ポートまたは 10/100/1000 Mbps ポートの速度を指定するには、speed インターフェイス
コンフィギュレーション コマンドを使用します。ポートをデフォルト値に戻すには、このコマンド
の no または default 形式を使用します。
speed {10 | 100 | 1000 | auto [10 | 100 | 1000] | nonegotiate}
no speed

シンタックスの説明

10

ポートは 10 Mbps で稼働します。

100

ポートは 100 Mbps で稼働します。

1000

ポートは 1000 Mbps で稼働します。このオプションは、1000BASE-T SFP モ
ジュールが搭載されている場合のみ、Small Form-Factor Pluggable（SFP）モ
ジュール ポートで有効となり、表示されます。

auto

ポートが自動的に、もう一方のリンクの終端ポートを基準にして速度を検出
します。10、100、または 1000 キーワードと auto キーワードを一緒に使用す
る場合、ポートは指定した速度で自動ネゴシエーションだけを行います。

nonegotiate

自動ネゴシエーションはディセーブルになり、ポートは 1000 Mbps で動作し
ます。このオプションは、SFP ポートでのみ有効で表示可能です（1000BASE-T
SFP は nonegotiate キーワードをサポートしません）。

デフォルト

デフォルトの設定は auto です。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容

12.2(25)EY

auto キーワードと使用する 10、100、および 1000 キーワードのサポート
が追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドが導入されました。

10/100 Mbps ポートの場合、速度とデュプレックスの両方を特定の値に設定すると、リンクはネゴ
シエートされた速度とデュプレックス値で動作します。
10/100/1000 Mbps ポートの場合、速度とデュプレックスの両方を特定の値に設定すると、自動ネゴ
シエーションはディセーブルになります。
ファスト イーサネット ポートの速度を 10 Mbps または 100 Mbps として設定することができます。
SFP モジュール ポートには速度を設定できませんが、自動ネゴシエーションをサポートしていない
デバイスを接続している場合、速度をネゴシエートしないように（nonegotiate）設定できます。た
だし、1000BASE-T SFP モジュールが SFP モジュール ポートに搭載されている場合、速度を 10
Mbps、100 Mbps、1000 Mbps、または auto に設定することができます。
Enhanced Services（ES）モジュール ポートに 1000BASE-T SFP モジュールが搭載されている場合、
速度のデフォルトは 1000 となります。
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注意

ES ポートでは、10 または 100 Mbps の動作がサポートされていません。ES ポートで速度を auto に
設定すると、インターフェイスを別のスイッチ上の 10/100 インターフェイスに接続した場合に、重
大なデータ損失が発生することがあります。

速度が auto に設定されている場合、スイッチはリンクの反対側のデバイスと速度設定についてネ
ゴシエートし、速度をネゴシエートされた値に強制的に設定します。デュプレックス設定はリンク
の両端での設定が引き継がれますが、これにより、デュプレックス設定に矛盾が生じることがあり
ます。
ラインの両端が自動ネゴシエーションをサポートしている場合、デフォルトの自動ネゴシエーショ
ンを使用することを強く推奨します。片方のインターフェイスが自動ネゴシエーションをサポート
し、もう片方がサポートしていない場合、サポートされていない方のインターフェイス上でデュプ
レックスと速度を手動で設定し、サポートされている側で auto の設定を使用してください。

注意

インターフェイスの速度およびデュプレックス モードの設定を変更することで、再設定の間、イ
ンターフェイスのシャットダウンとインターフェイスの再イネーブル化が発生する場合がありま
す。

スイッチの速度およびデュプレックスのパラメータの設定に関する注意事項は、このリリースに対
応するソフトウェア コンフィギュレーション ガイドの「Configuring Interface Characteristics」の章
を参照してください。

例

次の例では、指定のポートを 100 Mbps に設定する方法を示します。
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# speed 100

次の例では、ポートを 10 Mbps で自動ネゴシエートするように設定する方法を示します。
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# speed auto 10

次の例では、ポートを 10 または 100 Mbps で自動ネゴシエートするように設定する方法を示します。
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# speed auto 10 100

設定を確認するには、show interfaces 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
duplex

説明

show interfaces

すべてのインターフェイスまたは特定のインターフェイスに対する統計
情報を表示します。

ファスト イーサネットまたはギガビット イーサネット ポートに対し、動
作のデュプレックス モードを指定します。
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srr-queue bandwidth limit
標準ポートの最大出力を制限するには、srr-queue bandwidth limit インターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用し
ます。
srr-queue bandwidth limit weight1
no srr-queue bandwidth limit

シンタックスの説明

weight1

デフォルト

ポートの速度に制限はなく、100% に設定されています。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

制限される標準ポートの速度のパーセンテージ。指定できる範囲は 10 ～ 90
です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

このコマンドで 80% を設定した場合、ポート時間の 20% はアイドル状態になります。ライン レー
トの想定速度は 80% まで落ち込みます。ただし、ライン レートはハードウェアが 6 ずつ調整して
いるため、これらの値は正確ではありません。
このコマンドは、Enhanced Services（ES）ポートではサポートされていません。

（注）

例

出力キューセットのデフォルト設定はほとんどのケースに適用されます。これらの設定がご使用の
QoS（Quality Of Service）ソリューションに合わない際は、キューについての詳細な知識がある場
合に限り設定を変更することができます。

次の例では、ポートを 800 Mbps に制限する方法を示します。
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# srr-queue bandwidth limit 80

設定を確認するには、show mls qos interface [interface-id] queueing 特権 EXEC コマンドを入力しま
す。
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関連コマンド

コマンド
mls qos queue-set output buffers

説明

mls qos srr-queue output cos-map

Class of Service（CoS; サービスクラス）値を出力キューに
マッピング、または CoS 値をキューおよびしきい値 ID に
マッピングします。

mls qos srr-queue output dscp-map

Differentiated Services Code Point（DSCP; DiffServ コード ポイ
ント）値を出力キューにマッピング、または DSCP 値を
キューおよびしきい値 ID にマッピングします。

mls qos queue-set output threshold

Weighted Tail-Drop（WTD）しきい値を設定し、バッファの
可用性を保証し、キューセットに最大のメモリ割り当てを設
定します。

キューセットに対しバッファを割り当てます。

queue-set

キューセットに対しポートをマッピングします。

show mls qos interface queueing

キューイングの指針情報を表示します。

srr-queue bandwidth shape

シェーピング ウェイトを割り当て、標準ポートにマッピン
グされた 4 つの出力キュー上の帯域幅シェーピングをイ
ネーブルにします。

srr-queue bandwidth share

共有ウェイトを割り当て、ポートにマッピングされた 4 つの
出力キュー上の帯域幅の共有をイネーブルにします。

Catalyst 3750 Metro スイッチ コマンド リファレンス
OL-9645-04-J

2-567

第2章

Catalyst 3750 Metro スイッチ Cisco IOS コマンド

srr-queue bandwidth shape

srr-queue bandwidth shape
シェーピング ウェイトを割り当てることで、標準ポートにマッピングされた 4 つの出力キュー上で
帯域幅シェーピングをイネーブルにするには、srr-queue bandwidth shape インターフェイス コン
フィギュレーション コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式
を使用します。
srr-queue bandwidth shape weight1 weight2 weight3 weight4
no srr-queue bandwidth shape

シンタックスの説明

weight1 weight2
weight3 weight4

デフォルト

ウェイト 1 は 25 に設定されています。ウェイト 2、ウェイト 3、ウェイト 4 は 0 に設定され、共有
モードにあります。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

ウェイトを指定し、シェーピングする標準ポートのパーセンテージを制御
します。比率を逆にすることで（1/weight）
、キューの帯域幅のシェーピン
グを制御します。各値はスペースで区切ります。指定できる範囲は 0 ～
65535 です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

シェーピング モードでは、キューは帯域幅の一部（パーセンテージ）が保証されており、その値に
対しレートが制限されています。シェーピングされたトラフィックは、リンクがアイドル状態で
あったとしても、割り当てられた以上の帯域幅を使用しません。シェーピングを使用することで、
バーストしそうなトラフィックを円滑にし、またより速く出力を実行することができます。
シェーピング モードは共有モードを上書きします。
シェーピング キューのウェイトを srr-queue bandwidth shape インターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドで 0 に設定した場合、このキューは共有モードになります。srr-queue bandwidth
shape コマンドで指定されたウェイトは無効となり、srr-queue bandwidth share インターフェイス
コンフィギュレーション コマンドでキューに指定したウェイトが有効になります。
同一のポートにシェーピングおよび共有モードを設定すると、一番低い番号のキューがシェーピン
グ用として設定されることを確認してください。
このコマンドは、Enhanced Services（ES）ポートではサポートされていません。
priority-queue インターフェイス コンフィギュレーション コマンドと srr-queue bandwidth shape イ
ンターフェイス コンフィギュレーション コマンドの相互作用の詳細については、「priority-queue」
（p.2-280）の「使用上の注意事項」を参照してください。

（注）

出力キューセットのデフォルト設定はほとんどのケースに適用されます。これらの設定がご使用の
QoS（Quality Of Service）ソリューションに合わない際は、キューについての詳細な知識がある場
合に限り設定を変更することができます。
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例

次の例では、同一のポートにシェーピングおよび共有のキューを設定する方法を示します。キュー
2、3、4 のウェイトの比率に 0 が設定されるため、これらのキューは共有モードで動作します。
キュー 1 の帯域幅のウェイトは 1/8（12.5%）になります。キュー 1 は、この帯域幅が保証され、こ
の帯域幅に制限されます。他のキューにトラフィックがなく、アイドル状態でも、スロットの制限
が拡張されることはありません。キュー 2、3 および 4 は共有モードにあり、キュー 1 の設定は無
視されます。共有モードにあるキューに割り当てられる帯域幅の比率は 4/（4+4+4）で、33% にな
ります。
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# srr-queue bandwidth shape 8 0 0 0
Switch(config-if)# srr-queue bandwidth share 4 4 4 4

設定を確認するには、show mls qos interface [interface-id] queueing 特権 EXEC コマンドを入力しま
す。

関連コマンド

コマンド
mls qos queue-set output buffers

説明

mls qos srr-queue output cos-map

Class of Service（CoS; サービス クラス）値を出力キューに
マッピング、または CoS 値をキューおよびしきい値 ID に
マッピングします。

mls qos srr-queue output dscp-map

Differentiated Services Code Point（DSCP; DiffServ コード ポイ
ント）値を出力キューにマッピング、または DSCP 値を
キューおよびしきい値 ID にマッピングします。

mls qos queue-set output threshold

Weighted Tail-Drop（WTD）しきい値を設定し、バッファの
可用性を保証し、キューセットに最大のメモリ割り当てを設
定します。

priority-queue

ポート上の出力プライオリティ キューをイネーブルにしま
す。

queue-set

キューセットに対しポートをマッピングします。

show mls qos interface queueing

キューイングの指針情報を表示します。

srr-queue bandwidth share

共有ウェイトを割り当て、ポートにマッピングされた 4 つの
出力キュー上の帯域幅の共有をイネーブルにします。

キューセットに対しバッファを割り当てます。
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srr-queue bandwidth share
共有ウェイトを割り当てることで、ポートにマッピングされた 4 つの出力キュー上で帯域幅の共有
をイネーブルにするには、srr-queue bandwidth share インターフェイス コンフィギュレーション コ
マンドを使用します。ウェイトの比率は、Shaped Round Robin（SRR）スケジューラが各キューか
らパケットを送信する頻度の比率です。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使
用します。
srr-queue bandwidth share weight1 weight2 weight3 weight4
no srr-queue bandwidth share

シンタックスの説明

weight1 weight2
weight3 weight4

デフォルト

ウェイト 1、ウェイト 2、ウェイト 3 およびウェイト 4 は 25 に設定されています（各キューに帯域
幅の 1/4 を割り当て）。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

weight1、weight2、weight3、および weight4 の比率は、SRR スケジューラ
がパケットを送信する頻度の比率を制御します。各値はスペースで区切り
ます。指定できる範囲は 1 ～ 255 です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

各ウェイトに絶対値を指定することは意味がないため、パラメータの比率が使用されます。
共有モードでは、キューは、設定されたウェイトに従ってキュー間の帯域幅を共有します。帯域幅
はこのレベルでは保証されますが、制限されるわけではありません。たとえば、キューが空で、リ
ンクの共有が必要ない場合、残りのキューは未使用の帯域幅まで拡張され、キュー間で共有します。
シェーピング キューのウェイトを srr-queue bandwidth shape インターフェイス コンフィギュレー
ション コマ ンドで 0 に設定 した場 合、こ のキュ ーは SRR 共有 モード になり ます。srr-queue
bandwidth shape コマンドで指定されたウェイトは無効となり、srr-queue bandwidth share インター
フェイス コンフィギュレーション コマンドでキューに指定したウェイトが有効になります。
同一のポートにシェーピングおよび共有モードを設定すると、一番低い番号のキューがシェーピン
グ用として設定されることを確認してください。
このコマンドは、Enhanced Services（ES）ポートでサポートされています。
priority-queue インターフェイス コンフィギュレーション コマンドと srr-queue bandwidth share イ
ンターフェイス コンフィギュレーション コマンドの相互作用の詳細については、「priority-queue」
（p.2-280）の「使用上の注意事項」を参照してください。

（注）

出力キューセットのデフォルト設定はほとんどのケースに適用されます。これらの設定がご使用の
QoS（Quality Of Service）ソリューションに合わない際は、キューについての詳細な知識がある場
合に限り設定を変更することができます。
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次の例では、出力ポートで動作する SRR スケジューラのウエイト比率を設定する方法を示します。
4 つのキューが使用されています。共有モードにある各キューに割り当てられた帯域幅の比率は、
1/（1+2+3+4）
、2/（1+2+3+4）
、3/（1+2+3+4）
、および 4/（1+2+3+4）です（キュー 1、2、3、4 はそ
れぞれ 10%、20%、30%、40%）。これはキュー 4 に、キュー 1 の 4 倍、キュー 2 の 2 倍、キュー 3
の 1/3 倍の帯域幅が割り当てられていることを意味します。
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# srr-queue bandwidth share 1 2 3 4

設定を確認するには、show mls qos interface [interface-id] queueing 特権 EXEC コマンドを入力しま
す。

関連コマンド

コマンド
mls qos queue-set output buffers

説明

mls qos srr-queue output cos-map

Class of Service（CoS; サービス クラス）値を出力キューに
マッピング、または CoS 値をキューおよびしきい値 ID に
マッピングします。

mls qos srr-queue output dscp-map

Differentiated Services Code Point（DSCP; DiffServ コード ポイ
ント）値を出力キューにマッピング、または DSCP 値を
キューおよびしきい値 ID にマッピングします。

mls qos queue-set output threshold

Weighted Tail-Drop（WTD）しきい値を設定し、バッファの
可用性を保証し、キューセットに最大のメモリ割り当てを設
定します。

priority-queue

ポート上の出力プライオリティ キューをイネーブルにしま
す。

queue-set

キューセットに対しポートをマッピングします。

show mls qos interface queueing

キューイングの指針情報を表示します。

srr-queue bandwidth shape

シェーピング ウェイトを割り当て、標準ポートにマッピン
グされた 4 つの出力キュー上の帯域幅シェーピングをイ
ネーブルにします。

キューセットに対しバッファを割り当てます。
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storm-control
指定のしきい値レベルを持つインターフェイス上で、ブロードキャスト、マルチキャスト、または
ユニキャスト ストーム制御をイネーブルにするには、storm-control インターフェイス コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使
用します。
storm-control {{broadcast | multicast | unicast} level {level [level-low] | bps bps [bps-low] | pps pps
[pps-low]}} | {action {shutdown | trap}}
no storm-control {{broadcast | multicast | unicast} level} | {action {shutdown | trap}}

シンタックスの説明

broadcast

インターフェイス上でブロードキャスト ストーム制御をイネーブルに
します。

multicast

インターフェイス上でマルチキャスト ストーム制御をイネーブルにし
ます。

unicast

インターフェイス上でユニキャスト ストーム制御をイネーブルにしま
す。

level level [level-low]

上限および下限抑制レベルをポートの全帯域幅のパーセンテージとし
て指定します。

level bps bps [bps-low]

•

level ― 上限抑制レベル（小数点以下第 2 位まで）。指定できる範
囲は 0.00 ～ 100.00 です。指定した level の値に達した場合、ストー
ム パケットのフラッディングをブロックします。

•

level-low ― （任意）下限抑制レベル（小数点以下第 2 位まで）
。指
定できる範囲は 0.00 ～ 100.00 です。この値は、上限抑制値より小
さいまたは等しい必要があります。下限抑制レベルを設定しない
場合、上限抑制レベルの値に設定されます。

上限および下限抑制レベルを、ポートで受信するトラフィックの速度
（ビット / 秒）として指定します。
•

bps ― 上限抑制レベル（小数点以下第 1 位まで）
。指定できる範囲
は 0.0 ～ 10000000000.0 です。指定した bps の値に達した場合、ス
トーム パケットのフラッディングをブロックします。

•

bps-low ― （任意）下限抑制レベル（小数点以下第 1 位まで）。指
定できる範囲は 0.0 ～ 10000000000.0 です。この値は、上限抑制値
に等しいまたは小さい必要があります。

大きい数値のしきい値には、k、m、g などのメトリック サフィクスを
使用できます。
level pps pps [pps-low]

上限および下限抑制レベルを、ポートで受信するトラフィックの速度
（パケット / 秒）として指定します。
•

pps ― 上限抑制レベル（小数点以下第 1 位まで）
。指定できる範囲
は 0.0 ～ 10000000000.0 です。指定した pps の値に達した場合、ス
トーム パケットのフラッディングをブロックします。

•

pps-low ― （任意）下限抑制レベル（小数点以下第 1 位まで）。指
定できる範囲は 0.0 ～ 10000000000.0 です。この値は、上限抑制値
に等しいまたは小さい必要があります。

大きい数値のしきい値には、k、m、g などのメトリック サフィクスを
使用できます。
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action {shutdown | trap}

ポートでストームが発生した場合にとられるアクション。デフォルト
アクションは、トラフィックをフィルタし、SNMP（簡易ネットワーク
管理プロトコル）トラップを送信しません。
キーワードの意味は次のとおりです。

デフォルト

•

shutdown ― ストームの間、ポートをディセーブルにします。

•

trap ― ストーム発生時に、SNMP トラップを送信します。

ブロードキャスト、マルチキャスト、およびユニキャスト ストーム制御はディセーブルです。
デフォルト アクションは、トラフィックをフィルタし、SNMP トラップを送信しません。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容

12.2(25)EY

level level [.level] オプションは、level {level [level-low] | pps pps [pps-low] | bps
bps [bps-low]} action {shutdown | trap}} オプションに置き換えられました。

使用上のガイドライン

このコマンドが導入されました。

ストーム制御は、物理インターフェイス上でのみサポートされます。ストーム制御を EtherChannel
上に設定することもできます。ストーム制御を EtherChannel 上に設定すると、その設定は
EtherChannel の各物理インターフェイスに伝播します。
ストーム制御抑制レベルは、ポートの全帯域幅のパーセンテージとして、トラフィックが受信され
る速度（1 秒あたりのパケット数、または 1 秒あたりのビット数）として入力できます。
全帯域幅のパーセンテージとして指定した場合、100% の抑制値は、指定したトラフィック タイプ
に制限が設定されていないことを意味します。level 0 0 の値は、ポート上のすべてのブロードキャ
スト、マルチキャスト、ユニキャスト トラフィックをブロックします。ストーム制御は、上限抑制
レベルが 100% 未満の場合のみイネーブルになります。他のストーム制御設定が指定されていない
場合、デフォルト アクションは、ストームの原因となっているトラフィックをフィルタし、SNMP
トラップを送信しません。

（注）

マルチキャスト トラフィックがストーム制御のしきい値に到達すると、Bridge Protocol Data Unit
（BDPU; ブリッジ プロトコル データ ユニット）
、Cisco Discovery Protocol（CDP; シスコ検出プロト
コル）フレームなどの制御トラフィック以外のすべてのマルチキャスト トラフィックがブロック
されます。ただし、スイッチは、Open Shortest Path First（OSPF）および通常のマルチキャスト デー
タ トラフィック間のように、ルーティング アップデート間を区別しないため、両方のトラフィッ
クがブロックされます。

trap および shutdown オプションは、互いに独立しています。
パケット ストームが検出されたときにシャットダウンを行う（ストームの間、ポートが errdisable
になる）ようにアクションを設定する場合、インターフェイスをこのステートから解除するには no
shutdown インターフェイス コンフィギュレー ション コマンドを 使用する必要があります。
shutdown アクションを指定しない場合、trap（ストーム検出時にスイッチがトラップを生成する）
として指定してください。
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ストームが発生し、実行されるアクションがトラフィックのフィルタリングである場合、下限抑制
レベルが指定されていないと、トラフィック レートが上限抑制レベルより低くなるまでスイッチは
すべてのトラフィックをブロックします。下限抑制レベルが指定されている場合、トラフィック
レートがこのレベルより低くなるまでスイッチはトラフィックをブロックします。

（注）

ストーム制御は、物理インターフェイス上でサポートされます。ストーム制御を EtherChannel 上に
設定することもできます。ストーム制御を EtherChannel 上に設定すると、その設定は EtherChannel
の各物理インターフェイスに伝播します。

ブロードキャスト ストームが発生し、実行されるアクションがトラフィックのフィルタである場
合、スイッチはブロードキャスト トラフィックのみをブロックします。
詳細については、このリリースに対応するソフトウェア コンフィギュレーション ガイドを参照し
てください。

次の例では、75.5% の上限抑制レベルでブロードキャスト ストーム制御をイネーブルにする方法を
示します。

例

Switch(config-if)# storm-control broadcast level 75.5

次の例では、87% の上限抑制レベルと 65% の下限抑制レベルのポートでユニキャスト ストーム制
御をイネーブルにする方法を示します。
Switch(config-if)# storm-control unicast level 87 65

次の例では、2000 パケット / 秒の上限抑制レベルと 1000 パケット / 秒の下限抑制レベルのポートで
ユニキャスト ストーム制御をイネーブルにする方法を示します。
Switch(config-if)# storm-control multicast level pps 2k 1k

次の例では、ポートで shutdown アクションをイネーブルにする方法を示します。
Switch(config-if)# storm-control action shutdown

設定を確認するには、show storm-control 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
show storm-control

説明
すべてのインターフェイス上、または指定のインターフェイス上で、
ブロードキャスト、マルチキャストまたはユニキャスト ストーム制御
の設定を表示します。
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switchport
レイヤ 3 のモードにあるインターフェイスを、レイヤ 2 の設定のためレイヤ 2 モードに変更するに
は、スイッチ スタックまたはスタンドアロン スイッチ上でキーワードを指定せずに switchport イ
ンターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。レイヤ 3 モードにインターフェ
イスを戻す場合は、このコマンドの no 形式を使用します。
switchport
no switchport
インターフェイスをルーティング インターフェイスの状態に設定することで、レイヤ 2 の設定をす
べて削除するには、no switchport コマンド（パラメータの指定なし）を使用します。このコマンド
は、ルーティング ポートに IP アドレスを割り当てる前に使用する必要があります。

（注）

インターフェイスがレイヤ 3 インターフェイスとして設定されている場合、switchport コマンドを
キーワードを指定しないで入力し、インターフェイスをレイヤ 2 ポートとして設定します。その
後、これ以降に記載されているようなキーワード付きの別の switchport コマンドを入力することが
できます。

シンタックスの説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

デフォルトでは、すべてのインターフェイスがレイヤ 2 モードです。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

no switchport コマンドは、ポートをシャットダウンし、再びイネーブルにします。ポートに接続さ
れているデバイス上ではメッセージが生成される可能性があります。

例

次の例では、インターフェイスをレイヤ 2 ポートとして運用することを止め、Cisco-routed ポート
にする方法を示します。
Switch(config-if)# no switchport

次の例では、ポート インターフェイスを Cisco-routed ポートとして運用することを止め、レイヤ 2
スイッチング インターフェイスに変更する方法を示します。
Switch(config-if)# switchport

（注）

キーワードを指定しない switchport コマンドは、Cisco-routed ポートをサポートしないプラット
フォーム上では使用することができません。このようなプラットフォーム上の物理ポートは、すべ
てレイヤ 2 スイッチング インターフェイスとして想定されます。
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インターフェイスの上のスイッチ ポートのステータスを確認するには、show running-config 特権
EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
show interfaces switchport

説明

show running-config

稼働設定を表示します。構文情報については、次の URL の「Cisco
IOS Release 12.2 Command Reference」に表示されるページを参照し
てください。
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1835/prod_comman
d_reference_list.html

ポート ブロッキング、ポート保護設定など、スイッチング（非ルー
ティング）ポートの管理ステータスおよび動作ステータスを表示し
ます。

「Cisco IOS Commands Master List, Release 12.2」を選択するとコマ
ンドが表示されます。
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switchport access
ポートをスタティック アクセスまたはダイナミック アクセス ポートとして設定するには、
switchport access インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。スイッチポー
トのモードが、access に設定されている場合、ポートは指定の VLAN（仮想 LAN）のメンバーとし
て動作します。dynamic として設定されている場合、ポートは受信した着信パケットに基づいて、
VLAN 割り当ての検出を開始します。アクセス モードをスイッチのデフォルト VLAN にリセット
するには、このコマンドの no 形式を使用します。
switchport access vlan {vlan-id | dynamic}
no switchport access vlan

シンタックスの説明

デフォルト

vlan vlan-id

インターフェイスを、アクセス モード VLAN の VLAN ID を持つスタティッ
ク アクセス ポートとして設定します。指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。

vlan dynamic

VLAN Membership Policy Server
（VMPS; VLAN メンバシップ ポリシー サーバ）
プロトコルによってアクセス モード VLAN が決まるように指定します。ポー
トに接続されたホスト（複数可）の送信元 MAC（メディア アクセス制御）ア
ドレスに基づいて、ポートが VLAN に割り当てられます。スイッチは受信し
た新しい MAC アドレスをすべて VMPS サーバに送信して、ダイナミック ア
クセス ポートに割り当てる VLAN の名前を取得します。ポートにすでに
VLAN が割り当てられていて、送信元が VMPS によって承認されている場合、
スイッチはパケットを該当する VLAN に転送します。

デフォルトのアクセス VLAN およびトランク インターフェイス ネイティブ VLAN は、プラット
フォームまたはインターフェイス ハードウェアに対応したデフォルト VLAN です。
ダイナミック アクセス ポートは最初はどの VLAN にも属さず、受信したパケットに基づいて割り
当てを受信します。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

no switchport access コマンドは、アクセス モード VLAN をデバイスの適切なデフォルト VLAN に
リセットします。
switchport access vlan コマンドを有効にするには、ポートをアクセス モードにする必要があります。
アクセス ポートを割り当てることができるのは、1 つの VLAN のみです。
ポートをダイナミックとして設定するには、事前に VMPS サーバ（Catalyst 6500 シリーズ スイッチ
など）を設定する必要があります。
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ダイナミック アクセス ポートには、次の制限事項が適用されます。
•

ソフトウェアは、Catalyst 6000 シリーズ スイッチなどの VMPS をクエリーできる VLAN Query
Protocol（VQP）クライアントを実装します。スイッチを VMPS サーバとすることはできませ
ん。ポートをダイナミックとして設定するには、事前に VMPS サーバを設定する必要がありま
す。

•

ダイナミック アクセス ポートは、エンド ステーションを接続する場合のみ使用します。ブリッ
ジング プロトコルを使用するスイッチまたはルータにダイナミック アクセス ポートを接続す
ると、接続が切断されることがあります。

•

Spanning-Tree Protocol（STP; スパニングツリー プロトコル）がダイナミック アクセス ポート
を STP ブロッキング ステートにしないように、ネットワークを設定します。ダイナミック ア
クセス ポートでは、PortFast 機能が自動的にイネーブルになります。

•

ダイナミック アクセス ポートは、1 つの VLAN にのみ属することができ、VLAN タギングは
使用しません。

•

ダイナミック アクセス ポートを次のように設定することはできません。
－ EtherChannel ポート グループのメンバー（ダイナミック アクセス ポートは、他のダイナ
ミック ポートを含めて、他のポートとグループ化できません）
－ スタティック アドレス エントリ内の送信元または宛先ポート
－ モニタ ポート
－ トンネル ポート

例

この例では、スイッチング インターフェイスとして設定されているポート インターフェイスが、ア
クセス モードの場合に、プラットフォームのデフォルト VLAN ではなく VLAN 2 で動作するよう
変更する方法を示します。
Switch(config-if)# switchport access vlan 2

設定を確認するには、show interfaces interface-id switchport 特権 EXEC コマンドを入力して、
Administrative Mode 行および Operational Mode 行の情報を調べます。

関連コマンド

コマンド
show interfaces switchport

説明

switchport mode

ポートの VLAN メンバシップ モードを設定します。

ポート ブロッキング、ポート保護設定など、スイッチング（非ルー
ティング）ポートの管理ステータスおよび動作ステータスを表示
します。
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switchport backup interface
相互にバックアップを提供するインターフェイスのペアである Flex Link を設定するには、レイヤ 2
インターフェイスで switchport backup interface インターフェイス コンフィギュレーション コマン
ドを使用します。Flex Link 設定を削除する場合は、このコマンドの no 形式を使用します。
switchport backup interface {interface-id} [mmu primary vlan vlan-id | preemption {delay
delay-time | mode {bandwidth | forced | off}}| prefer vlan vlan-id]
no switchport backup interface {interface-id} [mmu primary vlan | preemption {delay | mode}|
prefer vlan vlan-id]

シンタックスの説明

interface-id

mmu
primary vlan vlan-id
preemption

（注）

デフォルト

レイヤ 2 インターフェイスが設定されるインターフェイスに対してバッ
クアップ リンクとして動作するように指定します。インターフェイスは、
物理インターフェイスでもポート チャネルでもかまいません。ポートチャ
ネルの範囲は 1 ～ 48 です。
（任意）バックアップ インターフェイス ペアの MAC（メディア アクセス
制御）移行更新の設定を指定します。
プライベート VLAN（仮想 LAN）プライマリ VLAN の VLAN ID。有効な
範囲は 1 ～ 4094 です。
（任意）バックアップ インターフェイス ペアの優先スキームの設定を指定
します。

mode

優先モードを帯域幅、強制、またはオフとして指定します。

prefer vlan vlan-id

VLAN が Flex Link ペアのバックアップ インターフェイスで実行されるよ
うに指定します。VLAN ID の範囲は 1 ～ 4094 です。

bandwidth

常にバックアップに優先する、より可用性の高い帯域幅を持つインター
フェイスを指定します。

forced

インターフェイスが常にバックアップに優先するように指定します。

off

バックアップからアクティブになるときに優先が発生しないように指定
します。

delay delay-time

優先遅延を指定します。有効な値は 1 ～ 300 秒です。

VLAN インターフェイスは、コマンドラインのヘルプには表示されていますが、サポートされてい
ません。

デフォルトでは、Flex Link が定義されていません。
優先は発生しません。
優先遅延は 35 秒に設定されています。
MAC アドレステーブル移行更新機能はスイッチ上で設定されていません。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

Catalyst 3750 Metro スイッチ コマンド リファレンス
OL-9645-04-J

2-579

第2章

Catalyst 3750 Metro スイッチ Cisco IOS コマンド

switchport backup interface

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例

リリース
12.2(25)EY

変更内容

12.25(SEE)

mmu primary vlan、preemption mode（bandwidth、forced、off）および delay
キーワードが追加されました。

12.2(37)SE

prefer vlan キーワードが追加されました。

このコマンドが導入されました。

Flex Link が設定されている場合、1 つのリンクがプライマリ インターフェイスとして動作してトラ
フィックを転送し、もう一方のインターフェイスはスタンバイ モードになり、プライマリ リンク
がシャットダウンした場合にトラフィックの転送を開始できるように準備します。設定されている
インターフェイスはアクティブ リンクと呼ばれ、指定されたインターフェイスはバックアップ リ
ンクとして識別されます。この機能では、Spanning Tree Protocol（STP; スパニング ツリー プロトコ
ル）に代替機能を提供し、ユーザが STP をオフにしても基本リンクの冗長性を維持できるようにし
ます。
•

このコマンドは、レイヤ 2 インターフェイスでのみ使用できます。

•

設定できるのはアクティブ リンクの中の 1 つの Flex Link バックアップ リンクのみで、アク
ティブ インターフェイスとは異なるインターフェイスである必要があります。

•

インターフェイスは 1 つの Flex Link ペアにのみ属すことができます。インターフェイスを 1 つ
のアクティブ リンクのみのバックアップ リンクに設定できます。アクティブ リンクを別の
Flex Link ペアに所属させることはできません。

•

バックアップ リンクは、アクティブ リンクと同じタイプ（たとえば、ファスト イーサネット
またはギガビット イーサネット）でなくてもかまいません。ただし、ループが発生したり、ス
タンバイ リンクがトラフィックの転送を引き継いだ場合に動作でループや変更が起きないよ
うに、両方の Flex Link を同様の特性で設定しておく必要があります。

•

いずれのリンクも、EtherChannel に属するポートを指定することはできません。ただし、2 つ
のポート チャネル（EtherChannel 物理インターフェイス）を Flex Link として設定したり、1 つ
のポート チャネルと 1 つの物理インターフェイスを Flex Link として（ポート チャネルまたは
物理インターフェイスのいずれかをプライマリ リンクとして）設定したりできます。

•

STP がスイッチで設定されている場合、Flex Link はすべての有効 VLAN の STP に参加しませ
ん。STP が実行されていない場合、設定済みトポロジにループがないことを確認してください。

•

Flex Link VLAN のロード バランシングの場合、バックアップ インターフェイス上で優先 VLAN
を選択しなければいけません。

•

同じ Flex Link ペアに対して優先メカニズムと VLAN ロード バランシングを設定することはで
きません。

次の例では、2 つのインターフェイスを Flex Link として設定する方法を示します。
Switch# configure terminal
Switch(conf)# interface fastethernet1/0/1
Switch(conf-if)# switchport backup interface fastethernet1/0/2
Switch(conf-if)# end

次の例では、ファスト イーサネット インターフェイスが常にバックアップに優先するように設定
する方法を示します。
Switch# configure terminal
Switch(conf)# interface fastethernet1/0/1
Switch(conf-if)# switchport backup interface fastethernet1/0/2 preemption forced
Switch(conf-if)# end
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次の例では、ファスト イーサネット インターフェイス優先遅延時間を設定する方法を示します。
Switch# configure terminal
Switch(conf)# interface fastethernet1/0/1
Switch(conf-if)# switchport backup interface fastethernet1/0/2 preemption delay 150
Switch(conf-if)# end

設定を確認するには、show interfaces switchport backup 特権 EXEC コマンドを入力します。
次の例では、優先 VLAN を設定する方法を示します。
Switch(config)# interface gigabitethernet 1/0/6
Switch(config-if)# switchport backup interface gigabitethernet 1/0/8 prefer vlan
60,100-120

設定を確認するには、show interfaces switchport backup 特権 EXEC コマンドを入力します。
この例では、VLAN 1 ～ 50、60、および 100 ～ 120 がスイッチに設定されています。
Switch(config)# interface gigabitEthernet 1/0/6
Switch(config-if)# switchport backup interface gigabitEthernet 1/0/8 prefer vlan
60,100-120

両方のインターフェイスがアップの場合、Gi1/0/8 が VLAN 60、100、120 のトラフィックを転送し、
Gi1/0/6 が VLAN 1 ～ 50 のトラフィックを転送します。
Switch# show interfaces switchport backup
Switch Backup Interface Pairs:
Active Interface
Backup Interface
State
-----------------------------------------------------------------------GigabitEthernet1/0/6
GigabitEthernet1/0/8
Active Up/Backup Up
Vlans Preferred on Active Interface: 1-50
Vlans Preferred on Backup Interface: 60, 100-120

Flex Link インターフェイスがダウン（LINK_DOWN）の場合、このインターフェイスに設定された
VLAN は Flex Link ペアのピア インターフェイスに移動します。この例では、インターフェイス
Gi1/0/6 がダウンすると、Gi1/0/8 が Flex Link ペアのすべての VLAN を伝送します。
Switch# show interfaces switchport backup
Switch Backup Interface Pairs:
Active Interface
Backup Interface
State
-----------------------------------------------------------------------GigabitEthernet1/0/6
GigabitEthernet1/0/8
Active Down/Backup Up
Vlans Preferred on Active Interface: 1-50
Vlans Preferred on Backup Interface: 60, 100-120
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Flex Link インターフェイスがアップになると、このインターフェイスに設定された VLAN はピア
インターフェイスでブロックされ、アップしたばかりのインターフェイスがフォワーディング ス
テートに移行します。この例では、インターフェイス Gi1/0/6 がアップになると、このインターフェ
イスに設定された VLAN はピア インターフェイス Gi1/0/8 ではブロックされ、Gi1/0/6 で転送され
ます。
Switch# show interfaces switchport backup
Switch Backup Interface Pairs:
Active Interface
Backup Interface
State
-----------------------------------------------------------------------GigabitEthernet1/0/6
GigabitEthernet1/0/8
Active Up/Backup Up
Vlans Preferred on Active Interface: 1-50
Vlans Preferred on Backup Interface: 60, 100-120
Switch# show interfaces switchport backup detail
Switch Backup Interface Pairs:
Active Interface
Backup Interface
State
-----------------------------------------------------------------------FastEthernet1/0/3
FastEthernet1/0/4
Active Down/Backup Up
Vlans Preferred on Active Interface: 1-2,5-4094
Vlans Preferred on Backup Interface: 3-4
Preemption Mode : off
Bandwidth : 10000 Kbit (Fa1/0/3), 100000 Kbit (Fa1/0/4)
Mac Address Move Update Vlan : auto

関連コマンド

コマンド
show interfaces [interface-id] switchport backup

説明
スイッチ上または指定したインターフェイス
の設定済み Flex Link およびそのステータスを
表示します。
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switchport block
不 明 な マ ル チ キ ャ ス ト ま た は ユ ニ キ ャ ス ト の パ ケ ッ ト が 転 送 さ れ る こ と を 回 避 す る に は、
switchport block インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。不明なマルチ
キャスト、またはユニキャスト パケットの転送を許可する場合は、このコマンドの no 形式を使用
します。
switchport block {multicast | unicast}
no switchport block {multicast | unicast}

シンタックスの説明

multicast

不明なマルチキャスト トラフィックをブロックするよう指定します。

unicast

不明なユニキャスト トラフィックをブロックするよう指定します。

デフォルト

不明なマルチキャストおよびユニキャスト トラフィックはブロックされていません。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

デフォルトでは、不明な MAC（メディア アクセス制御）アドレスを持ったすべてのトラフィック
がすべてのポートに送信されます。保護ポートまたは非保護ポート上の不明なマルチキャストまた
はユニキャスト トラフィックはブロックすることができます。保護ポートで、不明なマルチキャス
トまたはユニキャスト トラフィックがブロックされない場合、セキュリティ上の問題が発生しま
す。
不明なマルチキャストまたはユニキャスト トラフィックのブロックは、保護ポート上で自動的にイ
ネーブルにはなりません。明示的に設定する必要があります。
パケットのブロックに関する情報は、このリリースに対応するソフトウェア コンフィギュレーショ
ン ガイドを参照してください。

例

次の例では、インターフェイス上で不明なマルチキャスト トラフィックをブロックする方法を示し
ます。
Switch(config-if)# switchport block multicast

設定を確認するには、show interfaces interface-id switchport 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
show interfaces switchport

説明
ポート ブロッキング、ポート保護設定など、スイッチング（非ルー
ティング）ポートの管理ステータスおよび動作ステータスを表示
します。
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switchport host
レイヤ 2 ポートのホスト接続を最適化するには、switchport host インターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。システム上への影響をなくすには、このコマンドの no 形式を
使用します。
switchport host

シンタックスの説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

ポートのデフォルトは、ホストへの接続が最適化されていません。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

ポートのホスト接続を最適化する場合、switchport host コマンドを使用することで、ポート モード
をアクセスにし、スパニングツリー PortFast をイネーブルにします（チャネルのグループ化もディ
セーブルにします）。エンド ステーションのみこの設定を適用することができます。
スパニングツリー PortFast がイネーブルのため、switchport host コマンドを入力します（1 つのホ
ストに接続しているポート上でのみ可能）。高速開始ポートに他のスイッチ、ハブ、コンセントレー
タ、またはブリッジを接続すると、一時的にスパニングツリーのループが発生する可能性がありま
す。
switchport host コマンドをイネーブルにし、パケット転送の開始における遅延時間を減少させるこ
とができます。

例

次の例では、ポートのホスト接続の設定を最適化する方法を示します。
Switch(config-if)# switchport host
switchport mode will be set to access
spanning-tree portfast will be enabled
channel group will be disabled
Switch(config-if)#

設定を確認するには、show interfaces interface-id switchport 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
show interfaces switchport

説明
スイッチポート モードを含む、スイッチング（非ルーティング）
ポートの管理ステータスおよび動作ステータスを表示します。
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switchport mode
ポートの VLAN（仮想 LAN）メンバシップ モードを設定するには、switchport mode インターフェ
イス コンフィギュレーション コマンドを使用します。モードをデバイスの適切なデフォルト設定
にリセットするには、このコマンドの no 形式を使用します。
switchport mode {access | dot1q-tunnel | dynamic {auto | desirable} | trunk}
no switchport mode {access| dot1q-tunnel | dynamic | trunk}

シンタックスの説明

access

アクセス モード（switchport access vlan インターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドの設定に応じて、スタティック アクセスまたはダイ
ナミック アクセスのいずれか）を設定します。ポートは無条件にアクセス
するように設定され、非カプセル化（タグなし）フレームを送受信する単
一の非トランク VLAN インターフェイスとして動作します。アクセス
ポートを割り当てることができるのは、1 つの VLAN のみです。

dot1q-tunnel

ポートを 802.1Q トンネル ポートとして設定します。

dynamic auto

インターフェイス トランキング モード ダイナミック パラメータを auto
に設定して、インターフェイスがリンクをトランク リンクに変換するよう
に指定します。これがデフォルトのスイッチポート モードになります。

dynamic desirable

インターフェイス トランキング モード ダイナミック パラメータを
desirable に設定して、インターフェイスがリンクをトランク リンクにアク
ティブに変換するように指定します。

trunk

無条件にポートをトランクに設定します。ポートは VLAN レイヤ 2 イン
ターフェイスをトランキングします。ポートは、送信元の VLAN を識別
するカプセル化（タグ付き）フレームを送受信します。トランクは、2 つ
のスイッチ間、スイッチとルータ間のポイントツーポイント リンクです。

デフォルト

デフォルト モードは dynamic auto です。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

access、trunk、または dot1q-tunnel キーワードによる設定が有効となるのは、switchport mode コ
マンドを使用して、適切なモードでポートを設定した場合のみです。スタティックアクセスおよび
トランクの設定は保存されますが、同時にアクティブにできるのはいずれかの設定のみです。
access モードを入力した場合、インターフェイスは固定非トランキング モードになり、ネイバー イ
ンターフェイスがリンクから非トランク リンクへの変換に合意しない場合でも、この変換を行うよ
うにネゴシエートします。
trunk モードを入力した場合、インターフェイスは固定トランキング モードになり、接続先のイン
ターフェイスがリンクからトランク リンクへの変換に合意しない場合でも、この変換を行うように
ネゴシエートします。
dynamic auto モードを入力した場合に、ネイバー インターフェイスが trunk または desirable モー
ドに設定されると、インターフェイスはリンクをトランク リンクに変換します。
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dynamic desirable モードを入力した場合に、ネイバー インターフェイスが trunk、desirable、また
は auto モードに設定されると、インターフェイスはトランク インターフェイスになります。
トランキングを自動ネゴシエートするには、インターフェイスが同じ VTP ドメインに存在する必
要があります。トランク ネゴシエーションは、ポイントツーポイント プロトコルである Dynamic
Trunking Protocol（DTP; ダイナミック トランキング プロトコル）によって管理されます。ただし、
一部のインターネットワーキング デバイスによって DTP フレームが不正に転送されて、矛盾した
設定となる場合があります。この事態を避けるには、DTP をサポートしないデバイスに接続された
インターフェイスが DTP フレームを転送しないように、つまり DTP をディセーブルに設定する必
要があります。
•

これらのリンクを介してトランキングを行わない場合は、switchport mode access インターフェ
イス コンフィギュレーション コマンドを使用して、トランキングをディセーブルにします。

•

DTP
をサポートしていないデバイスへのトランキングをイネーブルにするには、switchport
mode trunk および switchport nonegotiate インターフェイス コンフィギュレーション コマンド
を使用して、インターフェイスがトランクになっても DTP フレームを生成しないように設定し
ます。

dot1q-tunnel を入力すると、ポートは無条件に 802.1Q トンネル ポートとして設定されます。
アクセス ポートおよびトランク ポートは、トンネル ポートと相互に排他的な関係にあります。
トンネル ポートで受信した 802.1Q カプセル化 IP パケットは、MAC
（メディア アクセス制御）Access
Control List（ACL; アクセス コントロール リスト）によってフィルタリングすることができますが、
IP ACL によってフィルタリングすることはできません。これは、スイッチでは 802.1Q ヘッダー内
のプロトコルを識別できないためです。この制限は、ルータ ACL、ポート ACL、および VLAN マッ
プに適用されます。
802.1x 機能は次の方法でスイッチポート モードと連動します。
•

トランク ポートで 802.1x をイネーブルにしようとすると、エラー メッセージが表示され、
802.1x はイネーブルになりません。802.1x 対応ポートをトランクに変更しようとしても、ポー
ト モードは変更されません。

•

dynamic auto または dynamic desirable に設定されているポートで 802.1x をイネーブルにしよ
うとすると、エラー メッセージが表示され、802.1x はイネーブルになりません。802.1x 対応
ポートを dynamic auto または dynamic desirable に変更しようとしても、ポート モードは変更
されません。

•

ダイナミック アクセス（VLAN Query Protocol [VQP]）ポートで 802.1x をイネーブルにしよう
とすると、エラー メッセージが表示され、802.1x はイネーブルになりません。802.1x 対応ポー
トを変更してダイナミック VLAN を割り当てようとしても、エラー メッセージが表示され、
VLAN 設定は変更されません。

ポートを 802.1Q トンネル ポートとして設定した場合、次のような制限があります。

（注）

•

トンネル ポートで IP ルーティングおよび代替ブリッジングはサポートされません。

•

トンネル ポートで IP ACL はサポートされません。

•

トンネル ポートを含む VLAN 内のトランク ポートに IP ACL が適用される場合、またはトンネ
ル ポートを含む VLAN に VLAN マップが適用される場合、トンネル ポートから受信されるパ
ケットは、非 IP パケットとして処理され、MAC アクセス リストでフィルタリングされます。

•

レイヤ 3 QoS（Quality Of Service）ACL およびレイヤ 3 に関連するその他の QoS 機能の情報は、
トンネル ポートでサポートされません。

802.1Q トンネル ポートの設定に関する詳細は、このリリースに対応するソフトウェア コンフィ
ギュレーション ガイドを参照してください。
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例

次の例では、ポートをアクセス モードに設定する方法を示します。
Switch(config-if)# switchport mode access

次の例では、インターフェイスを dynamic desirable モードに設定する方法を示します。
Switch(config-if)# switchport mode dynamic desirable

次の例では、ポートをトランク モードに設定する方法を示します。
Switch(config-if)# switchport mode trunk

次の例では、ポートを 802.1Q トンネル ポートとして設定する方法を示します。
Switch(config-if)# switchport mode dot1q-tunnel

設 定 を 確 認 す る に は、show interfaces interface-id switchport 特 権 EXEC コ マ ン ド を 入 力 し て、
Administrative Mode 行および Operational Mode 行の情報を調べます。

関連コマンド

コマンド
show dot12q tunnel

説明

show interfaces switchport

ポート ブロッキング、ポート保護設定など、スイッチング（非
ルーティング）ポートの管理ステータスおよび動作ステータス
を表示します。

switchport access

ポートをスタティック アクセス ポートまたはダイナミック ア
クセス ポートとして設定します。

switchport trunk

インターフェイスがトランク モードの場合、トランクの特性を
設定します。

スイッチの 802.1Q トンネル ポートの情報を表示します。
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switchport mode private-vlan
ポートを混合またはプライベート VLAN ポートとして設定するには、switchport mode private-vlan
インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。モードをデバイスの適切なデ
フォルト設定にリセットするには、このコマンドの no 形式を使用します。
switchport mode private-vlan {host | promiscuous}
no switchport mode private-vlan

シンタックスの説明

host

インターフェイスをプライベート VLAN（仮想 LAN）のホスト ポートとして
設定します。ホスト ポートはプライベート VLAN セカンダリ VLAN に属し、
所属先の VLAN によってコミュニティ ポートまたは分離ポートのいずれか
です。

promiscuous

インターフェイスをプライベート VLAN の混合ポートとして設定します。コ
ンゴウポートは、プライベート VLAN プライマリ VLAN のメンバーです。

デフォルトのプライベート VLAN モードは、ホストまたは混合のいずれでもありません。

デフォルト

デフォルトのスイッチポート モードは dynamic auto です。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(25)EY

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

プライベート VLAN のホストまたは混合ポートを Switched Port Analyzer（SPAN; スイッチド ポー
ト アナライザ）の宛先ポートにすることはできません。SPAN 宛先ポートをプライベート VLAN の
ホストまたは混合ポートとして設定した場合、ポートは非アクティブになります。
次の機能を持つポート上でプライベート VLAN を設定しないでください。
•

ダイナミック アクセス ポート VLAN メンバシップ

•

Dynamic Trunking Protocol（DTP; ダイナミック トランキング プロトコル）

•

Port Aggregation Protocol（PAgP; ポート集約プロトコル）

•

Link Aggregation Control Protocol（LACP）

•

Multicast VLAN Registration（MVR; マルチキャスト VLAN レジストレーション）

•

音声 VLAN

プライベート VLAN ポートを SPAN 宛先ポートにすることはできません。
ポートがプライベート VLAN 設定の一部である間は、その EtherChannel 設定は非アクティブです。
プライベート VLAN ポートをセキュア ポートにすることはできません。また、保護ポートとして
設定しないでください。

（注）

プライベート VLAN と他の機能との相互作用の詳細については、このリリースに対応するソフト
ウェア コンフィギュレーション ガイドを参照してください。
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設定ミスによる Spanning-Tree Protocol（STP; スパニングツリー プロトコル）ループの防止と STP
収束の時間短縮のため、分離およびコミュニティ ホスト ポート上では、スパニングツリー PortFast
および Bridge Protocol Data Unit（BPDU; ブリッジ プロトコル データ ユニット）ガードをイネーブ
ルにすることを強く推奨します。
ポートをプライベート VLAN ホスト ポートとして設定し、switchport private-vlan host-association
インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して有効なプライベート VLAN アソシ
エーションを設定しない場合、インターフェイスは非アクティブになります。
ポートをプライベート VLAN 混合ポートとして設定し、switchport private-vlan mapping インター
フェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して有効なプライベート VLAN マッピングを設
定しない場合、インターフェイスは非アクティブになります。

次の例では、インターフェイスをプライベート VLAN ホスト ポートとして設定し、プライマリ
VLAN 20 と関連付ける方法を示します。インターフェイスは、セカンダリ分離 VLAN 501 および
プライマリ VLAN 20 のメンバーです。

例

（注）

ポートをプライベート VLAN ホスト ポートとして設定する場合、spanning-tree portfast bpduguard
default グローバル コンフィギュレーション コマンドおよび spanning-tree portfast インターフェイ
ス コンフィギュレーション コマンドを使用して、BPDU ガードと PortFast もイネーブルにする必
要があります。

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface fastethernet 1/0/1
Switch(config-if)# switchport mode private-vlan host
Switch(config-if)# switchport private-vlan host-association 20 501
Switch(config-if)# end

次の例では、インターフェイスをプライベート VLAN 混合ポートとして設定し、プライベート
VLAN にマッピングする方法を示します。インターフェイスは、プライマリ VLAN 20 のメンバー
であり、セカンダリ VLAN 501 ～ 503 は VLAN 20 にマッピングされています。
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface fastethernet 1/0/2
Switch(config-if)# switchport mode private-vlan promiscuous
Switch(config-if)# switchport private-vlan mapping 20 501-503
Switch(config-if)# end

プライベート VLAN スイッチポート モードを確認するには、show interfaces interface-id switchport
特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
private-vlan

説明

show interfaces switchport

プライベート VLAN 設定をなど、スイッチング（非ルーティング）
ポートの管理ステータスおよび動作ステータスを表示します。

switchport private-vlan

インターフェイスのプライマリ VLAN とセカンダリ VLAN 間のプ
ライベート VLAN アソシエーションおよびマッピングを設定しま
す。

VLAN をコミュニティ、分離、またはプライマリ VLAN として設
定するか、
プライマリ VLAN をセカンダリ VLAN と関連付けます。
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switchport nonegotiate
レイヤ 2 インターフェイス上で Dynamic Trunking Protocol（DTP; ダイナミック トランキング プロ
トコル）ネゴシエーション パケットが送信されないように指定するには、switchport nonegotiate イ
ンターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。スイッチは、このインターフェ
イス上で DTP ネゴシエーションを行いません。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形
式を使用します。
switchport nonegotiate
no switchport nonegotiate

シンタックスの説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

デフォルトでは、トランキング ステータスを判別するために、
DTP ネゴシエーションを使用します。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

nonegotiate ステータスを解除するには、switchport nonegotiate コマンドの no 形式を使用します。
このコマンドが有効なのは、インターフェイス スイッチポート モードがアクセスまたはトランク
（switchport mode access または switchport mode trunk インターフェイス コンフィギュレーション
コマンドで設定）の場合のみです。dynamic（auto または desirable）モードでこのコマンドを実行
しようとすると、エラーが戻されます。
DTP をサポートしないインターネットワーキング デバイスでは、DTP フレームが正しく転送され
ず、設定に矛盾が生じることがあります。この問題を回避するには、switchport nonegotiate コマン
ドを使用して DTP をオフにし、DTP をサポートしていないデバイスに接続されたインターフェイ
スが DTP フレームを転送しないように設定します。
switchport nonegotiate コマンドを入力した場合、このインターフェイスでは DTP ネゴシエーショ
ン パケットが送信されません。デバイスは mode パラメータ（access または trunk）に従って、トラ
ンクを実行します。

例

•

これらのリンクを介してトランキングを行わない場合は、switchport mode access インターフェ
イス コンフィギュレーション コマンドを使用して、トランキングをディセーブルにします。

•

DTP
をサポートしていないデバイスでのトランキングをイネーブルにするには、switchport
mode trunk および switchport nonegotiate インターフェイス コンフィギュレーション コマンド
を使用して、インターフェイスがトランクになっても DTP フレームを生成しないように設定し
ます。

次の例では、ポートに対してトランキング モードのネゴシエートを制限し、（モードの設定に応じ
て）トランク ポートまたはアクセス ポートとして動作させる方法を示します。
Switch(config-if)# switchport nonegotiate

設定を確認するには、show interfaces interface-id switchport 特権 EXEC コマンドを入力します。
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関連コマンド

コマンド
show interfaces switchport

説明

switchport mode

ポートの VLAN メンバシップ モードを設定します。

ポート ブロッキング、ポート保護設定など、スイッチング（非ルー
ティング）ポートの管理ステータスおよび動作ステータスを表示
します。

switchport port-security
インターフェイス上のポート セキュリティをイネーブルにするには、キーワードを指定せずに
switchport port-security インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。キー
ワードを指定すると、セキュア MAC（メディア アクセス制御）アドレス、スティッキ MAC アド
レス ラーニング、セキュア MAC アドレスの最大数、または違反モードが設定されます。ポート セ
キュリティをディセーブルにするか、またはパラメータをデフォルト状態に戻すには、このコマン
ドの no 形式を使用します。
switchport port-security [aging] [mac-address mac-address [vlan vlan-id] | mac-address sticky
[mac-address]] [maximum value [vlan vlan-list]] [violation {protect | restrict | shutdown}]
no switchport port-security [aging] [mac-address mac-address [vlan vlan-id] | mac-address sticky
[mac-address]] [maximum [vlan vlan-list]] [violation {protect | restrict | shutdown}]

シンタックスの説明

aging

（任意）switchport port-security aging コマンドを参照してください。

mac-address
mac-address

（任意）48 ビット MAC アドレスを入力して、インターフェイスのセキュア
MAC アドレスを指定します。設定された最大値まで、セキュア MAC アド
レスを追加することができます。

vlan vlan-id

（任意）トランク ポート上でのみ、VLAN（仮想 LAN）ID および MAC ア
ドレスを指定します。VLAN ID が指定されない場合、ネイティブ VLAN が
使用されます。

mac-address sticky
[mac-address]

（任意）mac-address sticky キーワードのみを入力して、インターフェイス
のスティッキ ラーニングをイネーブルにします。スティッキ ラーニングを
イネーブルにすると、インターフェイスは動的に学習されたすべてのセ
キュア MAC アドレスを実行コンフィギュレーションに追加して、これらの
アドレスをスティッキ セキュア MAC アドレスに変換します。
（任意）mac-address を入力し、スティッキ セキュア MAC アドレスを指定
します。

maximum value

（任意）インターフェイスのセキュア MAC アドレスの最大数を設定します。
スイッチで設定できるセキュア MAC アドレスの最大数は、システムで使用
が許可されている MAC アドレスの最大数によって決定されます。この数字
はアクティブな Switch Database Management（SDM）テンプレートによって
決められます。sdm prefer コマンドを参照してください。この数字は使用可
能な MAC アドレスの総数を意味します（他のレイヤ 2 機能およびインター
フェイス上に設定された他のセキュア MAC アドレスを含む）。
デフォルトの設定は 1 です。
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vlan [vlan-list]

violation
protect

（任意）トランク ポートに対して、VLAN のセキュア MAC アドレスの最大
数を設定できます。vlan キーワードが入力されていない場合、デフォルト
値が使用されます。
•

vlan ― VLAN ごとに最大値を設定します。

•

vlan vlan-list ― VLAN 範囲、または一連の VLAN 内の VLAN ごとに最
大値を設定します。VLAN 範囲はハイフン、一連の VLAN はカンマで
区切ります。VLAN を指定しない場合、VLAN ごとの最大値が使用さ
れます。

（任意）セキュリティ違反モード、またはポート セキュリティに違反した場
合に実行するアクションを設定します。デフォルトは shutdown です。
セキュリティ違反保護モードを設定します。このモードでは、ポートのセ
キュア MAC アドレス数がポートで許可されている最大数に到達した場合、
不明な送信元アドレスのパケットはドロップされます。ドロップすること
でセキュア MAC アドレス数を下げるか、許可するアドレスの最大数を増や
さないかぎり、この状態が続きます。セキュリティ違反が起こっても、ユー
ザには通知されません。

（注）

デフォルト

トランク ポート上に保護モードを設定することは推奨できません。
保護モードでは、VLAN がその制限に到達した場合、たとえポート
が制限に到達していなくても、ラーニングがディセーブルになりま
す。

restrict

セキュリティ違反制限モードを設定します。このモードでは、ポートのセ
キュア MAC アドレス数がポートで許可されている最大数に到達した場合、
不明な送信元アドレスのパケットはドロップされます。ドロップすること
でセキュア MAC アドレス数を下げるか、許可するアドレスの最大数を増や
さないかぎり、この状態が続きます。SNMP（簡易ネットワーク管理プロト
コル）トラップが送信されます。Syslog メッセージがロギングされ、違反
カウンタが増加します。

shutdown

セキュリティ違反シャットダウン モードを設定します。このモードでは、
違 反 が 発 生 し、ポ ー ト の LED が オ フ に な る と、イ ン タ ー フ ェ イ ス が
errdisable の状態になります。SNMP トラップが送信されます。また、Syslog
メッセージがロギングされ、違反カウンタが増加します。セキュア ポート
が errdisable ステートの場合は、errdisable recovery cause psecure-violation
グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力してこのステートを
解除したり、shutdown および no shut down インターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを入力したりして、手動で再びイネーブルにすること
ができます。

デフォルト設定では、ポート セキュリティをディセーブルにしています。
セキュリティがイネーブルの場合に、キーワードを入力しないと、デフォルトのセキュア MAC ア
ドレスの最大数が 1 になります。
デフォルトの違反モードは、shutdown です。
スティッキ ラーニングはディセーブルです。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション
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コマンド履歴

使用上のガイドライン

リリース
12.1(14)AX

変更内容
このコマンドが導入されました。

セキュア ポートに関する制限事項は、次のとおりです。
•

セキュア ポートはアクセス ポートまたはトランク ポートになることができます。ダイナミッ
ク アクセス ポートにはなれません。

•

セキュア ポートはルーティング ポートにはなれません。

•

セキュア ポートは保護ポートにはなれません。

•

セキュア ポートを Switched Port Analyzer（SPAN; スイッチド ポート アナライザ）の宛先ポー
トにすることはできません。

•

セキュア ポートを Fast EtherChannel または Gigabit EtherChannel ポート グループに含めること
はできません。

•

音声 VLAN では、スタティック セキュアまたはスティッキ セキュア MAC アドレスを設定で
きません。

•

音声 VLAN が設定されたインターフェイス上でポート セキュリティをイネーブルにする場合
は、ポートの最大セキュア アドレス許容数を 2 に設定する必要があります。ポートを Cisco IP
Phone に接続する場合は、IP Phone に MAC アドレスが 1 つ必要です。Cisco IP Phone のアドレ
スは音声 VLAN 上で学習されますが、アクセス VLAN 上では学習されません。1 台の PC を
Cisco IP Phone に接続する場合、追加の MAC アドレスは必要ありません。2 台以上の PC を Cisco
IP Phone に接続する場合、各 PC に 1 つ、さらに Cisco IP Phone に 1 つを許可する十分なセキュ
ア アドレスを設定する必要があります。

•

アクセス VLAN 上で、ポート セキュリティのいずれかのタイプがイネーブルになっている場
合、ダイナミック ポートのセキュリティが自動的に音声 VLAN 上でイネーブルになります。
VLAN 単位でポート セキュリティを設定できません。

（注） 音声 VLAN はアクセス ポート上のみでサポートされます。トランク ポート上ではサ
ポートされません。

•

スティッキ セキュア ポートとして設定されたセキュア ポート上で音声 VLAN が設定された場
合、音声 VLAN 上のすべてのアドレスはダイナミック セキュア アドレスとして学習され、ポー
トが属するアクセス VLAN 上で確認できるすべてのアドレスは、スティッキ セキュア アドレ
スとして学習されます。

•

音声 VLAN では、スタティック セキュア MAC アドレスを設定できません。

•

インターフェイスの最大セキュア アドレス値を入力した際、新しい値が古い値より大きい場
合、新しい値は古い設定の値を上書きします。新しい値が古い値より小さく、インターフェイ
スで設定されていたセキュア アドレス数も新しい値より大きい場合、コマンドは拒否されま
す。

•

スイッチはスティッキ セキュア MAC アドレスのポート セキュリティ エージングはサポート
していません。

セキュア MAC アドレスの最大数がアドレス テーブルにあり、アドレス テーブルにない MAC アド
レスのステーションがインターフェイスにアクセスしようとした場合、または他のセキュア ポート
上のセキュア MAC アドレスとして設定されている MAC アドレスを持つステーションがインター
フェイスにアクセスしようとした場合、セキュリティ違反が発生します。
セキュア ポートが errdisable ステートの場合は、errdisable recovery cause psecure-violation グローバ
ル コンフィギュレーション コマンドを入力してこのステートを解除したり、shutdown および no
shut down インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力して手動で再びイネーブル
にすることができます。
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アドレスの最大数を 1 に設定し、接続されたデバイスの MAC アドレスを設定すると、確実にデバ
イスがポートの帯域幅を完全に使用できます。
最大セキュア アドレスの値をインターフェイスに入力した場合、次の事象が発生します。
•

新しい値が古い値より大きい場合、新しい値が古い設定値を上書きします。

•

新しい値が古い値より小さく、インターフェイスで設定されていたセキュア アドレス数も新し
い値より大きい場合、コマンドは拒否されます。

スティッキ セキュア MAC アドレスには、次の特性があります。

例

•

switchport port-security mac-address sticky インターフェイス コンフィギュレーション コマン
ドを使用し、インターフェイス上でスティッキ ラーニングをイネーブルにした場合、インター
フェイスはすべてのダイナミック セキュア MAC アドレスを（スティッキ ラーニングがイネー
ブルになる前にダイナミックに学習されたアドレスも含め）、スティッキ セキュア MAC アド
レスに変換し、すべてのスティッキ セキュア MAC アドレスを実行コンフィギュレーションに
追加します。

•

no switchport port-security mac-address sticky インターフェイス コンフィギュレーション コマ
ンドでスティッキ ラーニングをディセーブルにした場合、または実行コンフィギュレーション
を削除した場合、スティッキ セキュア MAC アドレスは実行コンフィギュレーションに一部を
残しますが、アドレス テーブルからは削除されます。削除されたアドレスはダイナミックに再
設定することができ、ダイナミック アドレスとしてアドレス テーブルに追加されます。

•

switchport port-security mac-address sticky mac-address インターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを使用し、スティッキ セキュア MAC アドレスを設定する場合、これらのアド
レスはアドレス テーブルおよび、実行コンフィギュレーションに追加されます。ポート セキュ
リティがディセーブルの場合、スティッキ セキュア MAC アドレスは実行コンフィギュレー
ションに残ります。

•

スティッキ セキュア MAC アドレスがコンフィギュレーション ファイルに保存されていると、
スイッチの再起動時、またはインターフェイスのシャットダウン時に、インターフェイスはこ
れらのアドレスを再学習しなくてすみます。スティッキ セキュア アドレスが保存されていな
い場合は、アドレスは失われます。スティッキ ラーニングをディセーブルにした場合、スティッ
キ セキュア MAC アドレスはダイナミック セキュア アドレスに変換され、実行コンフィギュ
レーションから削除されます。

•

スティッキ ラーニングをディセーブルにし、switchport port-security mac-address sticky
mac-address インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力した場合、エラー メッ
セージが表示され、スティッキ セキュア MAC アドレスは実行コンフィギュレーションには追
加されません。

次の例では、ポートでポート セキュリティをイネーブルにし、セキュア アドレスの最大数を 5 に
設定する方法を示します。違反モードはデフォルトで、セキュア MAC アドレスは設定されていま
せん。
Switch(config)# interface fastethernet1/0/12
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport port-security
Switch(config-if)# switchport port-security maximum 5

次の例では、ポートでセキュア MAC アドレスと VLAN ID を設定する方法を示します。
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/12
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport port-security
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address 1000.2000.3000 vlan 3
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次の例では、スティッキ ラーニングをイネーブルにして、2 つのスティッキ セキュア MAC アドレ
スを入力する方法を示します。
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky 0000.0000.4141
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky 0000.0000.000f

設定を確認するには、show port-security 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
show port-security address
show port-securityinterface interface-id

説明
スイッチで設定されるすべてのセキュア アドレスを
表示します。
スイッチまたは指定されたインターフェイスのポー
ト セキュリティ設定を表示します。
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switchport port-security aging
セキュア アドレス エントリのエージング タイムおよびタイプを設定したり、特定のポートのセ
キュア アドレスのエージング動作を変更するには、switchport port-security aging インターフェイ
ス コンフィギュレーション コマンドを使用します。ポート セキュリティのエージングをディセー
ブルにするか、またはパラメータをデフォルト状態に戻すには、このコマンドの no 形式を使用し
ます。
switchport port-security aging {static | time time | type {absolute | inactivity}}
no switchport port-security aging {static | time | type}

シンタックスの説明

static

このポートに静的に設定されたセキュア アドレスのエージングをイネーブル
にします。

time time

このポートのエージング タイムを指定します。指定できる範囲は 1 ～ 1440 分
です。

type

エージング タイプを設定します。

absolute

完全なエージング タイプを設定します。このポートのすべてのセキュア アド
レスは、指定された時間（分）が経過したあとに期限切れとなり、セキュア
アドレス リストから削除されます。

inactivity

非アクティブティ エージング タイプを設定します。指定された time 期間中
にセキュア送信元アドレスからのデータ トラフィックがない場合だけ、この
ポートのセキュア アドレスが期限切れになります。

ポート セキュリティ エージング機能はディセーブルです。デフォルト期間は 0 分です。

デフォルト

デフォルトのエージング タイプは absolute です。
デフォルトのスタティック エージング動作はディセーブルです。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

特定のポートのセキュア アドレス エージングをイネーブルにするには、ポート エージング タイム
を 0 以外の値に設定します。
特定のセキュア アドレスに時間を限定してアクセスできるようにするには、エージング タイプを
absolute に設定します。エージング タイムの期限が切れると、セキュア アドレスが削除されます。
継続的にアクセスできるセキュア アドレス数を制限するには、エージング タイプを inactivity に設
定します。このようにすると、非アクティブになったセキュア アドレスが削除され、他のアドレス
がセキュアになることができます。
セキュア アドレスのアクセス制限を解除するには、セキュア アドレスとして設定し、no switchport
port-security aging static インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して、静的に
設定されたセキュア アドレスのエージングをディセーブルにします。

Catalyst 3750 Metro スイッチ コマンド リファレンス

2-596

OL-9645-04-J

第2章

Catalyst 3750 Metro スイッチ Cisco IOS コマンド
switchport port-security aging

例

次の例では、ポートの全セキュア アドレスの絶対エージングについて、エージング タイムを 2 時
間に設定します。
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# switchport port-security aging time 120

次の例では、ポートで設定されたセキュア アドレスのためにエージングがイネーブルになっている
非アクティビティ エージングについて、エージング タイムを 2 時間に設定します。
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config-if)# switchport port-security aging time 2
Switch(config-if)# switchport port-security aging type inactivity
Switch(config-if)# switchport port-security aging static

次の例では、設定されたセキュア アドレスのエージングをディセーブルにする方法を示します。
Switch(config-if)# no switchport port-security aging static

関連コマンド

コマンド
show port-security
switchport port-security

説明
ポートに定義されたポート セキュリティ設定を表示します。
ポート上でポート セキュリティをイネーブルにし、ポートの使用対
象をユーザ定義のステーション グループに制限し、セキュア MAC
（メディア アクセス制御）アドレスを設定します。
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switchport priority extend
着信したタグなしフレームのポート プライオリティ、または指定されたポートに接続された IP
Phone が受信するフレームのプライオリティを設定するには、switchport priority extend インター
フェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマ
ンドの no 形式を使用します。
switchport priority extend {cos value | trust}
no switchport priority extend

シンタックスの説明

cos value

PC または指定の Class of Service（CoS; サービス クラス）値を持つ接続デバイ
スから受信した 802.1p プライオリティを上書きするように IP Phone のポート
を設定します。指定できる範囲は 0 ～ 7 です。7 が最高のプライオリティで
す。デフォルト値は 0 です。

trust

PC または接続デバイスから受信した 802.1p プライオリティを信頼するよう
に IP Phone のポートを設定します。

デフォルト

デフォルトのポート プライオリティは、ポート上で受信されたタグなしフレームの CoS 値が 0 に
設定されています。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

音声 VLAN（仮想 LAN）がイネーブルの場合、スイッチが Cisco Discovery Protocol（CDP; シスコ検
出プロトコル）パケットを送信するよう設定し、IP Phone に、Cisco IP Phone のアクセス ポートに
接続されているデバイスからデータ パケットを送信する方法を指示することができます。Cisco IP
Phone に接続しているスイッチ ポート上の CDP をイネーブルにし、Cisco IP Phone に設定を送信す
る必要があります（すべてのスイッチのインターフェイス上で、CDP はデフォルトの状態でグロー
バルにイネーブルです）。
スイッチ アクセス ポート上で音声 VLAN を設定する必要があります。音声 VLAN は、レイヤ 2
ポート上にのみ設定できます。
音声 VLAN をイネーブルにする前に、mls qos グローバル コンフィギュレーション コマンドをス
イッチ上で入力して、QoS（Quality Of Service）をイネーブルにすることを推奨します。また、mls
qos trust cos インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力して、ポート ステータスが
信頼されるよう設定することも推奨します。

例

次の例では、受信された 802.1p プライオリティを信頼するように、指定されたポートに接続された
IP Phone を設定する方法を示します。
Switch(config-if)# switchport priority extend trust

設定を確認するには、show interfaces interface-id switchport 特権 EXEC コマンドを入力します。
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関連コマンド

コマンド
show interfaces

説明

switchport voice vlan

ポートに音声 VLAN を設定します。

スイッチング（非ルーティング）ポートの管理ステータスおよび動作
ステータスを表示します。

switchport private-vlan
分離またはコミュニティポートのプライベート VLAN アソシエーション、または混合ポートのマッ
ピングを定義するには、switchport private-vlan インターフェイス コンフィギュレーション コマン
ドを使用します。ポートからプライベート VLAN アソシエーションまたはマッピングを削除する場
合は、このコマンドの no 形式を使用します。
switchport private-vlan {association {host primary-vlan-id secondary-vlan-id | mapping
primary-vlan-id {add | remove} secondary-vlan-list} | host-association primary-vlan-id
secondary-vlan-id | mapping primary-vlan-id {add | remove} secondary-vlan-list}
no switchport private-vlan {association {host | mapping} | host-association | mapping

シンタックスの説明

association

ポートのプライベート VLAN アソシエーションを定義します。

host

コミュニティまたは分離ホスト ポートのプライベート VLAN アソシエー
ションを定義します。

primary-vlan-id

プライベート VLAN プライマリ VLAN の VLAN ID。指定できる範囲は 2
～ 1001 および 1006 ～ 4094 です。

secondary-vlan-id

プライベート VLAN セカンダリ（分離またはコミュニティ）VLAN の
VLAN ID。指定できる範囲は 2 ～ 1001 および 1006 ～ 4094 です。

mapping

混合ポートのプライベート VLAN マッピングを定義します。

add

セカンダリ VLAN をプライマリ VLAN に関連付けます。

remove

セカンダリ VLAN とプライマリ VLAN の間のアソシエーションをクリア
します。

secondary-vlan-list

プライマリ VLAN にマッピングする 1 つ以上のセカンダリ（分離または
コミュニティ）VLAN

host-association

コミュニティまたは分離ホスト ポートのプライベート VLAN アソシエー
ションを定義します。

デフォルト

デフォルトでは、プライベート VLAN アソシエーションまたはマッピングが設定されていません。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(25)EY

変更内容
このコマンドが導入されました。
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使用上のガイドライン

switchport mode private-vlan {host | promiscuous} インターフェイス コンフィギュレーション コマ
ンドを使用して、ポートがプライベート VLAN ホストまたは混合ポートとして設定されていない場
合、プライベート VLAN アソシエーションまたはマッピングはポート上で無効です。
ポートがプライベート VLAN ホストまたは混合モードで、VLAN が存在しない場合、コマンドは許
可されますが、ポートは非アクティブになります。
secondary_vlan_list パラメータには、スペースを含めることはできません。カンマで区切られた複数
の項目を含むことはできます。それぞれの項目には、単一プライベート VLAN ID またはハイフン
で区切ったプライベート VLAN ID の範囲を指定できます。リストには、1 つの分離 VLAN と複数
のコミュニティ VLAN を含めることができます。
混合ポートは 1 つのプライマリ VLAN にのみマッピングできます。すでにプライマリおよびセカン
ダリ VLAN にマッピングされている混合ポートで switchport private-vlan mapping コマンドを入力
すると、プライマリ VLAN マッピングは上書きされます。
add および remove キーワードを使用すれば、混合ポート プライベート VLAN マッピングに対して
セカンダリ VLAN を追加したり削除したりできます。
switchport private-vlan association host コ マ ン ド を 入 力 し た 場 合 と、switchport private-vlan
host-association インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力した場合とでは、効果
は同じです。
switchport private-vlan association mapping コ マ ン ド を 入 力 し た 場 合 と、switchport private-vlan
mapping インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力した場合とでは、効果は同じ
です。

次の例では、インターフェイスをプライベート VLAN ホスト ポートとして設定し、プライマリ
VLAN 20 とセカンダリ VLAN 501 関連付ける方法を示します。

例

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface fastethernet 1/0/1
Switch(config-if)# switchport mode private-vlan host
Switch(config-if)# switchport private-vlan host-association 20 501
Switch(config-if)# end

次の例では、インターフェイスをプライベート VLAN 混合ポートとして設定し、プライマリ VLAN
およびセカンダリ VLAN にマッピングする方法を示します。
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface fastethernet 1/0/2
Switch(config-if)# switchport mode private-vlan promiscuous
Switch(config-if)# switchport private-vlan mapping 20 501-502
Switch(config-if)# end

プライベート VLAN マッピングを確認するには、show interfaces private-vlan mapping 特権 EXEC
コマンドを入力します。スイッチ スタックで設定されたプライベート VLAN およびインターフェ
イスを確認するには、show vlan private-vlan 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
show interfaces private-vlan mapping

説明

show vlan private-vlan

スイッチで設定されたすべてのプライベート VLAN の関
係およびタイプを表示します。

VLAN SVI のプライベート VLAN マッピング情報を表示
します。
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switchport protected
同じスイッチの他の保護されたポートから送信されるレイヤ 2 のユニキャスト、マルチキャスト、
およびブロードキャスト トラフィックを分離するには、switchport protected インターフェイス コ
ンフィギュレーション コマンドを使用します。ポートで保護をディセーブルにする場合は、このコ
マンドの no 形式を使用します。
switchport protected
no switchport protected

シンタックスの説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

保護ポートは定義されていません。すべてのポートが保護されていません。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

スイッチポート保護機能はスイッチに対してローカルです。同じスイッチ上の保護ポート間の通信
は、レイヤ 3 デバイスを通してのみ行うことができます。異なるスイッチ上の保護ポート間の通信
を禁止するには、各スイッチの保護ポートに一意の VLAN（仮想 LAN）を設定し、スイッチ間にト
ランク リンクを設定する必要があります。保護ポートはセキュア ポートとは異なります。
保護ポートは、ほかの保護ポートに、あらゆるユニキャスト、マルチキャスト、またはブロード
キャスト トラフィックを転送しません。保護ポートは保護されていないポートにユニキャスト、マ
ルチキャスト、およびブロードキャスト トラフィックを継続的に転送したり、その逆を行います。
モニタするポートおよびモニタされるポートの両方が保護ポートの場合、ポート モニタリングは機
能しません。

例

次の例では、ポート上で保護ポートをイネーブルにする方法を示します。
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config-if)# switchport protected

設定を確認するには、show interfaces interface-id switchport 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
show interfaces switchport

switchport block

説明
ポート ブロッキング、ポート保護設定など、スイッチング（非
ルーティング）ポートの管理ステータスおよび動作ステータス
を表示します。
インターフェイス上で不明なユニキャストまたはマルチキャス
ト トラフィックを防ぎます。
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switchport trunk
インターフェイスがトランキング モードの場合に、トランクの特性を設定するには、switchport
trunk インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。トランクの特性をデフォ
ルトにリセットする場合は、このコマンドの no 形式を使用します。
switchport trunk {allowed vlan vlan-list| dot1q ethertype value | encapsulation {dot1q | isl |
negotiate} | native vlan vlan-id | pruning vlan vlan-list}
no switchport trunk {allowed vlan | dot1q ethertype value | encapsulation | native vlan | {pruning
vlan}

シンタックスの説明

allowed vlan vlan-list

トランキング モードの場合に、このインターフェイス上でタグ付き形式の
トラフィックを送受信できる許可 VLAN（仮想 LAN）のリストを設定し
ます。次の vlan-list 形式を参照してください。none キーワードは無効で
す。デフォルトは all です。

dot1q ethertype value

802.1Q カプセル化の Enhanced Services（ES）ポートの Ethertype 値を設定
します。非標準（非デフォルト）の 2 バイトの Ethertype を選択して 802.1Q
タグ付きフレームを特定するのに使用します。デフォルトの Ethertype 値
は 0x8100 です。

（注）
encapsulation

このキーワードは、ES ポートでのみサポートされています。

トランク ポートでのカプセル化形式を設定します。デフォルトはネゴシ
エートです。

（注）

Release 12.2(25)EY 以降では、このキーワードは ES ポートでサ
ポートされません。ES ポートは、802.1Q カプセル化のみをサポー
トします。

dot1q

トランク ポートでのカプセル化形式を 802.1Q に設定します。この形式で
は、スイッチはポート上の同時タグ付きおよびタグなしトラフィックをサ
ポートします。

isl

トランク ポートのカプセル化形式を ISL（スイッチ間リンク）に設定しま
す。スイッチはすべての送受信のパケットを ISL ヘッダーでカプセル化
し、ISL トランク ポートから受信するネイティブ フレームをフィルタリン
グします。

negotiate

インターフェイスがネイバー インターフェイスとカプセル化をネゴシ
エートすることを指定します。これがデフォルトになります。Dynamic ISL
（DISL）および Dynamic Trunking Protocol（DTP; ダイナミック トランキン
グ プロトコル）のネゴシエーションがカプセル化形式を解決しない場合、
ISL が形式として選択されます。

native vlan vlan-id

インターフェイスが 802.1Q トランキング モードの場合に、タグなしトラ
フィックを送受信するようにネイティブ VLAN を設定します。指定でき
る範囲は 1 ～ 4094 です。

pruning vlan vlan-list

トランキング モードの場合に、VTP プルーニングがイネーブルに設定さ
れた VLAN のリストを設定します。all キーワードは無効です。
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vlan-list の形式は、all | none | [add | remove | except] vlan-atom [,vlan-atom...] です。各キーワードの意
味は、次のとおりです。
•

all は、1 ～ 4094 のすべての VLAN を指定します。このキーワードは、リストのすべての VLAN
を同時に設定することを許可しないコマンド上では使用できません。

•

none は空のリストを意味します。特定の VLAN を設定するか、または少なくとも 1 つの VLAN
を設定する必要があるコマンドでは、このキーワードを使用できません。

•

add は現在設定されている VLAN リストを置き換えないで、定義済み VLAN リストを追加しま
す。有効な ID は 1 ～ 1005 です。場合によっては、拡張範囲 VLAN ID（VLAN ID が 1005 より
上）を使用できます。

（注） 許可 VLAN リストに拡張範囲 VLAN を追加できますが、プルーニング適格 VLAN リス
トには追加できません。

カンマを使い、連続しない VLAN ID を区切ります。指定の範囲の ID に対してはハイフンを使
用します。
•

remove は現在設定されている VLAN リストを置き換えないで、リストから定義済み VLAN リ
ストを削除します。有効な ID は 1 ～ 1005 です。場合によっては、拡張範囲 VLAN ID を使用
できます。

（注） 許可 VLAN リストから拡張範囲 VLAN を削除できますが、プルーニング適格リストか
らは削除できません。

カンマを使い、連続しない VLAN ID を区切ります。指定の範囲の ID に対してはハイフンを使
用します。

デフォルト

•

except は定義済み VLAN リスト以外の、計算する必要がある VLAN を示します（指定した
VLAN を除く VLAN が追加されます）。有効な ID の範囲は 1 ～ 1005 です。カンマを使い、連
続しない VLAN ID を区切ります。指定の範囲の ID に対してはハイフンを使用します。

•

vlan-atom は、1 ～ 4094 内の単一の VLAN 番号、または 2 つの VLAN 番号で指定された連続し
た範囲の VLAN で、より小さい値が最初になります（ハイフン区切り）。

デフォルトのカプセル化形式はネゴシエートです。
VLAN 1 は、ポートのデフォルトのネイティブ VLAN ID です。
すべての VLAN リストのデフォルトには、すべての VLAN が含まれます。
802.1Q カプセル化のデフォルト Ethertype 値は 0x8100 です。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容
このコマンドが導入されました。
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使用上のガイドライン

カプセル化
•

switchport trunk encapsulation コマンドは ISL および 802.1Q 両方のフォーマットをサポートで
きるプラットフォーム、およびインターフェイス ハードウェアでのみサポートされます。

•

Cisco IOS Release 12.2(25)EY 以降では、ISL カプセル化は標準ポートでのみサポートされ、ES
ポートではサポートされません。ES ポートは、802.1Q カプセル化のみをサポートします。ス
イッチを Cisco IOS Release 12.2(14)AX から Cisco IOS Release 12.2(25)EY 以降にアップグレード
する場合、初期設定プロセスでスイッチポート トランクのカプセル化オプションは ES ポート
で拒否され、エラー メッセージが発行されます。このエラー メッセージは無視してかまいま
せん。新しい設定を保存し、あとで 12.1(14)AX イメージを再インストールする場合、元来 ES
ポートで設定されたトランクのカプセル化方式は失われ、ES ポートはデフォルトのカプセル化
方式（つまり、ネゴシエート）を使用します。

•

トランクの一方の端を 802.1Q トランクに、もう一方の端を ISL、または非トランク ポートに
設定することはできません。ただし、1 つのポートを ISL トランクとして設定し、同一のスイッ
チ上の異なるポートに 802.1Q トランクを設定することはできます。

•

negotiate キーワードを入力し、DTP ネゴシエーションがカプセル化形式を解決しない場合、
ISL が形式として選択されます。このコマンドの no 形式は、トランクのカプセル化形式をデ
フォルトに戻します。

•

encapsulation コマンドの no 形式は、トランクのカプセル化形式をデフォルトに戻します。

•

ES ポートで、switchport trunk dot1q ethertype value インターフェイス コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用して、インターフェイス上でカスタム 802.1Q Ethertype 値をプログラムする
ことができます。この機能を利用すると、スイッチを、802.1Q タグ付きフレームの識別に標準
の 0x8100 Ethertype を使用しないサードパーティ ベンダーのスイッチと相互運用させることが
できます。たとえば、トランク ポートでカスタム 802.1Q Ethertype に 0x1234 を設定した場合、
その Ethertype を持つ着信フレームは、標準 802.1Q トランクを持つことになるため、Ethertype
の次のタグに規定された VLAN に割り当てられます。別の Ethertype を持つトランク ポートに
到達するフレームは、そのトランクのネイティブ VLAN に割り当てられます。

•

no switchport trunk dot1q ethertype コマンドを使用すると、Ethertype 値がデフォルトにリセッ
トされます。

ネイティブ VLAN
•

802.1Q トランク ポートで受信されたすべてのタグなしトラフィックは、ポートに設定された
ネイティブ VLAN によって転送されます。

•

パケットの VLAN ID が送信側ポートのネイティブ VLAN ID と同じであれば、そのパケットは
タグなしで送信されます。ネイティブ VLAN ID と異なる場合は、スイッチはそのパケットを
タグ付きで送信します。

•

native vlan コマンドの no 形式は、ネイティブ モード VLAN を、デバイスに適したデフォルト
VLAN にリセットします。

許可 VLAN
•

スパニングツリーのループまたはストームのリスクを軽減するため、許可リストから VLAN 1
を削除することで、個々の VLAN トランク ポート上で VLAN 1 をディセーブルにすることが
できます。トランク ポートから VLAN 1 を削除すると、インターフェイスは管理トラフィック
の送受信を続けます。たとえば、Cisco Discovery Protocol（CDP; シスコ検出プロトコル）、Port
Aggregation Protocol（PAgP; ポート集約プロトコル）、Link Aggregation Control Protocol（LACP）、
DTP および VLAN Trunking Protocol（VTP; VLAN トランキング プロトコル）がこれに該当しま
す。

•

allowed vlan コマンドの no 形式は、リストをデフォルト リスト（すべての VLAN を許可）に
リセットします。

トランク プルーニング
•

プルーニング適格リストは、トランク ポートだけに適用されます。

•

トランク ポートごとに独自の適格リストがあります。
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例

•

VLAN をプルーニングしない場合は、プルーニング適格リストから VLAN を削除します。プ
ルーニング不適格の VLAN は、フラッディング トラフィックを受信します。

•

VLAN 1、VLAN 1002 ～ 1005、および拡張範囲 VLAN（VLAN 1006 ～ 4094）は、プルーニン
グできません。

次の例では、トランク モードのデフォルトのトランク形式にかかわらず、スイッチング インター
フェイスとして設定された標準ポートを、802.1Q トランク形式でカプセル化を行うようにする方法
を示します。
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q

次の例では、VLAN 3 を、すべてのタグなしトラフィックを送信するデフォルト ポートに設定する
方法を示します。
Switch(config-if)# switchport trunk native vlan 3

次の例では、許可リストに VLAN 1、2、5、および 6 を追加する方法を示します。
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan add 1,2,5,6

次の例では、プルーニング適格リストから VLAN 3 および 10 ～ 15 を削除する方法を示します。
Switch(config-if)# switchport trunk pruning vlan remove 3,10-15

設定を確認するには、show interfaces interface-id switchport 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
show interfaces switchport

説明

switchport mode

ポートの VLAN メンバシップ モードを設定します。

ポート ブロッキング、ポート保護設定など、スイッチング（非ルー
ティング）ポートの管理ステータスおよび動作ステータスを表示
します。
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switchport vlan mapping
カスタマー VLAN（仮想 LAN）をサービス プロバイダーの VLAN にマッピング（変換）するには、
Enhanced Services（ES）ポート上で、switchport vlan mapping インターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。VLAN マッピング情報を削除する場合は、このコマンドの no 形式
を使用します。
switchport vlan mapping {vlan-id translated-vlan-id | dot1q-tunnel outer-vlan-id {inner-vlan-id
translated-vlan-id | drop} | internal dot1q-tunnel internal-outer-vlan-id internal-inner-vlan-id
external dot1q-tunnel external-outer-vlan-id external-inner-vlan-id}
no switchport vlan mapping {vlan-id translated-vlan-id | dot1q-tunnel outer-vlan-id {inner-vlan-id
translated-vlan-id | drop} | internal dot1q-tunnel internal-outer-vlan-id internal-inner-vlan-id
external dot1q-tunnel external-outer-vlan-id external-inner-vlan-id}

シンタックスの説明

vlan-id translated-vlan-id

インターフェイス上の VLAN マッピングを 1 対 1 マッピングとして設
定します。これにより、カスタマー側 VLAN ID（vlan-id）がサービス
プロバイダー側 VLAN ID（translated-vlan-id）にマッピングされます。
カスタマー側の VLAN ID は、スイッチ内のパケットをスイッチングす
るために使用されます。サービスプロバイダー VLAN ID は、ES ポー
トで送受信されます。
指定できる VLAN ID の範囲は 1 ～ 4094 です。

dot1q-tunnel outer-vlan-id インターフェイス上の 802.1Q トンネル VLAN マッピングを 2 対 1
{inner-vlan-id
マッピングとして設定します。外部 VLAN ID（outer-vlan-id）および内
translated-vlan-id | drop} 部 VLAN ID
（inner-vlan-id）
を持つ内部 802.1Q トンネリング トラフィッ
クは、サービスプロバイダー VLAN ID（translated-vlan-id）にマッピン
グされます。指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。
ポートが、明示的にマッピングされた VLAN を除くすべての VLAN ト
ラフィックをドロップするように設定するには、drop キーワードを使
用します。指定された外部 VLAN ID を持つトラフィックは、内部
VLAN ID が既存の VLAN マッピングに一致しなければ、ドロップされ
ます。
internal dot1q-tunnel
internal-outer-vlan-id
internal-inner-vlan-id
external dot1q-tunnel
external-outer-vlan-id
external-inner-vlan-id

802.1Q トンネル VLAN マッピングを 2 対 2 マッピングとして設定しま
す。これにより、外部 VLAN ID（internal-outer-vlan-id）および内部 VLAN
ID（internal-inner-vlan-id）を持つ 802.1Q トンネリング トラフィック
は、サービスプロバイダー側 VLAN 外部 ID（external-outer-vlan-id）お
よび VLAN 内部 ID（external-inner-vlan-id）にマッピングされます。
802.1Q VLAN ID は、スイッチ内のパケットをスイッチングするために
使用されます。サービスプロバイダー VLAN ID は、ES ポートで送受
信されます。
指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。

（注）

external-inner-vlan-id VLAN ID は、internal-inner-vlan-id VLAN
ID と同じである必要があります。

デフォルト

VLAN マップは設定されません。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション
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コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX
12.2(25)EY

変更内容
このコマンドが導入されました。
internal dot1q-tunnel internal-outer-vlan-id internal-inner-vlan-id external
dot1q-tunnel external-outer-vlan-id external-inner-vlan-id キーワードが追加
されました。

使用上のガイドライン

switchport vlan mapping コマンドは、サービス プロバイダー ネットワークに接続されている ES
ポートでのみ使用します。
VLAN マッピングは、ES ポート上でフィルタとして機能します。スイッチの内部動作には影響し
ません。802.1Q タグ内の VLAN ID は、ES ポートでパケットが送信される直前、または受信された
直後にマッピングされます。
スイッチでは、サービス プロバイダー VLAN は認識できないため、設定および統計情報はすべて
カスタマー側の VLAN に関連したものです。たとえば、ES ポートの入力 Access Control List（ACL;
アクセス コントロール リスト）は、サービス プロバイダー側の VLAN からマッピングされたあと、
カスタマー側の VLAN に適用されます。
1 対 1 VLAN マッピングを設定するには、vlan-id translated-vlan-id キーワードを使用します。2 対 1
VLAN マッピングを設定するには、dot1q-tunnel outer-vlan-id inner-vlan-id translated-vlan-id キーワー
ドを使用します。2 対 2 VLAN マッピングを設定するには、internal dot1q-tunnel internal-outer-vlan-id
internal-inner-vlan-id external dot1q-tunnel external-outer-vlan-id external-inner-vlan-id キーワードを使
用します。
802.1Q トンネル内の外部 VLAN および内部 VLAN をサービスプロバイダー VLAN に変換するに
は、switchport vlan mapping dot1q-tunnel コマンドを使用します。802.1Q トンネル内のカスタマー
トラフィックをカプセル化することにより、重複したカスタマー VLAN の変換がスイッチで可能に
なります。明示的にマッピングされたトラフィック以外の VLAN トラフィックをすべてドロップす
るには、drop キーワードを使用します。
switchport vlan mapping internal dot1q-tunnel internal-outer-vlan-id internal-inner-vlan-id external
dot1q-tunnel external-outer-vlan-id external-inner-vlan-id コマンドを使用する場合は、元の 802.1Q パ
ケットの内部 VLAN ID（internal-inner-vlan-id）およびサービスプロバイダー ネットワークの内部
VLAN ID（external-inner-vlan-id）が一致することを確認してください。QoS アクションなどすべて
のスイッチ設定およびアクションは、802.1Q 内部および外部 VLAN に適用されます。

例

次の例では、外部 VLAN ID 5 および内部 VLAN ID 6 を持つ 802.1Q トラフィックが、単一 VLAN ID
10（2 対 1 マッピング）にマッピングされてスイッチから送出されるように、インターフェイスを
設定する方法を示します。外部 VLAN 5 および 6 以外の内部 VLAN ID の 802.1Q トラフィックはド
ロップされます。VLAN 5 のそれ以外のトラフィックもドロップされます。
Switch(config)# interface gigabitethernet1/1/2
Switch(config-if)# switchport vlan mapping dot1q-tunnel 5 6 10
Switch(config-if)# switchport vlan mapping dot1q-tunnel 5 drop

次の例では、元の 802.1Q パケットの外部および内部 VLAN ID を、サービス プロバイダー ネット
ワークの外部および内部 VLAN ID にマッピングする（2 対 2 マッピング）方法を示します。
Switch(config)# interface gigabitethernet1/1/1
Switch(config-if)# switchport vlan mapping internal dot1q-tunnel 5 6 external dot1q
tunnel 15 6
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関連コマンド

コマンド
show interfaces interface-id vlan mapping

説明

show vlan mapping

ES ポートの VLAN マッピング テーブルを表示しま
す。

switchport mode dot1q-tunnel

インターフェイスを 802.1Q トンネル ポートとして設
定します。

指定したインターフェイスの VLAN マッピング テー
ブルを表示します。

switchport voice vlan
ポートで音声 VLAN（仮想 LAN）を設定するには、switchport voice vlan インターフェイス コン
フィギュレーション コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式
を使用します。
switchport voice vlan {vlan-id | dot1p | none | untagged}
no switchport voice vlan

シンタックスの説明

vlan-id

音声トラフィックに VLAN を使用するよう設定します。使用できる範囲は 1
～ 4094 です。デフォルトでは、IP Phone は 802.1Q プライオリティ 5 を使用
して音声トラフィックを転送します。

dot1p

802.1p プライオリティのタグおよび VLAN 0（ネイティブ VLAN）を使用す
るよう IP Phone を設定します。デフォルトでは、Cisco IP Phone は 802.1p プ
ライオリティ 5 を使用して音声トラフィックを転送します B

none

音声 VLAN に関して IP Phone に指示しません。IP Phone のキー パッドから入
力された設定を使用します。

untagged

IP Phone をタグなしの音声トラフィックを送信するよう設定します。これが
IP Phone のデフォルト設定になります。

デフォルトでは、スイッチは IP Phone を自動設定しません（none）
。

デフォルト

デフォルトでは、IP Phone はフレームにタグを付けません。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

レイヤ 2 アクセス ポート上で音声 VLAN を設定する必要があります。
スイッチの Cisco IP Phone に接続しているスイッチ ポート上の Cisco Discovery Protocol（CDP; シス
コ検出プロトコル）をイネーブルにし、Cisco IP Phone に設定情報を送信する必要があります。イ
ンターフェイス上で CDP は、デフォルトの状態でグローバルにイネーブルです。

Catalyst 3750 Metro スイッチ コマンド リファレンス

2-608

OL-9645-04-J

第2章

Catalyst 3750 Metro スイッチ Cisco IOS コマンド
switchport voice vlan

音声 VLAN をイネーブルにする前に、mls qos グローバル コンフィギュレーション コマンドをス
イッチ上で入力して、QoS（Quality Of Service）をイネーブルにすることを推奨します。また、mls
qos trust cos インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力して、ポート ステータスが
信頼されるよう設定することも推奨します。
VLAN ID を入力した場合、IP Phone は音声トラフィックを 802.1Q のフレームで、指定の VLAN ID
のタグ付きで転送します。スイッチは、音声 VLAN 内に 802.1Q トラフックを入れます。
dot1q、none または untagged を選択した場合、スイッチは指定の音声トラフィックをアクセス
VLAN に入れます。
すべての設定で、音声トラフィックはレイヤ 2 の IP precedence 値を運びます。音声トラフィックの
デフォルトは 5 です。
音声 VLAN が設定されたインターフェイス上でポート セキュリティをイネーブルにする場合は、
ポートの最大セキュア アドレス許容数を 2 に設定する必要があります。ポートを Cisco IP Phone に
接続する場合は、IP Phone に MAC（メディア アクセス制御）アドレスが最大 2 つ必要です。IP
Phone アドレスは、音声 VLAN では学習されますが、アクセス VLAN では学習されません。1 台の
PC を Cisco IP Phone に接続する場合、追加の MAC アドレスは必要ありません。2 台以上の PC を
Cisco IP Phone に接続する場合、各 PC に 1 つ、さらに Cisco IP Phone に 1 つを許可する十分なセキュ
ア アドレスを設定する必要があります。
アクセス VLAN 上で、ポート セキュリティのいずれかのタイプがイネーブルになっている場合、ダ
イナミック ポートのセキュリティが自動的に音声 VLAN 上でイネーブルになります。
音声 VLAN では、スタティック セキュア MAC アドレスを設定できません。
音声 VLAN を設定すると、PortFast 機能が自動的にイネーブルになります。音声 VLAN をディセー
ブルにしても、PortFast 機能は自動的にディセーブルになりません。

例

次の例では、ポートで VLAN 2 を音声 VLAN として設定する方法を示します。
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config-if)# switchport voice vlan 2

設定を確認するには、show interfaces interface-id switchport 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
show interfaces interface-id switchport

説明

switchport priority extend

指定されたポートに接続されたデバイスが、着信ポー
トで受信されたプライオリティ トラフィックを処理
する方法を指定します。

スイッチング（非ルーティング）ポートの管理ステー
タスおよび動作ステータスを表示します。
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system mtu
ギガビット イーサネット ポート、ファスト イーサネット（10/100）ポート、またはルーテッド ポー
トに最大パケットサイズ、または 最大伝送ユニット（Maximum Transmission Unit; MTU）を設定す
るには、system mtu グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。グローバル MTU
値をデフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
system mtu {bytes | jumbo bytes | routing bytes}
no system mtu

シンタックスの説明

bytes

ファスト イーサネット（10/100）ポートにシステム MTU を設定します。指定
できる範囲は 1500 ～ 1998 バイトです。

jumbo bytes

ギガビット イーサネット ポートにシステム ジャンボ フレーム サイズ
（MTU）
を設定します。指定できる範囲は 1500 ～ 9000 バイトです。

routing bytes

ルーテッド ポートにシステム MTU を設定します。指定できる範囲は 1500 か
らシステム MTU 値までです。これは、すべてのポートに対してルーティング
可能な最大 MTU です。
それより大きいパケットも受け入れ可能ですが、ルーティングはされません。

デフォルト

すべてのポートのデフォルトの MTU サイズは 1500 バイトです。ただし、システム MTU に別の値
を設定する場合、スイッチのリセットのあとで適用されると、その設定された値がルーティング
ポートのデフォルトの MTU サイズとなります。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容

12.2(25)SED

指定できる bytes の範囲は 1500 ～ 1998 です。routing bytes キーワードが追
加されました。

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使い、MTU サイズを変更した場合、新しい設定を有効にするためスイッチをリセッ
トする必要があります。system mtu routing コマンドによる設定を有効にするために、スイッチを
リセットする必要はありません。

（注）

システムの MTU 設定は、NVRAM（不揮発性 RAM）にスイッチ環境変数として保存され、スイッ
チのリロード時に有効になります。システムの MTU ルーティング設定と違い、system mtu および
system mtu jumbo コマンドを使用して入力した MTU 設定は、copy running-config startup-config 特
権 EXEC コマンドを入力した場合でも、スイッチ IOS コンフィギュレーション ファイルには保存
されません。したがって、バックアップ コンフィギュレーション ファイルを TFTP で転送して新
しいスイッチを設定する場合に、システムの MTU をデフォルト値以外に変更するときは、system
mtu および system mtu jumbo コマンドによって明示的に新しいスイッチを設定し、リロードする
必要があります。
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ギガビット イーサネット ポートは system mtu コマンドの影響を受けません。ファスト イーサネッ
ト ポートは system mtu jumbo コマンドの影響を受けません。system mtu jumbo コマンドを設定し
ない場合、system mtu コマンドの設定がすべてのギガビット イーサネット インターフェイスに適
用されます。
ルーテッド ポートでは system mtu routing コマンドを使用できます。

（注）

システム MTU サイズを超えるルーティング MTU サイズを設定することはできません。システム
MTU サイズを、現在設定されているルーティング MTU サイズより小さい値に変更する場合、設定
の変更は受け入れられますが、次回スイッチがリセットされるまで適用されません。設定の変更が
有効になると、ルーティング MTU サイズのデフォルト値は新しいシステム MTU に設定されます。

スイッチの許容範囲外の値を入力すると、値が拒否されます。

（注）

スイッチは、インターフェイスごとの MTU の設定をサポートしません。

スイッチの CPU で受信できるフレーム サイズは、system mtu コマンドで入力した値に関係なく、
1998 バイトに制限されています。通常、CPU は転送またはルーティングされたフレームを受信し
ません。ただし場合によっては、トラフィック、SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）、Telnet、
またはルーティング プロトコルを制御するために送信されるトラフィックなどのパケットが CPU
に送信されます。
スイッチはパケットをフラグメント化しないため、次のものがドロップされます。

例

•

出力インターフェイスでサポートされるパケットサイズより大きい、スイッチングされたパ
ケット

•

ルーティング MTU 値より大きいルーテッド パケット

次の例では、ギガビット イーサネット ポートの最大パケット サイズを 1800 バイトに設定する方法
を示します。
Switch(config)# system mtu jumbo 1800
Switch(config)# exit
Switch# reload

設定を確認するには、show system mtu 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
mpls mtu

説明

show system mtu

ファスト イーサネット、ギガビット イーサネット ポート、および
ルーティング ポートの最大パケット サイズを表示します。

Multiprotocol Label Switching（MPLS; マルチプロトコル ラベル ス
イッチング）ラベル付きパケットの MTU を設定します。指定でき
る範囲は 64 ～ 65536 バイトです。
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traceroute mac
指定の送信元 MAC（メディア アクセス制御）アドレスから指定の宛先 MAC アドレスまでを通過
するパケットのレイヤ 2 のパスを表示するには、traceroute mac 特権 EXEC コマンドを使用します。
traceroute mac {[interface interface-id] {source-mac-address} [interface interface-id]
{destination-mac-address} [vlan vlan-id] [detail]}

シンタックスの説明

interface interface-id

（任意）送信元および宛先スイッチ上のインターフェイスを指定しま
す。

source-mac-address

。
送信元スイッチの MAC アドレスを指定します（16 進数）

destination-mac-address

宛先スイッチの MAC アドレスを指定します（16 進数）。

vlan vlan-id

（任意）送信元スイッチから宛先スイッチを通過するパケットのレイ
ヤ 2 のパスをトレースする VLAN（仮想 LAN）を指定します。有効な
VLAN ID は 1 ～ 4094 です。

detail

（任意）詳細情報を表示するよう指定します。

デフォルト

デフォルトはありません。

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

レイヤ 2 の traceroute を適切に機能させるには、Cisco Discovery Protocol（CDP; シスコ検出プロトコ
ル）がネットワークのすべてのスイッチでイネーブルになっている必要があります。CDP をディ
セーブルにすることは避けてくさい。
スイッチがパス内でレイヤ 2 traceroute をサポートしていないデバイスを検知した場合、スイッチは
レイヤ 2 trace クエリーを送信し続け、タイムアウトにします。
パス内で識別できるホップ数は最大で 10 です。
レイヤ 2 traceroute はユニキャスト トラフィックのみをサポートします。マルチキャストの送信元
または宛先 MAC アドレスを指定しても、物理的なパスは識別されず、エラー メッセージが表示さ
れます。
指定された送信元および宛先の MAC アドレスが同じ VLAN にある場合、traceroute mac コマンド
出力はレイヤ 2 パスを表示します。異なる VLAN にある送信元および宛先 MAC アドレスを指定し
ても、レイヤ 2 パスは識別されず、エラー メッセージが表示されます。
送信元または宛先 MAC アドレスが複数の VLAN にある場合、送信元および宛先 MAC アドレス両
方の属する VLAN を指定する必要があります。VLAN が指定されないと、パスは識別されず、エ
ラー メッセージが表示されます。
複数のデバイスがハブを通じて 1 つのポートに接続されている場合（例えば、複数の CDP ネイバー
が 1 つのポートで検知される場合）、レイヤ 2 traceroute の機能はサポートされません。1 つのポー
トで複数の CDP ネイバーが検知される場合、レイヤ 2 パスは識別されず、エラー メッセージが表
示されます。
この機能は、トークンリング VLAN ではサポートされません。
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例

次の例では、送信元および宛先 MAC アドレスを指定することで、レイヤ 2 のパスを表示する方法
を示します。
Switch# traceroute mac 0000.0201.0601 0000.0201.0201
Source 0000.0201.0601 found on con6[ME-C3750-12TE] (2.2.6.6)
con6 (2.2.6.6) :Fa1/0/2 => Gi1/0/2
con5
(2.2.5.5
) :
Gi1/0/2 => Fa1/0/2
con1
(2.2.1.1
) :
Fa1/0/3 => Gi1/0/2
con2
(2.2.2.2
) :
Fa1/0/2 => Fa0/0/3
Destination 0000.0201.0201 found on con2[ME-C3550-24TE] (2.2.2.2)
Layer 2 trace completed

次の例では、detail キーワードを使用することで、レイヤ 2 のパスを表示する方法を示します。
Switch# traceroute mac 0002.b3d3.bb29 0005.5d10.51d4 detail
Source 0002.b3d3.bb29 found on ip28-3750a[ME-C3750-24TE] (172.18.18.2)
1 ip28-3750a / ME-C3750-24TE / 172.18.18.2 :
Gi1/1/1 [auto, 1000M] => Fa1/0/2 [auto, auto]
Destination 0005.5d10.51d4 found on ip28-3750a[ME-C3750-24TE] (172.18.18.2)
Layer2 trace completed.

次の例では、送信元および宛先スイッチのインターフェイスを指定することで、レイヤ 2 のパスを
表示する方法を示します。
Switch# traceroute mac interface fastethernet1/0/1 0000.0201.0601 interface
fastethernet1/0/3 0000.0201.0201
Source 0000.0201.0601 found on con6[ME-C3750-12TE] (2.2.6.6)
con6 (2.2.6.6) :Gi1/0/1 => Gi0/0/2
con5
(2.2.5.5
) :
Gi1/0/2 => Gi0/0/1
con1
(2.2.1.1
) :
Gi1/0/1 => Gi1/0/2
con2
(2.2.2.2
) :
Gi1/0/2 => Gi1/0/1
Destination 0000.0201.0201 found on con2[WS-C3550-24] (2.2.2.2)
Layer 2 trace completed

次の例では、送信元スイッチにスイッチが接続されていない場合のレイヤ 2 のパスを示します。
Switch# traceroute mac 0000.0201.0501 0000.0201.0201 detail
Source not directly connected, tracing source .....
Source 0000.0201.0501 found on con5[ME-C3750-12TE] (2.2.5.5)
con5 / WS-C3750-12T / 2.2.5.5 :
Gi1/0/1 [auto, auto] => Gi1/0/3 [auto, auto]
con1 / WS-C3550-12G / 2.2.1.1 :
Gi0/1 [auto, auto] => Gi0/2 [auto, auto]
con2 / WS-C3550-24 / 2.2.2.2 :
Gi0/2 [auto, auto] => Fa0/1 [auto, auto]
Destination 0000.0201.0201 found on con2[WS-C3550-24] (2.2.2.2)
Layer 2 trace completed.

次の例では、送信元 MAC アドレスの宛先ポートが見つからない場合のレイヤ 2 のパスを示します。
Switch# traceroute mac 0000.0011.1111 0000.0201.0201
Error:Source Mac address not found.
Layer2 trace aborted.

次の例では、送信元および宛先デバイスが異なる VLAN にある場合のレイヤ 2 のパスを示します。
Switch# traceroute mac 0000.0201.0601 0000.0301.0201
Error:Source and destination macs are on different vlans.
Layer2 trace aborted.
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次の例では、宛先 MAC アドレスがマルチキャスト アドレスの場合のレイヤ 2 のパスを示します。
Switch# traceroute mac 0000.0201.0601 0100.0201.0201
Invalid destination mac address

次の例では、送信元および宛先スイッチが複数の VLAN にある場合のレイヤ 2 のパスを示していま
す。
Switch# traceroute mac 0000.0201.0601 0000.0201.0201
Error:Mac found on multiple vlans.
Layer2 trace aborted.

関連コマンド

コマンド
traceroute mac ip

説明
指定の送信元 IP アドレスまたはホスト名から、指定の宛先 IP アドレ
スまたはホスト名を通過するパケットのレイヤ 2 パスを表示します。
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traceroute mac ip
指定の送信元 IP アドレスまたはホスト名から指定の宛先 IP アドレスまたはホスト名までを通過す
るパケットのレイヤ 2 のパスを表示するには、traceroute mac ip 特権 EXEC コマンドを使用します。
traceroute mac ip {source-ip-address | source-hostname} {destination-ip-address |
destination-hostname} [detail]

シンタックスの説明

source-ip-address

送信元スイッチの IP アドレスを、32 ビットの値で指定します（ドット
付き 10 進数）
。

destination-ip-address

宛先スイッチの IP アドレスを、32 ビットの値で指定します（ドット付
き 10 進数）。

source-hostname

送信元スイッチの IP ホスト名を指定します。

destination-hostname

宛先スイッチの IP ホスト名を指定します。

detail

（任意）詳細情報を表示するよう指定します。

デフォルト

デフォルトはありません。

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

レイヤ 2 の traceroute を適切に機能させるには、Cisco Discovery Protocol（CDP; シスコ検出プロトコ
ル）がネットワークのすべてのスイッチでイネーブルになっている必要があります。CDP をディ
セーブルにすることは避けてくさい。
スイッチがパス内でレイヤ 2 traceroute をサポートしていないデバイスを検知した場合、スイッチは
レイヤ 2 trace クエリーを送信し続け、タイムアウトにします。
パス内で識別できるホップ数は最大で 10 です。
指定された送信元および宛先の IP アドレスが同一のサブネット内にある場合、traceroute mac ip コ
マンド 出力は レイ ヤ 2 パス を表示 しま す。IP ア ドレ スを指 定した 場合、スイ ッチは Address
Resolution Protocol（ARP; アドレス解決プロトコル）を使用し、IP アドレスとそれに対応する MAC
（メディア アクセス制御）アドレスおよび VLAN（仮想 LAN）ID を関連付けます。
•

指定の IP アドレスの ARP のエントリが存在していた場合、スイッチは関連付けられた MAC
アドレスを使用し、物理パスを識別します。

•

ARP のエントリが存在しない場合、スイッチは ARP クエリーを送信し、IP アドレスを解決し
ようと試みます。IP アドレスは同一のサブネットにある必要があります。IP アドレスが解決さ
れないと、パスは識別されず、エラー メッセージが表示されます。

複数のデバイスがハブを通じて 1 つのポートに接続されている場合（例えば、複数の CDP ネイバー
が 1 つのポートで検知される場合）、レイヤ 2 traceroute の機能はサポートされません。1 つのポー
トで複数の CDP ネイバーが検知される場合、レイヤ 2 パスは識別されず、エラー メッセージが表
示されます。
この機能は、トークンリング VLAN ではサポートされません。
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traceroute mac ip

次の例では、detail キーワードを使用して、送信元および宛先 IP アドレスを指定することで、レイ
ヤ 2 のパスを表示する方法を示します。

例

Switch# traceroute mac ip 172.18.18.3 172.18.18.4 detail
Translating IP to mac .....
172.18.18.3 => 0002.b3d3.bb2a
172.18.18.4 => 0002.b3d3.bb29
Source 0002.b3d3.bb2a found on ip28-3750a[ME-C3750-24TE] (172.18.18.2)
1 ip28-3750a / ME-C3750-24TE / 172.18.18.2 :
Gi1/0/1 [auto, auto] => Gi1/1/1 [auto, 1000M]
Destination 0002.b3d3.bb29 found on ip28-3750a[ME-C3750-24TE] (172.18.18.2)
Layer2 trace completed.

次の例では、送信元および宛先ホスト名を指定することで、レイヤ 2 のパスを表示する方法を示し
ます。
Switch# traceroute mac ip con6 con2
Translating IP to mac .....
2.2.66.66 => 0000.0201.0601
2.2.22.22 => 0000.0201.0201
Source 0000.0201.0601 found on con6
con6 (2.2.6.6) :Gi1/0/1 => Gi1/0/2
con5
(2.2.5.5
) :
con1
(2.2.1.1
) :
con2
(2.2.2.2
) :
Destination 0000.0201.0201 found on con2
Layer 2 trace completed

Gi1/0/2 => Gi0/1
Gi0/0/1 => Gi0/2
Gi0/0/2 => Fa0/1

次の例では、ARP が送信元 IP アドレスと対応する MAC アドレスを関連付けられない場合の、レイ
ヤ 2 のパスを示します。
Switch# traceroute mac ip 2.2.66.66 2.2.77.77
Arp failed for destination 2.2.77.77.
Layer2 trace aborted.

関連コマンド

コマンド
shutdown

説明
指定の送信元 MAC アドレスから、指定の宛先 MAC アドレスを通過する
パケットのレイヤ 2 パスを表示します。
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trust
class ポリシーマップ コンフィギュレーションコマンドで分類されたトラフィックの信頼状態を定
義するには、trust ポリシーマップ クラス コンフィギュレーションコマンドを使用します。デフォ
ルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
trust [cos | dscp | ip-precedence]
no trust [cos | dscp | ip-precedence]

シンタックスの説明

cos

（任意）パケットの Class of Service（CoS; サービス クラス）値を使用して、入
力パケットを分類します。タグのない非 IP パケットの場合、デフォルト ポー
トの CoS 値が使用されます。

dscp

（任意）パケットの Differentiated Services Code Point（DSCP; DiffServ コード ポ
イント）値（8 ビット サービスタイプ フィールドの上位 6 ビット）を使用し
て、入力パケットを分類します。パケットにタグがある場合、非 IP パケット
にはパケットの CoS 値が使用されます。パケットにタグがない場合、CoS の
DSCP マッピングにデフォルト ポートの CoS 値が使用されます。

ip-precedence

（任意）パケットの IP precedence 値（8 ビット サービスタイプ フィールドの
上位 3 ビット）を使用して、入力パケットを分類します。パケットにタグが
ある場合、非 IP パケットにはパケットの CoS 値が使用されます。パケットに
タグがない場合、CoS の DSCP マッピングにデフォルト ポートの CoS 値が使
用されます。

デフォルト

信頼できない状態です。コマンド入力時、キーワードが指定されていない場合、デフォルトは dscp
になります。

コマンド モード

ポリシーマップ クラス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

このコマンドを使用して、特定のトラフィック間の QoS（Quality Of Service）の信頼性を判別しま
す。たとえば、特定の DSCP 値を持った着信トラフィックは信頼することができます。クラス マッ
プを設定し、着信トラフィックの DSCP 値を照合することで信頼することができます。
このコマンドで設定された信頼性の値は、mls qos trust インターフェイス コンフィギュレーション
コマンドで設定された信頼性の値を上書きします。
trust コマンドは、Enhanced Services（ES）ポートに適用された階層ポリシーマップではサポートさ
れていません。
trust cos を指定した場合、QoS は受信した、またはデフォルト ポートの CoS 値および CoS/DSCP
マップを使用し、パケットの DSCP 値を生成します。
trust dscp を指定した場合、QoS は入力パケットから DSCP 値を使用します。タグ付きの非 IP パ
ケットに対しては、QoS は受信した CoS 値、タグなしの非 IP パケットに対しては、デフォルト ポー
トの CoS 値を使用します。どちらの場合も、パケットの DSCP 値は CoS/DSCP マップから抽出され
ます。
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trust

trust ip-precedence を指定した場合、QoS は入力パケットおよび IP precedence/DSCP マップから IP
precedence 値を使用します。タグ付きの非 IP パケットに対しては、QoS は受信した CoS 値、タグ
なしの非 IP パケットに対しては、デフォルト ポートの CoS 値を使用します。どちらの場合も、パ
ケットの DSCP 値は CoS/DSCP マップから抽出されます。
ポートの信頼ポリシーを 802.1Q トンネリングと一緒に使用する場合、同じトンネル VLAN（仮想
LAN）を共有している全ポートに対して同じ信頼ポリシーを設定し、各ポートが同じ DSCP/DSCP
合 成 マ ッ プ を 使 用 す る よ う に す る 必 要 が あ り ま す。詳 細 に つ い て は、
「mls qos dscp-mutation」
（p.2-208）、
「mls qos map」
（p.2-211）、および「mls qos trust」
（p.2-234）を参照してください。
802.1Q トンネルの場合、スイッチは、このポートに適用された信頼度の設定に基づいて、標準ポー
トの着信トラフィックを処理します。スイッチで、ES トランク ポート上で送信されるパケットの
内部タグおよび外部タグを設定する方法については、
「mls qos trust」
（p.2-234）を参照してください。
ポリシーマップ コンフィギュレーションモードに戻るには、exit コマンドを使用します。特権 EXEC
モードに戻るには、end コマンドを使用します。

次の例では、ポートの信頼状態を定義し、class1 で分類されたトラフィックの着信 DSCP 値を信頼
する方法を示します。

例

Switch(config)# policy-map policy1
Switch(config-pmap)# class class1
Switch(config-pmap-c)# trust dscp
Switch(config-pmap-c)# police 1000000 20000 exceed-action policed-dscp-transmit
Switch(config-pmap-c)# exit

設定を確認するには、show policy-map 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
class

説明

police

トラフィックのクラスのための単一レート入トラフィック ポリサーを設
定します。

policy-map

複数のポートに適用することによってサービス ポリシーを指定すること
ができるポリシーマップを作成、または変更します。

set

show policy-map

トラフィック ポリシーを作成または変更するクラスの名前を指定します。

パケットに CoS 値、DSCP 値、IP precedence 値、または Multiprotocol Label
Switching（MPLS; マルチプロトコル ラベル スイッチング）Experimental
（EXP）ビットを設定することによって、IP トラフィックを分類します。
QoS ポリシーマップを表示します。
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udld（グローバル コンフィギュレーション）
Unidirectional Link Detection（UDLD; 単方向リンク検出）でアグレッシブ モードまたはノーマル モー
ドをイネーブルにし、設定可能なメッセージ タイマー時間を設定するには、udld グローバル コン
フィギュレーション コマンドを使用します。すべての光ファイバ ポートでアグレッシブ モードま
たはノーマル モードの UDLD をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。
udld {aggressive | enable | message time message-timer-interval}
no udld {aggressive | enable | message}

シンタックスの説明

デフォルト

aggressive

すべての光ファイバ ポートにおいて、アグレッシブ モードで UDLD を
イネーブルにします。

enable

すべての光ファイバ ポートにおいて、ノーマル モードで UDLD をイ
ネーブルにします。

message time
message-timer-interval

アドバタイズ フェーズにあり、双方向と判別されたインターフェイスに
おける UDLD プローブ メッセージ間の時間間隔を設定します。指定で
きる範囲は 1 ～ 90 秒です。

すべてのインターフェイスで UDLD はディセーブルです。
メッセージ タイマーは 60 秒に設定されます。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容

12.2(25)EY2

message-timer-interval に指定できる範囲が、7 ～ 90 秒から 1 ～ 90 秒に変更
されました。

使用上のガイドライン

このコマンドが導入されました。

UDLD は、2 つの動作モードをサポートしています。ノーマル モード（デフォルト）とアグレッシ
ブ モードです。ノーマル モードでは、UDLD は、光ファイバ接続でポートが誤接続されているこ
とによる単一方向リンクを検出します。アグレッシブ モードでは、UDLD は光ファイバまたはツイ
ストペア リンクの片方向トラフィックによる単一方向リンクと、光ファイバ リンクでポートが誤
接続されていることによる単一方向リンクも検出します。ノーマル モードおよびアグレッシブ
モードに関する情報は、このリリースに対応するソフトウェア コンフィギュレーション ガイドの
「Understanding UDLD」を参照してください。
プローブ パケット間のメッセージ時間を変更する場合、検出速度と CPU 負荷のトレードオフを
行っていることになります。時間を減少させると、検出応答を高速にすることができますが、CPU
の負荷も高くなります。
このコマンドが作用するのは、光ファイバ ポートだけです。他のインターフェイス タイプで UDLD
をイネーブルにする場合は、udld インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用しま
す。
UDLD によるインターフェイス シャットダウンをリセットするのに、以下のコマンドを使用できま
す。
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•

udld reset 特権 EXEC コマンドは、
UDLD によってシャットダウンされたすべてのインターフェ
イスをリセットします。

•

shutdown および no shutdown インターフェイス コンフィギュレーション コマンド

•

UDLD をグローバルに再びイネーブルにするには、no udld enable グローバル コンフィギュ
レーション コマンドのあとに udld {aggressive | enable} グローバル コンフィギュレーション コ
マンドを使用します。指定したインターフェイスで UDLD を再びイネーブルにするには、udld
port disable インターフェイス コンフィギュレーション コマンドのあとに udld port または
udld port aggressive インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

•

自動的に UDLD errdisable ステートから回復するには、errdisable recovery cause udld および
errdisable recovery interval interval グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用しま
す。

次の例では、すべての光ファイバ ポートで UDLD をイネーブルにする方法を示します。

例

Switch(config)# udld enable

設定を確認するには、show udld 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
show udld

説明

udld（インターフェイス コンフィ
ギュレーション）

個々のインターフェイスで UDLD をイネーブルにするか、
または光ファイバ ポートが udld グローバル コンフィギュ
レーション コマンドによってイネーブルにされるのを防ぎ
ます。

udld reset

UDLD によってシャットダウンされたすべてのインター
フェイスをリセットし、トラフィックが再び通過するのを許
可します。

すべてのインターフェイスまたは指定されたインターフェ
イスの UDLD 管理ステートまたは動作ステートを表示しま
す。
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udld（インターフェイス コンフィギュレーション）
個々のインターフェイスで Unidirectional Link Detection（UDLD; 単方向リンク検出）をイネーブルに
するか、または光ファイバ ポートが udld グローバル コンフィギュレーション コマンドによってイ
ネーブルにされるのを防ぐには、udld インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用し
ます。udld グローバル コンフィギュレーション コマンド設定に戻したり、非光ファイバ ポートで
入力された場合に UDLD をディセーブルしたりする場合は、このコマンドの no 形式を使用します。
udld port {aggressive | disable}
no udld port {aggressive | disable}

シンタックスの説明

デフォルト

aggressive

指定されたインターフェイスにおいて、アグレッシブ モードで UDLD をイ
ネーブルにします。

disable

特定のインターフェイスにおいて UDLD をディセーブルにします。このキー
ワードは、光ファイバ ポートだけに適用されます。

光ファイバ ポートでは、UDLD はイネーブルでなく、アグレッシブ モードでなく、ディセーブル
でもありません。このため、光ファイバ ポートは、udld enable または udld aggressive グローバル
コンフィギュレーション コマンドのステートに応じて UDLD をイネーブルにします。
非光ファイバ ポートでは、UDLD はディセーブルです。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

UDLD 対応インターフェイスが別のスイッチの UDLD 非対応インターフェイスに接続されている
場合は、このインターフェイスは単一方向リンクを検出できません。
UDLD は、2 つの動作モードをサポートしています。ノーマル モード（デフォルト）とアグレッシ
ブ モードです。ノーマル モードでは、UDLD は、光ファイバ接続でポートが誤接続されているこ
とによる単一方向リンクを検出します。アグレッシブ モードでは、UDLD は光ファイバまたはツイ
ストペア リンクの片方向トラフィックによる単一方向リンクと、光ファイバ リンクでポートが誤
接続されていることによる単一方向リンクも検出します。ノーマル モードおよびアグレッシブ
モードに関する情報は、このリリースに対応するソフトウェア コンフィギュレーション ガイドの
「Configuring UDLD」の章を参照してください。
UDLD をノーマル モードでイネーブルにするには、udld port インターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。UDLD をアグレッシブ モードでイネーブルにするには、udld port
aggressive インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。
UDLD の制御を udld enable グローバル コンフィギュレーション コマンドに戻したり、UDLD を非
光ファイバ ポートでディセーブルにしたりする場合は、光ファイバ ポートで no udld port コマンド
を使用します。
udld enable または udld aggressive グローバル コンフィギュレーション コマンドの設定を無効にす
る場合は、光ファイバ ポートで udld port aggressive コマンドを使用します。設定を削除して UDLD
イネーブル化の制御を udld グローバル コンフィギュレーション コマンドに戻したり、UDLD を非
光ファイバ ポートでディセーブルにしたりする場合は、光ファイバ ポートで no 形式を使用します。
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disable キーワードは、光ファイバ ポートでだけサポートされます。設定を削除して UDLD の制御
を udld グローバル コンフィギュレーション コマンドに戻す場合は、このコマンドの no 形式を使
用します。
スイッチ ソフトウェアが Gigabit Interface Converter（GBIC; ギガビット インターフェイス コンバー
タ）モジュール変更を検出し、インターフェイスが光ファイバから非光ファイバ、または非光ファ
イバから光ファイバに変化した場合、すべてのコンフィギュレーションは維持されます。
UDLD によるインターフェイス シャットダウンをリセットするのに、以下のコマンドを使用できま
す。
•

udld reset 特権 EXEC コマンドは、
UDLD によってシャットダウンされたすべてのインターフェ
イスをリセットします。

•

shutdown および no shutdown インターフェイス コンフィギュレーション コマンド

•

UDLD をグローバルに再びイネーブルにするには、no udld enable グローバル コンフィギュ
レーション コマンドのあとに udld {aggressive | enable} グローバル コンフィギュレーション コ
マンドを使用します。

•

指定したインターフェイスで UDLD を再びイネーブルにするには、udld port disable インター
フェイス コンフィギュレーション コマンドのあとに udld port または udld port aggressive イン
ターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

•

自動的に UDLD errdisable ステートから回復するには、errdisable recovery cause udld および
errdisable recovery interval interval グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用しま
す。

次の例では、ポートで UDLD をイネーブルにする方法を示します。

例

Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# udld port

次の例では、udld グローバル コンフィギュレーション コマンドが設定された状態で、光ファイバ
ポート上で UDLD をディセーブルにする方法を示します。
Switch(config)# interface gigabitethernet1/1/1
Switch(config-if)# udld port disable

設定を確認するには、show running-config または show udld interface 特権 EXEC コマンドを入力し
ます。

関連コマンド

コマンド
show running-config

説明
稼働設定を表示します。構文情報については、次の URL の「Cisco
IOS Release 12.2 Command Reference」に表示されるページを参照し
てください。
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1835/prod_comman
d_reference_list.html
「Cisco IOS Commands Master List, Release 12.2」を選択するとコマ
ンドが表示されます。

show udld

すべてのインターフェイスまたは指定されたインターフェイスの
UDLD 管理ステートまたは動作ステートを表示します。

udld（グローバル コンフィ
ギュレーション）
udld reset

UDLD のアグレッシブまたはノーマル モードをイネーブルにしま
す。また、設定可能なメッセージ タイマー時間を設定します。
UDLD によってシャットダウンされたすべてのインターフェイス
をリセットし、トラフィックが再び通過するのを許可します。
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udld reset
（スパニングツリー、Port Aggregation Protocol [PAgP]、Dynamic Trunking Protocol [DTP] のような他
の機能がイネーブルで通常動作をしている場合でも）Unidirectional Link Detection（UDLD; 単方向リ
ンク検出）によってディセーブルにされたすべてのインターフェイスをリセットし、トラフィック
の通過を再開することを許可するには、udld reset 特権 EXEC コマンドを使用します。
udld reset

シンタックスの説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

インターフェイス コンフィギュレーションで、UDLD がまだイネーブルである場合、これらのイン
ターフェイスは再び UDLD の稼働を開始し、問題が修正されていない場合には同じ理由でディセー
ブルになります。

例

次の例では、UDLD によってディセーブルにされたすべてのインターフェイスをリセットする方法
を示します。
Switch# udld reset
1 ports shutdown by UDLD were reset.

設定を確認するには、show udld 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
show running-config

説明
稼働設定を表示します。構文情報については、次の URL の「Cisco
IOS Release 12.2 Command Reference」に表示されるページを参照し
てください。
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1835/prod_comman
d_reference_list.html
「Cisco IOS Commands Master List, Release 12.2」を選択するとコマ
ンドが表示されます。

show udld

すべてのインターフェイスまたは指定されたインターフェイスの
UDLD 管理ステートまたは動作ステートを表示します。

udld（グローバル コンフィ
ギュレーション）

UDLD のアグレッシブまたはノーマル モードをイネーブルにしま
す。また、設定可能なメッセージ タイマー時間を設定します。

udld（インターフェイス コ
ンフィギュレーション）

個々のインターフェイスで UDLD をイネーブルにするか、または
光ファイバ ポートが udld グローバル コンフィギュレーション コ
マンドによってイネーブルにされるのを防ぎます。
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uni count
Ethernet virtual connection（EVC; イーサネット仮想接続）の User-Network Interface（UNI; ユーザネッ
トワーク インターフェイス）カウントを設定するには、uni count EVC コンフィギュレーションコ
マンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
uni count value [multipoint]
no uni count

シンタックスの説明

value
multipoint

EVC の UNI の数を設定します。指定できる範囲は 1 ～ 1024 です。デフォル
ト値は 2 です。
（任意）ポイントツーマルチポイント サービスを選択します。このキーワード
は、uni count の値を 2 と入力したときのみ表示されます。
•

値を入力しない場合、または 1 か 2 を入力した場合、サービスのデフォ
ルト値はポイントツーポイント サービスに設定されます。2 を入力した
場合、ポイントツーマルチポイント サービスを設定できます。

•

uni count に 3 以上を入力した場合、サービスはポイントツーマルチポイ
ントになります。

デフォルト

デフォルトの UNI カウントは 2 です。UNI カウントを入力しない場合、デフォルトのサービスはポ
イントツーマルチポイントになります。

コマンド モード

EVC コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.2(25)SEG

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

UNI カウントは、EVC でのサービスのタイプを決定します。
•

コマンドを入力しない場合、UNI カウントのデフォルト値は 2 に設定され、サービスのデフォ
ルトはポイントツーポイント サービスになります。

•

手動で値 2 を入力した場合、サービスをデフォルトのままにするか、multipoint キーワードを
入力してポイントツーマルチポイント サービスを設定できます。

•

値に 3 以上を入力した場合、サービスはポイントツーマルチポイントになります。

ドメインでの MEP（メンテナンス エンド ポイント）の正しい数値を知っておく必要があります。
実際のエンドポイントの数より大きい UNI カウント値を入力すると、たとえすべてのエンド ポイ
ントがアップであっても、UNI ステータスは部分的にアクティブと表示されます。実際のエンドポ
イントの数より小さい UNI カウント値を入力すると、たとえすべてのエンド ポイントがアップで
なくても、UNI ステータスはアクティブと表示されます。

注意

UNI カウントを設定しても、設定済みカウントより多くのエンドポイントを設定できます。たとえ
ば、UNI カウントを 5 に設定しながら 10 個の MEP を作成した場合、ドメイン内のいずれか 5 個
の MEP がダウンすることがあります。このとき、ステータスは部分的にアクティブに変更されま
せん。
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例

次の例では、ポイントツーマルチポイント サービスで UNI カウントを 2 に設定する方法を示しま
す。
Switch(config)# ethernet evc test1
Switch(config-evc)# uni count 2 multipoint

関連コマンド

コマンド
ethernet evc evc-id

説明
EVC を定義し、EVC コンフィギュレーションモードを開始します。

vlan（グローバル コンフィギュレーション）
VLAN（仮想 LAN）を追加して config-vlan モードを開始するには、vlan グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。VLAN を削除する場合は、このコマンドの no 形式を使用しま
す。標準範囲 VLAN（VLAN ID 1 ～ 1005）のコンフィギュレーション情報は、常に VLAN データ
ベースに保存されます。VLAN Trunking Protocol（VTP; VLAN トランキング プロトコル）モードが
透過的なときは、拡張範囲 VLAN（VLAN ID が 1006 以上）を作成することができます。すると、
VTP モード、VTP ドメイン名、および VLAN 設定は、スイッチの実行コンフィギュレーション ファ
イルに保存されます。copy running-config startup-config 特権 EXEC コマンドを使用すれば、コン
フィギュレーションをスイッチ スタートアップ コンフィギュレーション ファイルに保存すること
ができます。
vlan vlan-id
no vlan vlan-id

シンタックスの説明

vlan-id

デフォルト

このコマンドには、デフォルト設定はありません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

追加および設定する VLAN の ID。vlan-id で使用可能な範囲は 1 ～ 4094 です。
1 つの VLAN ID、それぞれをカンマで区切った一連の VLAN ID、またはハイ
フンで区切った VLAN ID の範囲を入力することができます。

変更内容
このコマンドが導入されました。

拡張範囲 VLAN（VLAN ID 1006 ～ 4094）を追加するには、vlan vlan-id グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用してください。拡張範囲で VLAN を設定する前に、vtp transparent グ
ローバル コンフィギュレーション コマンドまたは VLAN コンフィギュレーションコマンドを使用
してスイッチを VTP 透過モードにします。拡張範囲 VLAN は、VTP によって学習されませんし、
VLAN データベースにも追加されませんが、VTP モードがトランスペアレントである場合には、
VTP モード、VTP ドメイン名、およびすべての VLAN 設定は、実行コンフィギュレーションに保
存されるため、これをスイッチ スタートアップ コンフィギュレーション ファイルに保存すること
ができます。
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VLAN および VTP 設定をスタートアップ コンフィギュレーション ファイルに保存して、スイッチ
を再起動すると、設定は次のように決定されます。
•

VLAN データベースとコンフィギュレーション ファイルの両方の VTP モードがトランスペア
レントであり、VTP ドメイン名が一致する場合、VLAN データベースは無視されます。スター
トアップ コンフィギュレーション ファイル内の VTP および VLAN 設定が使用されます。
VLAN データベース内の VLAN データベース リビジョン番号は変更されません。

•

VTP モードがサーバの場合、またはスタートアップ VTP モードまたはドメイン名が VLAN
データベースと一致しない場合、最初の 1005 個の VLAN の VTP モードおよび VLAN 設定には
VLAN データベース情報が使用されます。

スイッチが VTP 透過モードでない場合に拡張範囲 VLAN を作成しようとすると、VLAN は拒否さ
れ、エラー メッセージが表示されます。
無効 VLAN ID を入力すると、エラー メッセージが表示され、config-vlan モードを開始することが
できません。
vlan コマンドを VLAN ID とともに入力すると、config-vlan モードがイネーブルになります。既存
の VLAN の VLAN ID を入力すると、新しい VLAN は作成されませんが、その VLAN の VLAN パ
ラメータを変更することができます。指定された VLAN は、config-vlan モードを終了したときに追
加または変更されます。（VLAN 1 ～ 1005 の）shutdown コマンドだけがただちに有効になります。
次のコンフィギュレーションコマンドが config-vlan モードで利用できます。このコマンドの no 形
式を使用すると、特性がそのデフォルト ステートに戻ります。

（注）

すべてのコマンドが表示されますが、拡張範囲 VLAN でサポートされている config-vlan コマンド
は、mtu mtu-size だけです。拡張範囲 VLAN の場合、他のすべての特性はデフォルト ステートのま
まにしておく必要があります。

•

are are-number：この VLAN の All-Route Explorer（ARE）ホップの最大数を定義します。この
キーワードは Token Ring Concentrator Relay Function（TrCRF; トークンリング コンセントレータ
リレー機能）VLAN に対してのみ適用します。指定できる範囲は 0 ～ 13 です。デフォルトは 7
です。値が入力されない場合、最大数は 0 であるとみなされます。

•

backupcrf：バックアップ Concentrator Relay Function（CRF; コンセントレータ リレー機能）モー
ドを指定します。このキーワードは、TrCRF VLAN だけに適用されます。
－ この VLAN のバックアップ CRF モードを enable（イネーブル）にします。
－ この VLAN のバックアップ CRF モードを disable（ディセーブル）にします（デフォルト）。

•

bridge {bridge-number| type}：論理分散ソース ルーティング ブリッジ、すなわち、FDDI-Network
Entity Title（NET）、トークンリング NET、および Token Ring Bridge Relay Function（TrBRF; トー
クンリング ブリッジ リレー機能）VLAN 内で親 VLAN としてこの VLAN を持つすべての論理
リングと相互接続するブリッジを指定します。指定できる範囲は 0 ～ 15 です。FDDI-NET、
TrBRF、およびトークンリング NET VLAN については、デフォルトのブリッジ番号は 0（ソー
ス ルーティング ブリッジなし）です。type キーワードは、TrCRF VLAN にだけ適用され、次
のうちの 1 つです。
－ srb（Source-Route Bridge［SRB; ソースルート ブリッジ］）
－ srt（Source-Route Transparent［SRT; ソースルート トランスペアレント］）ブリッジング VLAN

•

exit：変更を適用し、VLAN データベース リビジョン番号（VLAN 1 ～ 1005 のみ）を増加させ、
config-vlan モードを終了します。

•

media：VLAN メディア タイプを定義します。様々なメディア タイプで有効なコマンドおよび
構文については、表 2-34 を参照してください。
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（注）

スイッチがサポートするのは、イーサネット ポートだけです。FDDI およびトークンリング
メディア固有の特性は、別のスイッチに対する VLAN Trunking Protocol（VTP; VLAN トラ
ンキング プロトコル）グローバル アドバタイズにかぎって設定します。これらの VLAN は
ローカルに停止されます。

－ ethernet は、イーサネット メディア タイプです（デフォルト）。
－ fddi は、FDDI メディア タイプです。
－ fd-net は、FDDI-NET メディア タイプです。
－ tokenring は、VTP v2 モードがディセーブルの場合にはトークンリング メディア タイプで
あり、VTP バージョン 2（v）モードがイネーブルの場合は TrCRF です。
－ tr-net は、VTP v2 モードがディセーブルの場合にはトークンリング NET メディア タイプ
であり、VTP v2 モードがイネーブルの場合は TrBRF メディア タイプです。

（注）

•

mtu mtu-size：最大伝送ユニット（Maximum Transmission Unit; MTU）
（バイト単位のパケットサ
イズ）を指定します。指定できる範囲は 1500 ～ 18190 です。デフォルト値は 1500 です。

•

name vlan-name：管理ドメイン内で一意である 1 ～ 32 文字の ASCII 文字列で VLAN を命名し
ます。デフォルトは VLANxxxx です。ここで、xxxx は VLAN ID 番号と同じ 4 桁の数字（先行ゼ
ロを含む）です。

•

no：コマンドを無効にし、デフォルト設定に戻します。

•

parent parent-vlan-id：既存の FDDI、トークンリング、または TrCRF VLAN の親 VLAN を指定
します。このパラメータは、TrCRF が所属する TrBRF を識別するもので、TrCRF を定義する
ときに必要です。指定できる番号は 0 ～ 1005 です。デフォルトの親 VLAN ID は、FDDI およ
びトークンリング VLAN では 0（親 VLAN なし）です。トークンリングおよび TrCRF VLAN
では、親 VLAN ID はデータベースにすでに存在していて、トークンリング NET または TrBRF
VLAN と関連付けられている必要があります。

private-vlan コマンドは、コマンドラインのヘルプ ストリングには表示されていますが、サポート
されていません。

•

remote-span：VLAN を Remote SPAN（RSPAN）VLAN として設定します。RSPAN 機能が既存
の VLAN に追加される場合、まず VLAN は削除され、次に RSPAN 機能とともに再生されま
す。RSPAN 機能が削除されるまで、どのアクセス ポートも非アクティブ化されます。VTP が
イネーブルの場合、新しい RSPAN VLAN は、1024 より低い数字の VLAN ID の VTP により伝
播されます。ラーニングは VLAN 上でディセーブルになります。詳細は、remote-span コマン
ドを参照してください。

•

ring ring-number：FDDI、トークンリング、または TrCRF VLAN の論理リングを定義します。
指定できる値は、1 ～ 4095 です。トークンリング VLAN のデフォルトは 0 です。FDDI VLAN
については、デフォルトはありません。

•

said said-value：IEEE 802.10 に記載されている Security Association Identifier（SAID）を指定しま
す。指定できる ID は、1 ～ 4294967294 です。この数字は、管理ドメイン内で一意である必要
があります。デフォルト値は、100000 に VLAN ID 番号を加算した値です。

•

shutdown：VLAN 上で VLAN スイッチングをシャットダウンします。このコマンドはただち
に有効になります。他のコマンドは、config-vlan モードを終了したときに有効になります。

•

state：VLAN ステートを指定します。
－ active は、VLAN が稼働中であることを意味します（デフォルト）。
－ suspend は、VLAN が停止していることを意味します。停止している VLAN はパケットを
通過させません。
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•

ste ste-number：Spanning-Tree Explorer（STE）ホップの最大数を定義します。このキーワード
は、TrCRF VLAN だけに適用されます。指定できる範囲は 0 ～ 13 です。デフォルト値は 7 です。

•

stp type：FDDI-NET、トークンリング NET、または TrBRF VLAN のスパニングツリー タイプ
を定義します。FDDI-NET VLAN の場合、デフォルトの Spanning-Tree Protocol（STP; スパニン
グツリー プロトコル）タイプは ieee です。トークンリング NET VLAN の場合、デフォルトの
STP タイプは ibm です。FDDI およびトークンリング VLAN の場合、デフォルトのタイプは指
定されていません。
－ SRT ブリッジングを実行している IEEE イーサネット STP の場合は ieee
－ SRB を実行している IBM STP の場合は、ibm
－ SRT ブリッジング（IEEE）および SRB（IBM）の組み合わせを実行している STP の場合
は、auto

•

tb-vlan1 tb-vlan1-id および tb-vlan2 tb-vlan2-id：この VLAN にトランスレーショナル ブリッジ
ングが行われている 1 番めおよび 2 番めの VLAN を指定します。トランスレーショナル VLAN
は、たとえば FDDI またはトークンリングをイーサネットに変換します。指定できる値は、0 ～
1005 です。値が指定されないと、0（トランスレーショナル ブリッジングなし）とみなされます。

表 2-34

様々なメディア タイプで指定できるコマンドと構文

メディア タイプ 指定できる構文
イーサネット

name vlan-name, media ethernet, state {suspend | active}, said said-value, mtu
mtu-size, remote-span, tb-vlan1 tb-vlan1-id, tb-vlan2 tb-vlan2-id

FDDI

name vlan-name, media fddi, state {suspend | active}, said said-value, mtu mtu-size,
ring ring-number, parent parent-vlan-id, tb-vlan1 tb-vlan1-id, tb-vlan2 tb-vlan2-id

FDDI-NET

name vlan-name, media fd-net, state {suspend | active}, said said-value, mtu mtu-size,
bridge bridge-number, stp type {ieee | ibm | auto}, tb-vlan1 tb-vlan1-id, tb-vlan2
tb-vlan2-id
VTP v2 モードがディセーブルの場合、
stp type を auto に設定しないでください。

トークンリング

VTP v1 モードはイネーブルです。
name vlan-name, media tokenring, state {suspend | active}, said said-value,
mtu mtu-size, ring ring-number, parent parent-vlan-id, tb-vlan1 tb-vlan1-id, tb-vlan2
tb-vlan2-id

TrCRF

VTP v2 モードはイネーブルです。
name vlan-name, media tokenring, state {suspend | active}, said said-value,
mtu mtu-size, ring ring-number, parent parent-vlan-id, bridge type {srb | srt}, are
are-number, ste ste-number, backupcrf {enable | disable}, tb-vlan1 tb-vlan1-id,
tb-vlan2 tb-vlan2-id

トークンリング
NET

TrBRF

VTP v1 モードはイネーブルです。
name vlan-name, media tr-net, state {suspend | active}, said said-value, mtu mtu-size,
bridge bridge-number, stp type {ieee | ibm}, tb-vlan1 tb-vlan1-id, tb-vlan2 tb-vlan2-id
VTP v2 モードはイネーブルです。
name vlan-name, media tr-net, state {suspend | active}, said said-value, mtu mtu-size,
bridge bridge-number, stp type {ieee | ibm | auto}, tb-vlan1 tb-vlan1-id, tb-vlan2
tb-vlan2-id
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表 2-35 では、VLAN の設定規則を説明します。
表 2-35

設定

VLAN 設定規則

規則

VTP v2 モードがイネーブルで、 すでにデータベースに存在している TrBRF の親 VLAN ID を指
TrCRF VLAN メディア タイプを 定します。
設定している場合
リング番号を指定します。このフィールドを空白のままにして
おかないでください。
TrCRF VLAN に同じ親 VLAN ID がある場合には一意のリング
番号を指定します。1 つのバックアップ CRF だけをイネーブル
にすることができます。
VTP v2 モードがイネーブルで、 バックアップ CRF を指定しないでください。
TrCRF メディア タイプ以外の
VLAN を設定している場合
VTP v2 モードがイネーブルで、 ブリッジ番号を指定します。このフィールドを空白のままにし
TrBRF VLAN メディア タイプを ておかないでください。
設定している場合
VTP v1 モードはイネーブルで VLAN の STP タイプを auto に設定しないでください。
す。
この規則は、イーサネット、FDDI、FDDI-NET、トークンリン
グ、およびトークンリング NET VLAN に適用されます。
トランスレーショナル ブリッ 使用されるトランスレーショナル ブリッジング VLAN ID は、
す
ジングが必要な VLAN を追加す でにデータベースに存在している必要があります。
る場合（値は 0 に設定されない）
（たとえば、イーサネットは FDDI をポイントし、FDDI はイー
サネットをポイントするというように）コンフィギュレーショ
ンがポイントしているトランスレーショナル ブリッジング
VLAN ID にも、トランスレーショナル ブリッジング パラメー
タの 1 つに元の VLAN へのポインタが含まれている必要があり
ます。
コンフィギュレーションがポイントするトランスレーショナル
ブリッジング VLAN ID は、
（たとえば、イーサネットはトーク
ン リ ン グ を ポ イ ン ト す る こ と が で き る と い う よ う に）元 の
VLAN とは異なったメディア タイプである必要があります。
両方のトランスレーショナル ブリッジング VLAN ID が設定さ
れている場合、
（たとえば、イーサネットは FDDI およびトーク
ンリングをポイントすることができるというように）これらの
VLAN は異なったメディア タイプである必要があります。

例

次の例では、デフォルトのメディア特性を持つイーサネット VLAN を追加する方法を示します。デ
フォルトには VLANxxx の vlan-name が含まれています。ここで、xxxx は VLAN ID 番号と同じ 4 桁
の数字（先行ゼロを含む）です。デフォルトの media オプションは ethernet です。state オプショ
ンは active です。デフォルトの said-value 変数は、100000 に VLAN ID を加算した値です。mtu-size
変数は 1500、stp-type オプションは ieee です。exit config-vlan コンフィギュレーションコマンドを
入力した場合、VLAN がまだ存在していなかった場合にはこれが追加されます。そうでない場合、
このコマンドは何もしません。
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次の例では、新しい VLAN をすべてデフォルト特性で作成し、config-vlan モードを開始する方法を
示します。
Switch(config)# vlan 200
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)#

次の例では、すべての特性がデフォルトである拡張範囲 VLAN を新規作成し、config-vlan モードを
開始して、新規 VLAN をスイッチのスタートアップ コンフィギュレーション ファイルに保存する
方法を示します。
Switch(config)# vtp mode transparent
Switch(config)# vlan 2000
Switch(config-vlan)# end
Switch# copy running-config startup config

設定を確認するには、show vlan 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
show sdm prefer

説明

show vlan

すべての設定された VLAN または 1 つの VLAN（VLAN
ID または名前が指定されている場合）のパラメータを
管理ドメインに表示します。

スイッチの、VLAN 関連のすべての設定または指定範
囲の設定を表示します。

vlan（VLAN コンフィギュレーション） 標準範囲 VLAN を VLAN データベースに設定します。
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vlan（VLAN コンフィギュレーション）
VLAN（仮想 LAN）データベースに標準範囲 VLAN（VLAN ID 1 ～ 1005）の VLAN 特性を設定す
るには、vlan VLAN コンフィギュレーションコマンドを使用します。VLAN（仮想 LAN）コンフィ
ギュレーションモードを開始する場合は、vlan database 特権 EXEC コマンドを入力します。VLAN
を削除する場合は、追加パラメータなしでこのコマンドの no 形式を使用します。設定された特性
を変更する場合は、パラメータとともにこのコマンドの no 形式を使用します。
vlan vlan-id [are are-number] [backupcrf {enable | disable}] [bridge bridge-number | type {srb | srt}]
[media {ethernet | fddi | fdi-net | tokenring | tr-net}] [mtu mtu-size][name vlan-name] [parent
parent-vlan-id] [ring ring-number] [said said-value] [state {suspend | active}] [ste ste-number] [stp
type {ieee | ibm | auto}] [tb-vlan1 tb-vlan1-id] [tb-vlan2 tb-vlan2-id]
no vlan vlan-id [are are-number] [backupcrf {enable | disable}] [bridge bridge-number | type {srb |
srt}] [media {ethernet | fddi | fdi-net | tokenring | tr-net}] [mtu mtu-size][name vlan-name]
[parent parent-vlan-id] [ring ring-number] [said said-value] [state {suspend | active}] [ste
ste-number] [stp type {ieee | ibm | auto}] [tb-vlan1 tb-vlan1-id] [tb-vlan2 tb-vlan2-id]
拡張範囲 VLAN（VLAN ID 1006 ～ 4094）は、このコマンドでは追加したり変更したりすることは
できません。拡張範囲 VLAN ID を追加する場合は、vlan（グローバル コンフィギュレーション）コ
マンドで config-vlan モードを開始します。

（注）

シンタックスの説明

スイッチがサポートするのは、イーサネット ポートだけです。FDDI およびトークンリング メディ
ア固有の特性は、別のスイッチに対する VLAN Trunking Protocol（VTP; VLAN トランキング プロ
トコル）グローバル アドバタイズにかぎって設定します。これらの VLAN はローカルに停止され
ます。

vlan-id

are are-number

設定された VLAN の ID。指定できる ID は、1 ～ 1005 です。この数
字は、管理ドメイン内で一意である必要があります。先行ゼロは入
力しないでください。
（任意）この VLAN の All-Route Explorer（ARE）ホップの最大数を指
定します。このキーワードは、TrCRF VLAN だけに適用されます。指
定できる範囲は 0 ～ 13 です。値が入力されない場合、最大数は 0 で
あるとみなされます。

backupcrf {enable | disable} （任意）バックアップ Concentrator Relay Function（CRF; コンセント
レータ リレー機能）モードを指定します。このキーワードは、TrCRF
VLAN だけに適用されます。
•

この VLAN のバックアップ CRF モードを enable（イネーブル）
にします。

•

この VLAN のバックアップ CRF モードを disable（ディセーブ
ル）にします。
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bridge bridge-number| type （任意）論理分散ソース ルーティング ブリッジ、すなわち
{srb | srt}
FDDI-Network Entity Title（NET）、トークンリング NET、および Token
Ring Bridge Relay Function（TrBRF; トークンリング ブリッジ リレー
機能）VLAN 内で親 VLAN としてこの VLAN を持つすべての論理リ
ングと相互接続するブリッジを指定します。
指定できる範囲は 0 ～ 15 です。
type キーワードは、TrCRF VLAN にだけ適用され、次のうちの 1 つ
です。

media {ethernet | fddi |
fd-net | tokenring | tr-net}

•

srb（Source-Route Bridge［SRB; ソースルート ブリッジ］
）

•

srt（Source-Route Transparent［SRT; ソースルート トランスペア
レント］）ブリッジング VLAN

（任意）VLAN メディア タイプを指定します。表 2-36 に各メディア
タイプで指定できる構文を表示します。
•

ethernet は、イーサネット メディア タイプです（デフォルト）。

•

fddi は、FDDI メディア タイプです。

•

fd-net は、FDDI-NET メディア タイプです。

•

tokenring は、VTP v2 モードがディセーブルの場合にはトークン
リング メディア タイプであり、VTP v2 モードがイネーブルの場
合は TrCRF です。

•

tr-net は、VTP v2 モードがディセーブルの場合にはトークンリ
ング NET メディア タイプであり、VTP v2 モードがイネーブル
の場合は TrBRF メディア タイプです。

mtu mtu-size

（任意）最大伝送ユニット（Maximum Transmission Unit; MTU）
（バイ
ト単位のパケットサイズ）を指定します。指定できる範囲は 1500 ～
18190 です。

name vlan-name

（任意）管理ドメイン内で一意である 1 ～ 32 文字の ASCII 文字列で
VLAN 名を指定します。

parent parent-vlan-id

（任意）既存の FDDI、トークンリング、または TrCRF VLAN の親
VLAN を指定します。このパラメータは、TrCRF が所属する TrBRF
を識別するもので、TrCRF を定義するときに必要です。指定できる
範囲は 0 ～ 1005 です。

ring ring-number

（任意）FDDI、トークンリング、または TrCRF VLAN の論理リング
を定義します。指定できる範囲は 1 ～ 4095 です。

said said-value

（任意）IEEE 802.10 に記載されている Security Association Identifier
（SAID）を指定します。指定できる ID は、1 ～ 4294967294 です。こ
の数字は、管理ドメイン内で一意である必要があります。

state {suspend | active}

（任意）VLAN ステートを指定します。

ste ste-number

•

active である場合、VLAN は稼働中です。

•

suspend の場合、VLAN は停止しています。停止している VLAN
はパケットを通過させません。

（任意）Spanning-Tree Explorer（STE）ホップの最大数を指定します。
このキーワードは、TrCRF VLAN だけに適用されます。指定できる
範囲は 0 ～ 13 です。
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stp type {ieee | ibm | auto}

tb-vlan1 tb-vlan1-id
および
tb-vlan2 tb-vlan2-id

（任意）FDDI-NET、トークンリング NET、または TrBRF VLAN のス
パニングツリー タイプを指定します。
•

SRT ブリッジングを実行している IEEE イーサネット STP の場
合は ieee

•

SRB を実行している IBM STP の場合は、ibm

•

SRT ブリッジング（IEEE）および SRB（IBM）の組み合わせを
実行している STP の場合は、auto

（任意）この VLAN にトランスレーショナル ブリッジングが行われ
ている 1 番めおよび 2 番めの VLAN を指定します。トランスレー
ショナル VLAN は、たとえば FDDI またはトークンリングをイーサ
ネットに変換します。指定できる値は、0 ～ 1005 です。値が指定さ
れないと、0 とみなされます。

表 2-36 に、様々なメディア タイプで指定できる構文オプションを示します。
表 2-36

様々なメディア タイプで指定できる構文

メディア タイプ 指定できる構文
イーサネット

vlan vlan-id [name vlan-name] media ethernet [state {suspend | active}] [said
said-value] [mtu mtu-size] [tb-vlan1 tb-vlan1-id] [tb-vlan2 tb-vlan2-id]

FDDI

vlan vlan-id [name vlan-name] media fddi [state {suspend | active}] [said said-value]
[mtu mtu-size] [ring ring-number] [parent parent-vlan-id] [tb-vlan1 tb-vlan1-id]
[tb-vlan2 tb-vlan2-id]

FDDI-NET

vlan vlan-id [name vlan-name] media fd-net [state {suspend | active}] [said
said-value] [mtu mtu-size] [bridge bridge-number] [stp type {ieee | ibm | auto}]
[tb-vlan1 tb-vlan1-id] [tb-vlan2 tb-vlan2-id]
VTP v2 モードがディセーブルの場合、stp type を auto に設定しないでください。

トークンリング

VTP v1 モードはイネーブルです。
vlan vlan-id [name vlan-name] media tokenring [state {suspend | active}] [said
said-value] [mtu mtu-size] [ring ring-number] [parent parent-vlan-id] [tb-vlan1
tb-vlan1-id] [tb-vlan2 tb-vlan2-id]

TrCRF

VTP v2 モードはイネーブルです。
vlan vlan-id [name vlan-name] media tokenring [state {suspend | active}] [said
said-value] [mtu mtu-size] [ring ring-number] [parent parent-vlan-id] [bridge type
{srb | srt}] [are are-number] [ste ste-number] [backupcrf {enable | disable}]
[tb-vlan1 tb-vlan1-id] [tb-vlan2 tb-vlan2-id]

トークンリング VTP v1 モードはイネーブルです。
NET
vlan vlan-id [name vlan-name] media tr-net [state {suspend | active}] [said
said-value] [mtu mtu-size] [bridge bridge-number] [stp type {ieee | ibm}] [tb-vlan1
tb-vlan1-id] [tb-vlan2 tb-vlan2-id]
TrBRF

VTP v2 モードはイネーブルです。
vlan vlan-id [name vlan-name] media tr-net [state {suspend | active}] [said
said-value] [mtu mtu-size] [bridge bridge-number] [stp type {ieee | ibm | auto}]
[tb-vlan1 tb-vlan1-id] [tb-vlan2 tb-vlan2-id]
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表 2-37 では、VLAN の設定規則を説明します。
表 2-37

VLAN 設定規則

設定

規則

VTP v2 モードがイネーブルで、 すでにデータベースに存在している TrBRF の親 VLAN ID を指
TrCRF VLAN メディア タイプを 定します。
設定している場合
リング番号を指定します。このフィールドを空白のままにして
おかないでください。
TrCRF VLAN に同じ親 VLAN ID がある場合には一意のリング
番号を指定します。1 つのバックアップ CRF だけをイネーブル
にすることができます。
VTP v2 モードがイネーブルで、 バックアップ CRF を指定しないでください。
TrCRF メディア タイプ以外の
VLAN を設定している場合
VTP v2 モードがイネーブルで、 ブリッジ番号を指定します。このフィールドを空白のままにし
TrBRF VLAN メディア タイプを ておかないでください。
設定している場合
VTP v1 モードはイネーブルで VLAN の STP タイプを auto に設定しないでください。
す。
この規則は、イーサネット、FDDI、FDDI-NET、トークンリン
グ、およびトークンリング NET VLAN に適用されます。
トランスレーショナル ブリッ 使用されるトランスレーショナル ブリッジング VLAN ID は、
す
ジングが必要な VLAN を追加す でにデータベースに存在している必要があります。
る場合（値は 0 に設定されない）
（たとえば、イーサネットは FDDI をポイントし、FDDI はイー
サネットをポイントするというように）コンフィギュレーショ
ンがポイントしているトランスレーショナル ブリッジング
VLAN ID にも、トランスレーショナル ブリッジング パラメー
タの 1 つに元の VLAN へのポインタが含まれている必要があり
ます。
コンフィギュレーションがポイントするトランスレーショナル
ブリッジング VLAN ID は、
（たとえば、イーサネットはトーク
ン リ ン グ を ポ イ ン ト す る こ と が で き る と い う よ う に）元 の
VLAN とは異なったメディア タイプである必要があります。
両方のトランスレーショナル ブリッジング VLAN ID が設定さ
れている場合、
（たとえば、イーサネットは FDDI およびトーク
ンリングをポイントすることができるというように）これらの
VLAN は異なったメディア タイプである必要があります。

デフォルト

ARE 値は 7 です。
バックアップ CRF はディセーブルです。
FDDI-NET、TrBRF、およびトークンリング NET VLAN については、ブリッジ番号は 0（ソース ルー
ティング ブリッジなし）です。
media タイプは ethernet です。
デフォルトの mtu size は 1500 バイトです。
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vlan-name 変数は VLANxxxx です。ここで、xxxx は VLAN ID 番号と同じ 4 桁の数字（先行ゼロを含
む）です。
親 VLAN ID は、FDDI およびトークンリング VLAN では 0（親 VLAN なし）です。TrCRF VLAN
では、親 VLAN ID を指定する必要があります。トークンリングおよび TrCRF VLAN では、親 VLAN
ID はデータベースにすでに存在していて、トークンリング NET または TrBRF VLAN と関連付けら
れている必要があります。
トークンリング VLAN の ring number は 0 です。FDDI VLAN の場合は、デフォルトはありません。
said value は、100000 に VLAN ID 番号を加算した値です。
ステートは active です。
STE 値は 7 です。
STP タイプは、FDDI-NET では ieee、トークンリング NET VLAN では ibm です。FDDI およびトー
クンリング VLAN の場合、デフォルトのタイプは指定されていません。
tb-vlan1-id および tb-vlan2-id 変数は 0（トランスレーショナル ブリッジングなし）です。

コマンド モード

VLAN コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

変更内容
このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

このコマンド モードが利用できるのは、標準範囲 VLAN（VLAN ID 1 ～ 1005）を設定する場合に
かぎります。

（注）

拡張範囲 VLAN（VLAN ID 1006 ～ 4094）を設定する場合は、vlan グローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用してください。

VTP の設定は常に VLAN データベースに保存されます。VLAN モードがトランスペアレントの場
合、VLAN 設定は、VTP モードおよびドメイン名とともにスイッチの実行コンフィギュレーション
にも保存されます。copy running-config startup-config 特権 EXEC コマンドを使用すれば、これをス
イッチ スタートアップ コンフィギュレーション ファイルに保存することができます。
VLAN および VTP 設定をスタートアップ コンフィギュレーション ファイルに保存してスイッチを
再起動した場合、設定は次のように決定されます。
•

VLAN データベースとコンフィギュレーション ファイルの両方の VTP モードがトランスペア
レントであり、VTP ドメイン名が一致する場合、VLAN データベースは無視されます。スター
トアップ コンフィギュレーション ファイル内の VTP および VLAN 設定が使用されます。
VLAN データベース内の VLAN データベース リビジョン番号は変更されません。

•

VTP モードがサーバである場合、またはスタートアップ VTP モードまたはドメイン名が VLAN
データベースと一致しない場合、最初の 1005 個の VLAN の VTP モードおよび VLAN 設定には
VLAN データベース情報が使用されます。

no vlan コマンドを使用した結果は次のとおりです。
•

no vlan vlan-id 形式を使用すると、VLAN は削除されます。VLAN を削除すると、削除された
VLAN を参照する他の親 VLAN およびトランスレーショナル ブリッジング パラメータは自動
的に 0 にリセットされます。
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•

no vlan vlan-id bridge 形式を使用すると、VLAN ソース ルーティング ブリッジ番号はデフォル
トの 0 に戻ります。vlan vlan-id bridge コマンドは、FDDI-NET およびトークンリング NET VLAN
でのみ使用され、他の VLAN タイプでは無視されます。

•

no vlan vlan-id media 形式を使用すると、メディア タイプはデフォルト（ethernet）に戻ります。
VLAN メディア タイプ（no 形式を含む）を変更すると、
（そのコマンドに mtu キーワードも存
在しない場合）VLAN MTU はそのタイプのデフォルトの MTU にリセットされます。また、
VLAN の親 VLAN およびトランスレーショナル ブリッジング VLAN も（そのコマンドに
parent、tb-vlan1 または tb-vlan2 も存在しない場合）デフォルトにリセットされます。

•

no vlan vlan-id mtu 形式を使用すると、VLAN MTU は適用可能な VLAN メディア タイプのデ
フォルトに戻ります。media キーワードを使用しても MTU を変更することができます。

•

例

no vlan vlan-id name vlan-name 形式を使用すると、VLAN 名はデフォルト名に戻ります
（VLANxxxx、ここで xxxx は VLAN ID 番号に等しい 4 桁の数字［先行ゼロを含む］です）。

•

no vlan vlan-id parent 形式を使用すると、親 VLAN はデフォルト（0）に戻ります。親 VLAN
が削除された場合、または media キーワードによって VLAN タイプまたは親 VLAN の VLAN
タイプが変更された場合、親 VLAN はデフォルトにリセットされます。

•

no vlan vlan-id ring 形式を使用すると、VLAN 論理リング番号はデフォルト（0）に戻ります。

•

no vlan vlan-id said 形式を使用すると、VLAN SAID はデフォルト（100,000 に VLAN ID を加算
した値）に戻ります。

•

no vlan vlan-id state 形式を使用すると、VLAN ステートはデフォルト（active）に戻ります。

•

no vlan vlan-id stp type 形式を使用すると、VLAN スパニングツリー タイプはデフォルト（ieee）
に戻ります。

•

no vlan vlan-id tb-vlan1 または no vlan vlan-id tb-vlan2 形式を使用すると、1 つまたは複数のト
ランスレーショナル ブリッジ VLAN はデフォルト（0）に戻ります。トランスレーショナル ブ
リッジ VLAN は、影響を受ける VLAN とは異なった VLAN タイプである必要があります。2 つ
指定した場合には、この 2 つが互いに異なった VLAN タイプである必要があります。トランス
レーショナル ブリッジ VLAN が削除された場合、media キーワードにより VLAN タイプが変
更された場合、または media キーワードにより対応するトランスレーション ブリッジ VLAN
の VLAN タイプが変更された場合、トランスレーショナル ブリッジ VLAN はデフォルトに戻
ります。

次の例では、デフォルトのメディア特性を持つイーサネット VLAN を追加する方法を示します。デ
フォルトには VLANxxx の vlan-name が含まれています。ここで、xxxx は VLAN ID 番号と同じ 4 桁
の数字（先行ゼロを含む）です。デフォルトの media オプションは ethernet です。state オプショ
ンは active です。デフォルトの said-value 変数は、100000 に VLAN ID を加算した値です。mtu-size
変数は 1500、stp-type オプションは ieee です。exit または apply vlan コンフィギュレーションコマ
ンドを入力した場合、VLAN がまだ存在していなかった場合にはこれが追加されます。そうでない
場合、このコマンドは何も作用しません。
Switch(vlan)# vlan 2
VLAN 2 added:
Name: VLAN0002
Switch(vlan)# exit
APPLY completed.
Exiting....

次の例では、名前および MTU サイズを変更することにより既存の VLAN を変更する方法を示しま
す。
Switch(vlan)# no vlan name engineering mtu 1200

設定を確認するには、show vlan 特権 EXEC コマンドを入力します。
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関連コマンド

コマンド
show vlan

説明
すべての設定された VLAN または 1 つの VLAN（VLAN ID
または名前が指定されている場合）のパラメータを管理ドメ
インに表示します。

vlan（グローバル コンフィギュ
レーション）

標 準 範 囲 お よ び 拡 張 範 囲 VLAN
config-vlan モードを開始します。

を設定するための

vlan access-map
VLAN（仮想 LAN）パケット フィルタリング用の VLAN マップのエントリを作成または修正する
には、vlan access-map グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。このエントリ
は VLAN アクセス マップ コンフィギュレーションにモードを変更します。VLAN マップのエント
リを削除する場合は、このコマンドの no 形式を使用します。vlan filter インターフェイス コンフィ
ギュレーション コマンドを使用し、VLAN マップを 1 つまたは複数の VLAN に適用します。
vlan access-map name [number]
no vlan access-map name [number]

シンタックスの説明

name
number

VLAN マップ名
（任意）作成または修正するマップ エントリのシーケンス番号（0 ～ 65535）
。
VLAN マップを作成し、シーケンス番号が指定されていない場合は、自動的
に 10 から始まる番号を割り当てられます（10 ずつ増加）。この番号は、VLAN
のアクセス マップ エントリに追加、または削除される順番です。

デフォルト

VLAN マップ エントリおよび VLAN に適用する VLAN マップはありません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

グローバル コンフィギュレーション モードでは、このコマンドを使用して VLAN マップを作成ま
たは修正します。このエントリは VLAN アクセス マップ コンフィギュレーションにモードを変更
します。アクセス マップ コンフィギュレーションでは、match アクセス マップ コンフィギュレー
ションコマンドを使用して、照合するための IP または非 IP トラフィックのアクセス リストを指定
することができます。また、action コマンドを使用して、パケットが転送またはドロップされる条
件を設定することができます。
VLAN アクセス マップ コンフィギュレーションモードでは、次のコマンドを利用することができ
ます。
•

action：実行すべきアクションを設定します（転送またはドロップ）。

•

default：コマンドをそのデフォルトに設定します。

•

exit：VLAN アクセスマップ コンフィギュレーションモードを終了します。
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•

match：照合する値を設定します（IP アドレスまたは MAC［メディア アクセス制御］アドレス）。

•

no：コマンドを無効にするか、またはデフォルトに設定します。

エントリ番号（シーケンス番号）を指定しない場合、マップの最後に追加されます。
VLAN マップは VLAN ごとに 1 つのみ可能で、パケットが VLAN に受信されると適用されます。
no vlan access-map name [number] コマンドをシーケンス番号を指定して使用することで、単一のエ
ントリを削除することができます。
グローバル コンフィギュレーション モードでは、vlan filter インターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを使用し、マップを 1 つまたは複数の VLAN に適用します。
VLAN マップ エントリに関する詳細情報は、このリリースに対応するソフトウェア コンフィギュ
レーション ガイドを参照してください。

次の例では、vac1 という名前の VLAN マップを作成し、一致条件および処理を適用します。マッ
プに他のエントリが存在していない場合、エントリは 10 になります。

例

Switch(config)# vlan access-map vac1
Switch(config-access-map)# match ip address acl1
Switch(config-access-map)# action forward

次の例では、VLAN マップ vac1 を削除する方法を示します。
Switch(config)# no vlan access-map vac1

関連コマンド

コマンド
action

説明
VLAN アクセス マップ エントリのアクションを設定します。

match（アクセス マップ コンフィ 1 つまたは複数のアクセス リストに対しパケットを照合する
ギュレーション）)
VLAN マップを設定します。
show vlan access-map
特定の VLAN アクセス マップまたはすべての VLAN アクセ
ス マップの情報を表示します。
vlan filter
VLAN アクセス マップを 1 つまたは複数の VLAN に適用し
ます。
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vlan database
VLAN（仮想 LAN）コンフィギュレーション モードを開始するには、vlan database 特権 EXEC コ
マンドを使用します。このモードから、標準範囲 VLAN の VLAN 設定の追加、削除、および変更
を行い、VLAN Trunking Protocol（VTP; VLAN トランキング プロトコル）を使用してこれらの変更
をグローバルに伝播することができます。コンフィギュレーション情報は、VLAN データベースに
保存されます。
vlan database

（注）

VLAN コンフィギュレーションモードが有効なのは、VLAN ID 1 ～ 1005 だけです。

シンタックスの説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

デフォルトは定義されていません。

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

VLAN データベース コンフィギュレーションコマンドを使用することにより、VLAN 1 ～ 1005 を
設定することができます。拡張範囲 VLAN（VLAN ID 1006 ～ 4094）を設定するには、vlan（グロー
バル コンフィギュレーション）コマンドで config-vlan モードを開始します。また、vlan グローバル
コンフィギュレーション コマンドを使用して VLAN ID 1 ～ 1005 を設定することもできます。
VLAN コンフィギュレーションモードから特権 EXEC モードに戻る場合は、exit コマンドを入力し
ます。

（注）

このコマンド モードはセッション指向であるため、他のモードとは異なっています。VLAN パラ
メータを追加、削除、または変更した場合、apply または exit コマンドを入力してセッションを終
了するまでその変更は適用されません。変更が適用されると、VTP コンフィギュレーション バー
ジョンは増分されます。abort を入力して変更を VTP データベースに適用しないこともできます。

いったん VLAN コンフィギュレーションモードに入ると、VLAN データベースにアクセスして、次
のコマンドで変更を行うことができます。
•

vlan：サブコマンドにアクセスして、1 つの VLAN と関連付けられた値を追加、削除、または
変更します。詳細は、vlan（VLAN コンフィギュレーション）コマンドを参照してください。

•

vtp：サブコマンドにアクセスして、VTP 管理機能を実行します。詳細は、vtp（VLAN コン
フィギュレーション）コマンドを参照してください。
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VLAN または VTP パラメータを変更した場合、次の編集バッファ処理コマンドを使用することが
できます。
•

abort：変更を適用せずにこのモードを終了します。VLAN コンフィギュレーションモードを開
始する前に稼働していた VLAN 設定を使用し続けます。

•

apply：現在の変更を VLAN データベースに適用し、データベース コンフィギュレーション リ
ビジョン番号を増分し、管理ドメイン全体にこれを伝播し、VLAN コンフィギュレーション
モードを継続します。

（注） スイッチが VTP クライアント モードである場合にはこのコマンドを使用することはで
きません。

•

exit：すべてのコンフィギュレーション変更を VLAN データベースに適用し、データベース コ
ンフィギュレーション番号を増分し、管理ドメイン全体にこれを伝播し、特権 EXEC モードに
戻ります。

•

no：コマンドを無効にするか、デフォルトに設定します。指定できる値は vlan および vtp です。

•

reset：VLAN データベースに対して実行しようとした変更を破棄し、設定しようとしたデータ
ベースをスイッチ上で実施されている VLAN データベースにリセットし、VLAN コンフィギュ
レーションモードを継続します。

•

show：VLAN データベース情報を表示します。

•

show changes [vlan-id]：すべての標準範囲 VLAN ID（1 ～ 1005）または指定された VLAN ID（1
～ 1005）について、スイッチ上の VLAN データベースと設定しようとしている VLAN データ
ベース間の相違を表示します。

•

show current [vlan-id]：スイッチ上または選択された VLAN（1 ～ 1005）上の VLAN データベー
スを表示します。

•

show proposed [vlan-id]：設定しようとしている VLAN データベースまたは設定しようとしてい
るデータベースから選択された VLAN（1 ～ 1005）を表示します。設定しようとしている VLAN
データベースは、exit または apply VLAN コンフィギュレーションコマンドを使用するまで実
行コンフィギュレーショではありません。

show vlan 特権 EXEC コマンドを入力すれば、VLAN データベース変更が行われたのか、それとも
打ち切られたのかを確認することができます。出力は、show VLAN データベース コンフィギュレー
ションコマンドの出力とは異なります。

例

次の例では、特権 EXEC コマンド モードから VLAN コンフィギュレーションモードを開始して、
VLAN データベース情報を表示する方法を示します。
Switch# vlan database
Switch(vlan)# show
VLAN ISL Id: 1
Name: default
Media Type: Ethernet
VLAN 802.10 Id: 100001
State: Operational
MTU: 1500
Translational Bridged VLAN: 1002
Translational Bridged VLAN: 1003
VLAN ISL Id: 2
Name: VLAN0002
Media Type: Ethernet
VLAN 802.10 Id: 100002
State: Operational
MTU: 1500
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VLAN ISL Id: 1002
Name: fddi-default
Media Type: FDDI
VLAN 802.10 Id: 101002
State: Operational
MTU: 1500
Bridge Type: SRB
Ring Number: 0
Translational Bridged VLAN: 1
Translational Bridged VLAN: 1003
（テキスト出力は省略）

次の例では、show changes コマンドの出力を示します。
Switch(vlan)# show changes
DELETED:
VLAN ISL Id: 4
Name: VLAN0004
Media Type: Ethernet
VLAN 802.10 Id: 100004
State: Operational
MTU: 1500
MODIFIED:
VLAN ISL Id: 7
Current State: Operational
Modified State: Suspended

次の例では、現在のデータベースと設定しようとしているデータベースの VLAN 7 との相違を表示
する方法を示します。
Switch(vlan)# show changes 7
MODIFIED:
VLAN ISL Id: 7
Current State: Operational
Modified State: Suspended

次の例では、show current 20 コマンドの出力を示します。現在のデータベースの VLAN 20 だけが
表示されます。
Switch(vlan)# show current 20
VLAN ISL Id: 20
Name: VLAN0020
Media Type: Ethernet
VLAN 802.10 Id: 100020
State: Operational
MTU: 1500

関連コマンド

コマンド
show vlan

説明

rep stcn

指定された VLAN でローカル トラフィックをシャットダウ
ン（停止）します。

vlan（グローバル コンフィギュ
レーション）

標準範囲および拡張範囲 VLAN を設定するための config-vlan
モードを開始します。

管理ドメイン内のすべての設定された VLAN のパラメータ
を表示します。
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vlan filter
vlan filter グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用し、VLAN マップを 1 つまたは複数
の VLAN（仮想 LAN）に適用します。マップを削除する場合は、このコマンドの no 形式を使用し
ます。
vlan filter mapname vlan-list {list | all}
no vlan filter mapname vlan-list {list | all}

シンタックスの説明

mapname

VLAN マップのエントリ名

list

1 つまたは複数の VLAN のリスト（tt、uu-vv、xx、yy-zz 形式）。カンマおよ
びダッシュの前後のスペースは任意に挿入できます。指定できる範囲は 1 ～
4094 です。

all

すべての VLAN からフィルタを削除します。

デフォルト

VLAN フィルタはありません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

誤って多くのパケットをドロップし、設定の途中で接続をディセーブルにしてしまうことを回避す
るため、VLAN に VLAN アクセス マップを適用する前に、マップの定義を完成させておくことを
推奨します。
VLAN マップ エントリに関する詳細情報は、このリリースに対応するソフトウェア コンフィギュ
レーション ガイドを参照してください。

次の例では、VLAN 20 および VLAN 30 に対して VLAN マップ エントリの map1 を適用する方法を
示します。

例

Switch(config)# vlan filter map1 vlan-list 20, 30

次の例では、VLAN マップ エントリ mac1 を VLAN 20 から削除する方法を示します。
Switch(config)# no vlan filter map1 vlan-list 20

設定を確認するには、show vlan filter 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
show vlan access-map

説明

show vlan filter

すべての VLAN フィルタリングの情報、特定の VLAN または VLAN
アクセス マップの情報を表示します。

vlan access-map

VLAN パケット フィルタリング用の VLAN マップのエントリを作成
します。

特定の VLAN アクセス マップまたはすべての VLAN アクセス マッ
プの情報を表示します。
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vmps reconfirm（特権 EXEC）
ただちに VLAN（仮想 LAN）Query Protocol（VQP）クエリーを送信して、VLAN Membership Policy
Server（VMPS; VLAN メンバシップ ポリシー サーバ）でのすべてのダイナミック VLAN 割り当て
を再確認するには、vmps reconfirm 特権 EXEC コマンドを使用します。
vmps reconfirm

シンタックスの説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

デフォルトは定義されていません。

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

例

変更内容
このコマンドが導入されました。

次の例では、VQP クエリーを VMPS へただちに送信する方法を示します。
Switch# vmps reconfirm

設定を確認するには、show vmps 特権 EXEC コマンドを入力して、Reconfirmation Status セクション
の VMPS Action 行を調べます。show vmps コマンドは、再確認タイマー切れの結果または vmps
reconfirm コマンドの入力のいずれかにより最後に割り当てが再確認された結果を表示します。

関連コマンド

コマンド
show vmps

説明

vmps reconfirm（グローバル コンフィギュ
レーション）

VQP クライアントの再確認間隔を変更します。

VQP および VMPS 情報を表示します。
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vmps reconfirm（グローバル コンフィギュレーション）
VLAN（仮想 LAN）Query Protocol（VQP）クライアントの再確認間隔を変更するには、vmps reconfirm
グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコ
マンドの no 形式を使用します。
vmps reconfirm interval
no vmps reconfirm

シンタックスの説明

interval

デフォルト

デフォルトの再確認間隔は 60 分です。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

ダイナミック VLAN 割り当てを再確認するための VLAN Membership Policy
Server（VMPS; VLAN メンバシップ ポリシー サーバ）への VQP クライアン
ト クエリーの再確認間隔。指定できる範囲は 1 ～ 120 分です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

次の例では、VQP クライアントが 20 分ごとにダイナミック VLAN エントリを再確認するように設
定する方法を示します。

例

Switch(config)# vmps reconfirm 20

設定を確認するには、show vmps 特権 EXEC コマンドを入力して、Reconfirm Interval 行を調べます。

関連コマンド

コマンド
show vmps

説明

vmps reconfirm（特権 EXEC）

VQP クエリーを送信して、VMPS でのすべてのダイナ
ミック VLAN 割り当てを再確認します。

VQP および VMPS 情報を表示します。
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vmps retry
VLAN（仮想 LAN）Query Protocol（VQP）クライアントに対するサーバごとの再試行回数を設定す
るには、vmps retry グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。デフォルト設定
に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
vmps retry count
no vmps retry

シンタックスの説明

count

デフォルト

デフォルトの再試行回数は 3 です。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

例

リストの次のサーバに照会する前にクライアントが VLAN Membership Policy
Server（VMPS; VLAN メンバシップ ポリシー サーバ）と接触しようとする回
数。指定できる範囲は 1 ～ 10 です。

変更内容
このコマンドが導入されました。

次の例では、再試行回数を 7 に設定する方法を示します。
Switch(config)# vmps retry 7

設定を確認するには、show vmps 特権 EXEC コマンドを入力して、Server Retry Count 行を調べます。

関連コマンド

コマンド
show vmps

説明
VQP および VMPS 情報を表示します。
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vmps server
プライマリ VLAN（仮想 LAN）Membership Policy Server（VMPS; VLAN メンバシップ ポリシー サー
バ）および最大 3 つまでのセカンダリ サーバを設定するには、vmps server グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。VMPS サーバを削除する場合は、このコマンドの no 形式
を使用します。
vmps server ipaddress [primary]
no vmps server [ipaddress]

シンタックスの説明

ipaddress

プライマリまたはセカンダリ VMPS サーバの IP アドレスまたはホスト名。ホ
スト名を指定する場合には、Domain Name System（DNS; ドメイン ネーム シ
ステム）サーバが設定されている必要があります。

primary

（任意）プライマリとセカンダリのどちらの VMPS サーバを設定するのかを決
定します。

デフォルト

プライマリまたはセカンダリ VMPS サーバは定義されません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

primary が入力されているかどうかに関わらず、最初に入力されたサーバは自動的にプライマリ
サーバとして選択されます、最初のサーバ アドレスは、次のコマンドで primary を使用することに
より無効にすることができます。
クラスタ コンフィギュレーションのメンバー スイッチに IP アドレスがない場合、クラスタはその
メンバー スイッチに設定された VMPS サーバを使用しません。その代わり、クラスタはコマンド
スイッチの VMPS サーバを使用し、コマンド スイッチは VMPS 要求のプロキシとなります。VMPS
サーバは、クラスタを単一スイッチとして扱い、コマンド スイッチの IP アドレスを使用して要求
に応答します。
ipaddress を指定せずに no 形式を使用すると、すべての設定されたサーバが削除されます。ダイナ
ミック アクセス ポートが存在するときにすべてのサーバを削除すると、スイッチは、VMPS に照
会することができないため、これらのポートの新しい送信元からのパケットを転送することができ
ません。

例

次の例では、IP アドレス 191.10.49.20 をプライマリ VMPS サーバとして設定する方法を示します。
IP アドレス 191.10.49.21 および 191.10.49.22 のサーバは、セカンダリ サーバとして設定されます。
Switch(config)# vmps server 191.10.49.20 primary
Switch(config)# vmps server 191.10.49.21
Switch(config)# vmps server 191.10.49.22

次の例では、IP アドレス 191.10.49.21 のサーバを削除する方法を示します。
Switch(config)# no vmps server 191.10.49.21

設定を確認するには、
show vmps 特権 EXEC コマンドを入力して、
VMPS Domain Server 行を調べます。
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関連コマンド

コマンド
show vmps

説明
VQP および VMPS 情報を表示します。

vtp（グローバル コンフィギュレーション）
VLAN Trunking Protocol（VTP; VLAN トランキング プロトコル）コンフィギュレーション特性を設
定または変更するには、vtp グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。設定を削
除したり、デフォルト設定に戻したりする場合は、このコマンドの no 形式を使用します。
vtp {domain domain-name | file filename | interface name [only] | mode {client | server | transparent}
| password password | pruning | version number}
no vtp {file | interface | mode | password | pruning | version}

シンタックスの説明

domain domain-name

VTP ドメイン名をスイッチの VTP 管理ドメインを識別する 1 ～ 32 文字の
ASCII 文字列で指定します。ドメイン名では大文字と小文字が区別されま
す。

file filename

VTP VLAN（仮想 LAN）設定が保存されている Cisco IOS ファイル システ
ム ファイルを指定します。

interface name

このデバイスで更新された VTP ID を提供するインターフェイスの名前を
指定します。

only

（任意）VTP IP アップデータとしてこのインターフェイスの IP アドレスの
み使用します。

mode

VTP デバイス モードを client、server、または transparent と指定します。

client

スイッチを VTP クライアント モードにします。VTP クライアント モード
のスイッチは、VTP がイネーブルになっており、アドバタイズを送信する
ことができますが、VLAN 設定を保存する十分な不揮発性メモリを持ちま
せん。スイッチで VLAN を設定することはできません。VTP クライアン
トが起動すると、VTP クライアントはその VLAN データベースを初期化
するアドバタイズを受信するまで、VTP アドバタイズを送信しません。

server

スイッチを VTP サーバ モードにします。VTP サーバ モードのスイッチ
は、VTP がイネーブルになっており、アドバタイズを送信します。スイッ
チでは VLAN を設定することができます。スイッチは、再起動後不揮発
性メモリから現在の VTP データベースのすべての VLAN 情報を回復する
ことができます。

transparent

スイッチを VTP 透過モードにします。VTP 透過モードのスイッチは VTP
がディセーブルになっており、アドバタイズを送信したり、他のデバイス
が送信したアドバタイズから学習したりしません。また、ネットワーク内
の他のデバイスの VLAN 設定に影響を与えることはできません。スイッ
チは VTP アドバタイズを受信し、アドバタイズを受信したトランク ポー
トを除くすべてのトランク ポートにこれを転送します。
VTP モードがトランスペアレントである場合、モードおよびドメイン名は
スイッチの実行コンフィギュレーション ファイルに保存されます。この情
報をスイッチのスタートアップ コンフィギュレーション ファイルに保存
するには、copy running-config startup-config 特権 EXEC コマンドを入力
します。
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password password

VTP アドバタイズで送信され、受信 VTP アドバタイズを確認するための
MD5 ダイジェスト計算で使用される 16 バイトの秘密値を生成するための
管理ドメイン パスワードを設定します。パスワードは、1 ～ 32 文字の
ASCII 文字列です。パスワードでは大文字と小文字が区別されます。

pruning

スイッチ上で VTP プルーニングをイネーブルに設定します。

version number

VTP バージョンをバージョン 1 またはバージョン 2 に設定します。

デフォルトのファイル名は flash:vlan.dat です。

デフォルト

デフォルト モードはサーバ モードです。
ドメイン名またはパスワードは定義されません。
パスワードは設定されません。
プルーニングはディセーブルです。
デフォルトのバージョンはバージョン 1 です。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

VTP モード、VTP ドメイン名、および VLAN 設定をスイッチのスタートアップ コンフィギュレー
ション ファイルに保存して、スイッチを再起動すると、VTP および VLAN 設定は次の条件によっ
て決定されます。
•

VLAN データベースとコンフィギュレーション ファイルの両方の VTP モードがトランスペア
レントであり、VTP ドメイン名が一致する場合、VLAN データベースは無視されます。スター
トアップ コンフィギュレーション ファイル内の VTP および VLAN 設定が使用されます。
VLAN データベース内の VLAN データベース リビジョン番号は変更されません。

•

スタートアップ VTP モードがサーバ モードの場合、またはスタートアップ VTP モードまたは
ドメイン名が VLAN データベースと一致しない場合、最初の 1005 個の VLAN の VTP および
VLAN 設定は、VLAN データベース情報によって決定され、1005 を超える VLAN は、スイッ
チ コンフィギュレーション ファイルから設定されます。

新規データベースをロードするのに vtp file filename を使用することはできません。これは、既存の
データベースが保存されているファイルの名前を変更するだけです。
VTP ドメイン名を設定するときには、次の注意事項に従ってください。
•

ドメイン名を設定するまで、スイッチは非管理ドメイン ステートに置かれます。非管理ドメイ
ン ステートに置かれている間は、ローカル VLAN 設定に変更が生じてもスイッチは VTP アド
バタイズを送信しません。スイッチは、トランキングを行っているポートで最初の VTP サマ
リー パケットを受信したあと、または vtp domain コマンドでドメイン名を設定したあとで、非
管理ドメイン ステートから抜け出します。スイッチは、サマリー パケットからドメインを受
信した場合、そのコンフィギュレーション リビジョン番号を 0 にリセットします。スイッチが
非管理ドメイン ステートから抜け出したあと、NVRAM（不揮発性 RAM）をクリアしてソフ
トウェアをリロードするまで、スイッチがこのステートに再び入るよう設定することはできま
せん。

•

ドメイン名では、大文字と小文字が区別されます。

•

設定したドメイン名は、削除できません。別のドメインに再度割り当てるしかありません。
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VTP モードを設定するときには、次の注意事項に従ってください。
•

no vtp mode コマンドを使用すると、スイッチを VTP サーバ モードに戻すことができます。

•

vtp mode server コマンドは、スイッチがクライアント モードまたは透過モードでない場合にエ
ラーを戻さないことを除けば、no vtp mode と同じです。

•

受信スイッチがクライアント モードである場合、クライアント スイッチはその設定を変更し
て、サーバのコンフィギュレーションをコピーします。クライアント モードのスイッチがある
場合には、必ずサーバ モードのスイッチですべての VTP または VLAN 設定変更を行ってくだ
さい。受信スイッチがサーバ モードまたは透過モードである場合、スイッチの設定は変更され
ません。

•

透過モードのスイッチは、VTP に参加しません。透過モードのスイッチで VTP または VLAN
設定の変更を行った場合、変更はネットワーク内の他のスイッチには伝播されません。

•

サーバ モードにあるスイッチで VTP または VLAN 設定を変更した場合、その変更は同じ VTP
ドメインのすべてのスイッチに伝播されます。

•

vtp mode transparent コマンドは、ドメインの VTP をディセーブルにしますが、スイッチから
ドメインを削除しません。

•

拡張範囲 VLAN を追加したり、VTP および VLAN 情報を実行コンフィギュレーション ファイ
ルに保存したりする場合には、VTP モードはトランスペアレントに設定してください。

•

拡張範囲 VLAN がスイッチで設定され、VTP モードをサーバまたはクライアントに設定しよう
とした場合、エラー メッセージが表示され、そのコンフィギュレーションは許可されません。

•

ダイナミック VLAN 作成がディセーブルの場合、VTP に設定できるモードは、サーバ モード
またはクライアント モードのいずれかにかぎります。

VTP パスワードを設定するときには、次の注意事項に従ってください。
•

パスワードでは、大文字と小文字が区別されます。パスワードは、同じドメイン内のすべての
スイッチで一致している必要があります。

•

スイッチをパスワードが設定されていない状態に戻す場合は、このコマンドの no vtp password
形式を使用します。

VTP プルーニングを設定するときには、次の注意事項に従ってください。
•

VTP プルーニングは、プルーニング適格 VLAN に所属するステーションがない場合、その
VLAN の情報を VTP 更新から削除します。

•

VTP サーバでプルーニングをイネーブルにすると、プルーニングは VLAN ID 1 ～ 1005 の管理
ドメイン全体でイネーブルになります。

•

プルーニング適格リストに指定された VLAN だけが、プルーニングの対象になります。

•

プルーニングは、VTP バージョン 1 およびバージョン 2 でサポートされています。

VTP バージョンを設定するときには、次の注意事項に従ってください。
•

バージョン 2（v2）モード ステートを切り替えると、ある一定のデフォルト VLAN のパラメー
タが変更されます。

•

各 VTP スイッチは他のすべての VTP デバイスの機能を自動的に検出します。バージョン 2 を
使用するには、ネットワーク内のすべての VTP スイッチでバージョン 2 がサポートされている
必要があります。そうでない場合、VTP バージョン 1 モードで稼働するよう設定する必要があ
ります。

•

ドメイン内のすべてのスイッチが VTP バージョン 2 対応である場合、1 つのスイッチでバー
ジョン 2 を設定すれば、バージョン番号は、VTP ドメイン内の他のバージョン 2 対応スイッチ
に伝播されます。

•

トークンリング環境で VTP を使用している場合、VTP バージョン 2 もイネーブルである必要
があります。

•

Token Ring Bridge Relay Function（TrBRF; トークンリング ブリッジ リレー機能）または Token
Ring Concentrator Relay Function（TrCRF; トークンリング コンセントレータ リレー機能）VLAN
メディア タイプを設定している場合には、バージョン 2 を使用してください。
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•

トークンリングまたはトークンリング NET VLAN メディア タイプを設定している場合には、
バージョン 1 を使用してください。

スイッチ コンフィギュレーション ファイルにパスワード、プルーニング、およびバージョン コン
フィギュレーションを保存することはできません。

次の例では、VTP コンフィギュレーション メモリのファイル名を vtpfilename に変更する方法を示
します。

例

Switch(config)# vtp file vtpfilename

次の例では、デバイス ストレージのファイル名をクリアする方法を示します。
Switch(config)# no vtp file vtpconfig
Clearing device storage filename.

次の例では、このデバイスの VTP アップデータ ID を提供するインターフェイスの名前を指定する
方法を示します。
Switch(config)# vtp interface gigabitethernet

次の例では、スイッチの管理ドメインを設定する方法を示します。
Switch(config)# vtp domain OurDomainName

次の例では、スイッチを VTP 透過モードにする方法を示します。
Switch(config)# vtp mode transparent

次の例では、VTP ドメイン パスワードを設定する方法を示します。
Switch(config)# vtp password ThisIsOurDomain’sPassword

次の例では、VLAN データベースでのプルーニングをイネーブルにする方法を示します。
Switch(config)# vtp pruning
Pruning switched ON

次の例では、VLAN データベースのバージョン 2 モードをイネーブルにする方法を示します。
Switch(config)# vtp version 2

設定を確認するには、show vtp status 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
show vtp status

説明

vtp（VLAN コンフィギュレーション）

VTP のドメイン名、パスワード、プルーニング、バー
ジョンおよびモードを設定します。

スイッチの VTP 統計情報および VTP 管理ドメイン ス
テータスの一般情報を表示します。
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vtp（VLAN コンフィギュレーション）
VLAN Trunking Protocol（VTP; VLAN トランキング プロトコル）特性を設定するには、vtp VLAN
コンフィギュレーションコマンドを使用します。VLAN（仮想 LAN）コンフィギュレーションモー
ドを開始する場合は、vlan database 特権 EXEC コマンドを入力します。デフォルト設定に戻した
り、特性をディセーブルにしたり、パスワードを削除したりする場合は、このコマンドの no 形式
を使用します。
vtp {domain domain-name | password password | pruning | v2-mode | {server | client | transparent}}
no vtp {client | password | pruning | transparent | v2-mode}

（注）

シンタックスの説明

デフォルト

VTP コンフィギュレーションモードの VTP 設定は、適用されたときに VLAN データベースに保存
されます。

domain domain-name

スイッチの VTP 管理ドメインを識別する VTP ドメイン名を、1 ～ 32 文字
の ASCII 文字列を入力して設定します。ドメイン名では大文字と小文字が
区別されます。

password password

VTP アドバタイズで送信され、受信 VTP アドバタイズを確認するための
MD5 ダイジェスト計算で使用される 16 バイトの秘密値を生成するための
管理ドメイン パスワードを設定します。パスワードは、1 ～ 32 文字の
ASCII 文字列です。パスワードでは大文字と小文字が区別されます。

pruning

VTP 管理ドメインでプルーニングをイネーブルにします。VTP プルーニ
ングは、プルーニング適格 VLAN に所属するステーションがない場合、そ
の VLAN の情報を VTP 更新から削除します。

v2-mode

管理ドメインで VTP バージョン 2 をイネーブルにします。

client

スイッチを VTP クライアント モードにします。VTP クライアント モード
のスイッチは、VTP がイネーブルになっており、アドバタイズを送信する
ことができますが、VLAN 設定を保存する十分な不揮発性メモリを持ちま
せん。スイッチで VLAN を設定することはできません。VTP クライアン
トが起動すると、VTP クライアントはその VLAN データベースを初期化
するアドバタイズを受信するまで、VTP アドバタイズを送信しません。

server

スイッチを VTP サーバ モードにします。VTP サーバ モードのスイッチ
は、VTP がイネーブルになっており、アドバタイズを送信します。スイッ
チで VLAN を設定することができます。スイッチは、再起動後不揮発性
メモリから現在の VTP データベースのすべての VLAN 情報を回復するこ
とができます。

transparent

スイッチを VTP 透過モードにします。VTP 透過モードのスイッチは VTP
がディセーブルになっており、アドバタイズを送信したり、他のデバイス
が送信したアドバタイズから学習したりしません。また、ネットワーク内
の他のデバイスの VLAN 設定に影響を与えることはできません。スイッ
チは VTP アドバタイズを受信し、アドバタイズを受信したトランク ポー
トを除くすべてのトランク ポートにこれを転送します。

デフォルト モードはサーバ モードです。
ドメイン名は定義されません。
パスワードは設定されません。
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プルーニングはディセーブルです。
VTP バージョン 2（v2 モード）はディセーブルです。

コマンド モード

VLAN コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース
12.1(14)AX

使用上のガイドライン

変更内容
このコマンドが導入されました。

VTP モードがトランスペアレントである場合、モードおよびドメイン名はスイッチの実行コンフィ
ギュレーション ファイルに保存されます。この情報をスイッチのスタートアップ コンフィギュ
レーション ファイルに保存するには、copy running-config startup-config 特権 EXEC コマンドを入
力します。
VTP モードを設定するときには、次の注意事項に従ってください。
•

スイッチを VTP サーバ モードに戻すには、
このコマンドの no vtp client および no vtp transparent
形式を使用します。

•

vtp server コマンドは、スイッチがクライアント モードまたは透過モードでない場合にエラー
を戻さないことを除けば、no vtp client または no vtp transparent と同じです。

•

受信スイッチがクライアント モードである場合、クライアント スイッチはその設定を変更し
て、サーバのコンフィギュレーションをコピーします。クライアント モードのスイッチがある
場合には、必ずサーバ モードのスイッチですべての VTP または VLAN 設定変更を行ってくだ
さい。受信スイッチがサーバ モードまたは透過モードである場合、スイッチの設定は変更され
ません。

•

透過モードのスイッチは、VTP に参加しません。透過モードのスイッチで VTP または VLAN
設定の変更を行った場合、変更はネットワーク内の他のスイッチには伝播されません。

•

サーバ モードにあるスイッチで VTP または VLAN 設定を変更した場合、その変更は同じ VTP
ドメインのすべてのスイッチに伝播されます。

•

vtp transparent コマンドは、ドメインの VTP をディセーブルにしますが、スイッチからドメイ
ンを削除しません。

•

拡張範囲 VLAN を追加したり、VTP および VLAN 設定を実行コンフィギュレーション ファイ
ルに保存したりする場合には、VTP モードはトランスペアレントに設定してください。

•

拡張範囲 VLAN がスイッチで設定され、VTP モードをサーバまたはクライアントに設定しよう
とした場合、エラー メッセージが表示され、その設定は許可されません。

•

ダイナミック VLAN 作成がディセーブルの場合、VTP に設定できるモードは、サーバ モード
またはクライアント モードのいずれかにかぎります。

VTP ドメイン名を設定するときには、次の注意事項に従ってください。
•

ドメイン名を設定するまで、スイッチは非管理ドメイン ステートに置かれます。非管理ドメイ
ン ステートに置かれている間は、ローカル VLAN 設定に変更が生じてもスイッチは VTP アド
バタイズを送信しません。スイッチは、トランキングを行っているポートで最初の VTP サマ
リー パケットを受信したあと、または vtp domain コマンドでドメイン名を設定したあとで、非
管理ドメイン ステートから抜け出します。スイッチは、サマリー パケットからドメインを受
信した場合、そのコンフィギュレーション リビジョン番号を 0 にリセットします。スイッチが
非管理ドメイン ステートから抜け出したあと、NVRAM（不揮発性 RAM）をクリアしてソフ
トウェアをリロードするまで、スイッチがこのステートに再び入るよう設定することはできま
せん。

•

ドメイン名では、大文字と小文字が区別されます。

•

設定したドメイン名は、削除できません。別のドメインに再度割り当てるしかありません。

VTP パスワードを設定するときには、次の注意事項に従ってください。
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•

パスワードでは、大文字と小文字が区別されます。パスワードは、同じドメイン内のすべての
スイッチで一致している必要があります。

•

スイッチを非パスワード ステートに戻す場合は、このコマンドの no vtp password 形式を使用
します。

VTP プルーニングを設定するときには、次の注意事項に従ってください。
•

VTP サーバでプルーニングをイネーブルにすると、プルーニングは管理ドメイン全体でイネー
ブルになります。

•

プルーニング適格リストに指定された VLAN だけが、プルーニングの対象になります。

•

プルーニングは、VTP バージョン 1 およびバージョン 2 でサポートされています。

VTP バージョン 2（v2 モード）をイネーブルにする場合には、次の注意事項に従ってください。
•

バージョン 2（v2 モード）ステートを切り替えると、ある一定のデフォルト VLAN のパラメー
タが変更されます。

•

各 VTP スイッチは他のすべての VTP デバイスの機能を自動的に検出します。バージョン 2 を
使用するには、ネットワーク内のすべての VTP スイッチでバージョン 2 がサポートされている
必要があります。そうでない場合、VTP バージョン 1 モードで稼働するよう設定する必要があ
ります（no vtp v2-mode）
。

•

ドメイン内のすべてのスイッチが VTP バージョン 2 対応である場合、1 つのスイッチでバー
ジョン 2 を設定すれば、バージョン番号は、VTP ドメイン内の他のバージョン 2 対応スイッチ
に伝播されます。

•

トークンリング環境で VTP を使用している場合、または Token Ring Bridge Relay Function
（TrBRF; トークンリング ブリッジ リレー機能）または Token Ring Concentrator Relay Function
（TrCRF; トークンリング コンセントレータ リレー機能）VLAN メディア タイプを設定してい
る場合には、バージョン 2（v2-mode）をイネーブルにしてください。

•

例

トークンリングまたはトークンリング NET VLAN メディア タイプを設定している場合には、
バージョン 1 を使用してください。

次の例では、スイッチを VTP 透過モードにする方法を示します。
Switch(vlan)# vtp transparent
Setting device to VTP TRANSPARENT mode.

次の例では、スイッチの管理ドメインを設定する方法を示します。
Switch(vlan)# vtp domain OurDomainName
Changing VTP domain name from cisco to OurDomainName

次の例では、VTP ドメイン パスワードを設定する方法を示します。
Switch(vlan)# vtp password private
Setting device VLAN database password to private.

次の例では、設定しようとしている新規 VLAN データベースでのプルーニングをイネーブルにする
方法を示します。
Switch(vlan)# vtp pruning
Pruning switched ON

次の例では、設定しようとしている新規 VLAN データベースで v2 モードをイネーブルにする方法
を示します。
Switch(vlan)# vtp v2-mode
V2 mode enabled.

設定を確認するには、show vtp status 特権 EXEC コマンドを入力します。
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xconnect

関連コマンド

コマンド
show vtp status

説明
スイッチの VTP 統計情報および VTP 管理ドメイン ステー
タスの一般情報を表示します。

switchport trunk pruning

トランキング モードのポートの VLAN プルーニング適格リ
ストを設定します。

vtp（グローバル コンフィギュレー
ション）

VTP ファイル名、インターフェイス、ドメイン名、および
モードを設定します。

xconnect
Ethernet over Multiprotocol Label Switching（EoMPLS）を使用して指定のポイントツーポイントの
Virtual Connection（VC; バーチャル コネクション）上でレイヤ 2 パケットをルーティングするには、
Customer Edge（CE; カスタマー エッジ）またはサービス Provider Edge Customer Located Equipment
（PE-CLE）の入出力イーサネット ポートか、または宛先と VC Identifier（VC ID）を持つ VLAN イ
ンターフェイスで、xconnect インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。
VC を削除する場合は、両方のエッジ デバイスで、このコマンドの no 形式を使用します。
xconnect {destination vc-id encapuluation mpls}
no xconnect

（注）

シンタックスの説明

（注）

このコマンドは、mpls l2transport route インターフェイス コンフィギュレーション コマンドの代
用となるものです。

destination

リモート Provider Edge（PE; プロバイダー エッジ）デバイスの宛先ラベル
配布プロトコル（Label Distribution Protocol; LDP）IP アドレス。コマンド
を入力したルータの IP アドレスを使用することはできません。

vc-id

2 つのピア PE デバイス間の仮想接続のための VC ID を割り当てます。指
定できる範囲は 1 ～ 4294967295 です。

encapuluation mpls

Multiprotocol Label Switching（MPLS; マルチプロトコル ラベル スイッチン
グ）データ カプセル化方式を指定します。

pw-class キーワードは、コマンドラインのヘルプ ストリングには表示されていますが、サポートさ
れていません。

デフォルト

ポイントツーポイントの接続は設定されていません。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション
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コマンド履歴

使用上のガイドライン

リリース
12.1(14)AX

変更内容

12.2(25)EY

encapuluation mpls name キーワードが追加されました。

このコマンドが導入されました。

MPLS VC を MPLS クラウド上で動作させ、サービス プロバイダー ネットワークの各エッジにある
2 つの PE-CLE デバイスのイーサネット インターフェイスを接続します。コマンドは、双方向 VC
（2 つの単方向 Label Switched Path [LSP; ラベル スイッチド パス ] で構成される）を確立するため、
サービス プロバイダー ネットワークの各エッジにある PE デバイスで入力する必要があります。各
エッジで正しく定義しないと、VC は確立されません。
destination パラメータには、他方の PE-CLE デバイスの LDP IP アドレスを指定します。コマンドを
入力している側のデバイスの IP アドレスを指定しないでください。
vc-id は、PE デバイスのペアごとに一意のものでなければなりません。そのため、大規模なネット
ワークでは、VC ID が重複しないように、VC ID 割り当てを管理する必要があります。

例

次の例では、PE1 VLAN 3 インターフェイスと PE2 VLAN 4 インターフェイス間の EoMPLS トンネ
ルを確立する方法を示します。PE1 の IP アドレスは 10.0.0.1/32 で、PE2 はルーティングによりこれ
を検出します。PE2 の IP アドレスは 20.0.0.1/32 で、PE1 はルーティングによりこれを検出します。
PE1 インターフェイス側：
Switch(config)# interface vlan 3
Switch(config-if)# xconnect 20.0.0.1 123 encapsulation mpls

PE2 インターフェイス側：
Switch(config)# interface vlan 4
Switch(config-if)# xconnect 10.0.0.1 123 encapsulation mpls

設定を確認するには、show mplsl2 transport vc 特権 EXEC コマンドを入力します。

関連コマンド

コマンド
show mpls l2transport vc

説明
デバイス上でレイヤ 2 パケットをルーティングするためにイネー
ブルにされている EoMPLS VC の情報を表示します。
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