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Resilient Ethernet Protocol
Resilient Ethernet Protocol（REP）はシスコ独自のプロトコルで、Spanning Tree Protocol（STP; スパ
ニング ツリー プロトコル）の代替となります。REP はネットワーク ループの制御、リンク障害の処
理、コンバージェンス時間の改善を実現します。REP は、セグメントに接続されているポートのグ
ループを制御することで、セグメントがブリッジング ループを作成するのを防ぎ、セグメント内のリ
ンク障害に応答します。REP は、より複雑なネットワークを構築するための基盤を提供し、VLAN
ロード バランシングをサポートします。
ルータが REP をサポートするのは、ルータがメトロ IP アクセスまたはメトロ アクセス イメージを実
行している場合のみです。

機能情報の検索
ご使用のソフトウェア リリースが、このモジュールで説明している機能の一部をサポートしていない
場合があります。最新の機能情報および警告については、ご使用のプラットフォームおよびソフトウェ
ア リリースのリリースノートを参照してください。このモジュールに記載されている機能に関する情報
を検索したり、各機能がサポートされているリリースに関するリストを参照したりするには、
「Resilient
Ethernet Protocol の機能情報」（P.23）を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびソフトウェア イメージのサポートに関する情報を検索するには、

Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn か
らアクセスしてください。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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REP セグメント
1 REP セグメントは、相互接続しているポートのチェーンで、セグメント ID が設定されています。各
セグメントは、標準（非エッジ）セグメント ポートと、2 つのユーザ設定エッジ ポートで構成されて
います。1 ルータは同じセグメントに属するポートを複数持たず、各セグメント ポートにある外部ネイ
バーは 1 つだけです。セグメントは共有メディアを通過できますが、どのリンクであっても同じセグメ
ントに属することができるのは 2 ポートだけです。REP は、レイヤ 2 のトランク インターフェイス上
でのみサポートされます。
図 1 に、4 つのスイッチにまたがる 6 つのポートで構成されているセグメントの例を示します。ポート
E1 および E2 がエッジ ポートとして設定されています。（左側のセグメントのように）すべてのポート
が動作可能の場合、斜線で表しているように単一ポートがブロックされます。ネットワークに障害が発
生した場合、ブロックされたポートがフォワーディング ステートに戻り、ネットワークの中断を最小
限に抑えます。
図 1
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図 1 に示されたセグメントは、オープン セグメントで、2 つのエッジ ポート間は接続されていません。
REP セグメントは、ブリッジング ループとなる可能性がなく、セグメント エッジが安全に任意のネッ
トワークに接続されます。セグメント内のルータに接続されているすべてのホストには、エッジ ポー
トを通じて残りのネットワークに接続する方法が 2 つありますが、いつでもアクセス可能なのは 1 つだ
けです。いずれかのセグメントまたは REP セグメントのいずれかのポートに障害が発生した場合、
REP はすべてのポートのブロックを解除し、他のゲートウェイ経由で接続できるようにします。
図 2 で示しているセグメントは、両方のエッジが同じルータ内にあるリング セグメントです。この設
定では、セグメントを通じてエッジ ポートと接続します。この設定を使用すると、セグメント内の任
意の 2 ルータ間で冗長接続を形成することができます。
図 2
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REP セグメントには次のような特徴があります。
• セグメント内の全ポートが動作可能な場合、1 ポート（代替ポートと呼ばれる）が各 VLAN でブ
ロック ステートとなります。VLAN ロード バランシングが設定された場合、セグメント内の 2
ポートが VLAN のブロック ステートを制御します。
• セグメント内の 1 つまたは複数のポートが動作不能になると、リンク障害が発生して、すべての
ポートがすべての VLAN トラフィックを転送して、接続性を確保します。
• リンク障害の場合、できるだけ早期に代替ポートのブロックが解除されます。障害リンクが復旧す
ると、ネットワークの中断を最小限に抑えながら VLAN ごとにブロックされたポートが論理的に
選択されます。

REP セグメントに基づいて、ほとんどのネットワーク タイプを構成することができます。また REP
は、プライマリ エッジ ポートで制御されていてもセグメント内のポートで発生する、VLAN ロード バ
ランシングをサポートしています。

REP には、次の制約事項があります。
• 各セグメント ポートを設定する必要があります。設定を間違えると、ネットワーク内でフォワー
ディング ループが発生します。

• REP はセグメント内の単一障害ポートだけを管理できます。REP セグメント内の複数ポート障害
の場合、ネットワークの接続が中断します。

• REP を設定する必要があるのは、ネットワークに冗長性がみられる場合だけです。冗長性がない
場合にネットワークで REP を設定すると、中断の原因になります。
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リンク完全性
REP は、リンク完全性を確認するためにエッジ ポート間でエンドツーエンド ポーリング メカニズムを
使用していません。ローカル リンク障害検出を実装しています。インターフェイスがイネーブルの場
合、REP Link Status Layer（LSL; リンク ステータス レイヤ）が REP 認識ネイバーを検出して、セグ
メント内の接続性を確立します。すべての VLAN は、ネイバーが検出されるまでインターフェイス上
でブロックされます。ネイバーが特定されたあと、REP が代替ポートとなるネイバー ポートと、トラ
フィックを転送するポートを決定します。
セグメントの各ポートに一意のポート 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るものと類似しており、ポート番号（ブリッジ上で一意）と、関連 MAC アド
レス（ネットワーク内で一意）から構成されます。セグメント ポートが起動すると、ポートの LSL が
セグメント ID およびポート ID を含むパケットの送信を開始します。ポートは、同じセグメント内の
ネイバーとのスリーウェイ ハンドシェイクを実行したあとで、動作可能と宣言されます。セグメント
ポートは、次のような状態では動作可能になりません。

• ネイバーに同じセグメント ID がない
• 複数のネイバーに同じセグメント ID がある
• ネイバーがピアとして、ローカル ポートに確認応答しない
各ポートは、直近のネイバーと隣接関係を確立します。ネイバーとの隣接関係が確立されると、ポート
がセグメントの 1 つのブロックされたポート（代替ポート）を決定するようにネゴシエートします。そ
の他のポートのブロックはすべて解除されます。デフォルトでは、REP パケットは PortFast Bridge
Protocol Data Unit（BPDU）クラスの MAC アドレスに送信されます。パケットは、シスコ マルチ
キャスト アドレスにも送信できますが、現時点でセグメントに障害が発生した場合に Blocked Port
Advertisement（BPA）メッセージの送信だけに使用されます。パケットは、REP が動作していないデ
バイスによってドロップされます。

ファスト コンバージェンス
REP が物理リンク ベースで動作し、VLAN 単位ベースで動作しないため、全 VLAN で必要なのは 1
つの hello メッセージだけなので、プロトコルの負荷が低減します。所定のセグメント内のすべてのス
イッチでは矛盾のないように VLAN を作成し、REP トランク ポートでは同じ許容 VLAN を設定する
ことを推奨します。ソフトウェアでのメッセージのリレーによって発生する遅延を回避するために、
REP ではいくつかのパケットを通常のマルチキャスト アドレスにフラッディングすることも可能です。
これらのメッセージは Hardware Flood Layer （HFL）で動作し、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。このセグメントに属さないスイッチは、メッセージをデータ
トラフィックとして処理します。ドメイン全体で専用の管理 VLAN を設定することで、これらのメッ
セージのフラッディングを制御することができます。
予想されるコンバージェンス復旧時間はローカル セグメントで 200 ms 未満です。

VLAN ロード バランシング
REP セグメント内の 1 エッジ ポートがプライマリ エッジ ポートとして機能し、もう一方がセカンダリ
エッジ ポートとなります。セグメント内の VLAN ロード バランシングに常に参加しているのがプライ
マリ エッジ ポートです。REP VLAN ロード バランシングは、設定された代替ポートでいくつかの
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VLAN をブロックし、プライマリ エッジ ポートでその他の全 VLAN をブロックすることで実行され
ます。VLAN ロード バランシングを設定する際に、次の 3 種類の方法のいずれかを使用して代替ポー
トを指定できます。
• インターフェイスにポート ID を入力します。セグメント内のポート ID を識別するには、ポート
の show interface rep detail コマンドを入力します。
• セグメント内のポートのネイバー オフセット番号を入力します。これは、エッジ ポートのダウン
ストリーム ネイバー ポートを識別するものです。ネイバー オフセット番号の範囲は、-256 ～
+256 です。0 は無効です。プライマリ エッジ ポートは、1 のオフセット数値であり、1 よりも大
きい正の数がプライマリ エッジ ポートの下流ネイバー ポートを識別します。負数は、セカンダリ
エッジ ポート（オフセット番号 -1）とそのダウンストリーム ネイバーを示します。

（注）

プライマリ（またはセカンダリ）エッジ ポートからポートのダウンストリーム位置を特定する
ことで、プライマリ エッジ ポートのオフセット番号を設定します。オフセット値として 1 は入
力しないでください。この値がプライマリ エッジ ポート自体のオフセット値であるためです。

• preferred キーワードを入力します。これにより、rep segment segment-id preferred コマンドで
優先代替ポートとしてすでに設定されているポートを選択します。

REP セグメントが完了すると、すべての VLAN がブロックされます。VLAN ロード バランシングを
設定する際に、次の 2 種類の方法のいずれかでトリガーされます。
• プライマリ エッジ ポートのあるルータ上で rep preempt segment segment-id コマンドを入力する
ことで、いつでも手動で VLAN ロード バランシングをトリガーすることができます。
• rep preempt delay seconds コマンドを入力すると、プリエンプト遅延時間を設定できます。リン
ク障害が発生して復旧すると、設定されたプリエンプション期間が経過後に VLAN ロード バラン
シングが開始されます。設定時間が経過する前に別のポートで障害が発生した場合、遅延タイマー
が再開されることに注意してください。

（注）

VLAN ロード バランシングが設定されている場合、手動介入またはリンク障害および復旧によってト
リガーされるまで、動作が開始されません。

VLAN ロード バランシングがトリガーされると、プライマリ エッジ ポートがメッセージを送信して、
セグメント内の全インターフェイスにプリエンプションについて警告します。メッセージがセカンダリ
エッジ ポートで受信されると、これがネットワークに反映され、メッセージ内で特定された VLAN
セットをブロックするように代替ポートに通知し、残りの VLAN をブロックするようにプライマリ
エッジ ポートに通知します。
またすべての VLAN をブロックするために、セグメント内の特定ポートを設定できます。プライマリ
エッジ ポートによってしか VLAN ロード バランシングは開始されず、セグメントが各エンドでエッジ
ポートによって終端されていない場合開始することができません。プライマリ エッジ ポートは、ロー
カル VLAN ロード バランシング設定を決定します。

VLAN ロード バランシングを再設定するには、プライマリ エッジ ポートを再設定します。VLAN
ロード バランシング設定を変更するには、プライマリ エッジ ポートで rep preemt segement コマンド
を待機するか、ポート障害および復旧のあとで新しい VLAN ロード バランシング設定を実行する前に
設定済プリエンプト遅延期間を待機します。エッジ ポートを通常のセグメント ポートに変更しても、
既存の VLAN ロード バランシング ステータスは変更されません。新規エッジ ポートを設定すると、
新規トポロジ設定になる可能性があります。
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スパニング ツリー プロトコルの対話
REP は Spanning Tree Protocol（STP; スパニング ツリー プロトコル）または Flex Link と対話しませ
んが、両方と共存できます。セグメントに属しているポートがスパニング ツリーの制御から削除され、
STP BPDU がセグメント ポートで受け入れられないか、送信されません。したがって、STP はセグメ
ント上で実行できません。
STP リング コンフィギュレーションから REP セグメント コンフィギュレーションに移行するには、ま
ずリング内の単一ポートをセグメントの一部として設定し、次にセグメント数を最小限にするように隣
接するポートを設定します。各セグメントには、常にブロックされたポートが含まれているので、セグ
メントが複数になるとブロックされたポートも複数になり、接続が失われる可能性があります。セグメ
ントがエッジ ポートの場所まで両方向に設定されたら、次にエッジ ポートを設定します。

REP ポート
REP セグメント内のポートは、3 つのロールまたはステート（障害、オープン、代替）のうちのいずれ
かを取得します。

• 通常セグメント ポートとして設定されているポートは、障害ポートとして開始されます。
• ネイバールータとの隣接関係が確立されると、ポートは代替ポート ステートに移行して、イン
ターフェイス内の全 VLAN をブロックします。ブロックされたポートのネゴシエーションが発生
して、セグメントが安定すると、ブロックされたポートが代替ロールのままになって他のすべての
ポートがオープン ポートになります。

• リンク内に障害が発生すると、すべてのポートが障害ステートに移行します。代替ポートが障害通
知を受信すると、これがオープン ステートに変化して、すべての VLAN を転送します。
通常セグメント ポートをエッジ ポートに変換しても、エッジ ポートを通常セグメント ポートに変換し
ても、必ずトポロジ変更が発生するわけではありません。エッジ ポートを通常のセグメント ポートに
変更する場合、設定されるまで VLAN ロード バランシングは実装されません。VLAN ロード バラン
シングの場合、セグメント内に 2 つのエッジ ポートを設定する必要があります。
スパニング ツリー ポートとして再設定されたセグメント ポートは、スパニング ツリー設定に従って再
起動します。デフォルトでは、これは指定ブロッキング ポートです。PortFast BPDU ガード拡張機能
が設定されている場合、または STP がディセーブルになっている場合、ポートはフォワーディング ス
テートになります。

VPLS との REP 統合
一般に、Virtual Private LAN Service（VPLS）のネットワーク コアでは、すべてのノードが完全メッ
シュ トポロジで接続され、各ノードは他のすべてのノードと接続されています。完全メッシュ トポロ
ジでは、ノードが他のノードにデータを再送信する必要はありません。図 3 では、共通リングによっ
て、パケットを他の Network Provider Edge（N-PE; ネットワーク プロバイダー エッジ）ルータに転送
できるパスが提供され、スプリット ホライズン モデルを無効にします。
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図 3

VPLS との REP 統合
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REP は共通リンク接続をエミュレーションするため、REP リングは VPLS の完全メッシュ モデルをサ
ポートしますが、スプリット ホライズンのプロパティを維持するため、スーパーループは存在しませ
ん。エミュレーションされた共通リンクは Clustering over the WAN （CWAN）ラインカードを使用し
ます。これは VPLS アップリンクにも使用されます。このエミュレーションされた共通リンクは、リ
ングから VPLS アップリンクまたはリングの反対側にデータを転送し、VPLS コア ネットワークから
着信するデータをブロックして、H-VPLS トポロジのアクセス擬似ワイヤを処理します。

EVC ポートとの REP 統合
REP は、REP over Ethernet Virtual Circuit（EVC; イーサネット仮想回線）機能を使用することで、
EVC ポートと統合できます。REP over EVC 機能は、Cisco 7600 シリーズ ルータで使用することを目
的としており、サービス レベルでポートを設定および管理できます。EVC ポートには複数のサービス
インスタンスを存在させることができます。各サービス インスタンスは、固有の Event Flow Processor
（EFP）に対応します。デフォルトでは、REP はすべてのポートでディセーブルです。REP over EVC
機能を使用すると、以下のことを行えます。

• データ トラフィックの制御
• サービス インスタンス レベルでの VLAN ロード バランシングの設定

Cisco 7600 シリーズ ルータのポートは、3 つのタイプ（スイッチポート、ルーテッド ポート、EVC
ポート）に分類されます。デフォルトでは、ポートはルーテッド ポートです。REP は、ルーテッド
ポート上ではサポートされていません。ポート上で REP を設定するには、そのポートをスイッチポー
トまたは EVC ポートに設定する必要があります。1 つまたは複数のサービス インスタンスで設定され
ているポートは、EVC ポートと呼ばれます。
この機能を使用すると、EVC ポートが REP セグメントに参加するように設定できます。REP は特定
の VLAN で、データ トラフィックを選択的にブロックしたり、転送したりすることができます。EVC
では、VLAN Id は、dot1q カプセル化の外部タグを参照します。これはサービス インスタンスで設定
されたものです。REP は、ブリッジ ドメイン サービス上でサポートされます。ethernet vlan
color-block all コマンドを設定すると、REP は connect サービスと xconnect サービスでサポートされ
ます。
この機能の詳細については、『Cisco 7600 Series Ethernet Services Plus (ES+) and Ethernet Services
Plus T (ES+T) Line Card Configuration Guide』の「Configuring Layer 1 and Layer 2 Features」の章を
参照してください。
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REP 設定可能タイマー
Cisco IOS Release 15.0(1)S には、REP 設定可能タイマー（REP Fast Hello）機能が組み込まれていま
す。この機能を使用すると、障害検出時間を 120 ～ 10,000 ms の範囲で設定できます。この機能は、
Cisco 7600 シリーズ ルータで使用することを目的としています。
この機能の詳細については、『Cisco 7600 Series Ethernet Services Plus (ES+) and Ethernet Services
Plus T (ES+T) Line Card Configuration Guide』の「Configuring Layer 1 and Layer 2 Features」の章を
参照してください。

REP のデフォルト設定
REP はすべてのインターフェイス上でディセーブルです。イネーブルにする際に、エッジ ポートとし
て設定されていなければインターフェイスは通常セグメント ポートになります。

REP をイネーブルにする際に、STCN の送信はディセーブルで、すべての VLAN はブロックされ、管
理 VLAN は VLAN 1 になります。
VLAN ロード バランシングがイネーブルの場合、デフォルトは手動でのプリエンプションで、遅延タ
イマーはディセーブルになっています。VLAN ロード バランシングが設定されていない場合、手動で
のプリエンプション後のデフォルト動作は、プライマリ エッジ ポートで全 VLAN がブロックとなりま
す。

REP セグメントと REP 管理 VLAN
セグメントは、チェーンで相互接続しているポートの集合で、セグメント ID が設定されています。
REP セグメントを設定するには、REP 管理 VLAN を設定し（またはデフォルト VLAN 1 を使用し）、
次にインターフェイス コンフィギュレーション モードを使用してセグメントにポートを追加します。2
つのエッジ ポートをセグメント内に設定して、1 つをプライマリ エッジ ポート、もう 1 つをデフォル
トでセカンダリ エッジ ポートにします。セグメントにはプライマリ エッジ ポートが 1 つだけありま
す。異なるスイッチ上のポートのように、プライマリ エッジ ポートとしてセグメント内に 2 つのポー
トを設定する場合、REP はこれらのうち 1 つを選択し、セグメント プライマリ エッジ ポートとしての
役目を果たします。オプションで、Segment Topology Change Notice （STCN; セグメント トポロジ変
更通知）および VLAN ロード バランシングを送信する場所を設定することもできます。REP 管理
VLAN の設定の詳細については、「REP 管理 VLAN の設定」（P.10）を参照してください。

REP 設定時の注意事項
REP の設定時には、次の注意事項に従ってください。
• まず 1 ポートの設定から始めて、セグメント数とブロックされたポートの数を最小限に抑えるよう
に隣接ポートを設定することを推奨します。

• 外部ネイバーが設定されておらずセグメント内では 3 つ以上のポートに障害が発生した場合、1
ポートがデータ パス用のフォワーディング ステートになり、設定中の接続性の維持に役立ちます。
show rep inteface コマンド出力では、このポートのポート ロールは Fail Logical Open と表示さ
れ、他の障害ポートのポート ロールは Fail No Ext Neighbor と表示されます。障害ポートの外部ネ
イバーが設定されている場合、ポートは代替ポート ステートに移行して、代替ポート選択メカニ
ズムに基づいて最終的にオープン ステートになるか、代替ポートのままになります。

• REP ポートは、レイヤ 2 IEEE 802.1Q または ISL トランク ポートのいずれかである必要がありま
す。
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• トランク ポートはすべて、同じ一連の許可 VLAN を含むセグメント内で設定する必要がありま
す。そうでない場合、設定矛盾が生じます。

• Telnet 接続を通じて REP を設定する際には注意してください。別の REP インターフェイスがメッ
セージを送信してブロック解除するまで REP はすべての VLAN をブロックするため、同じイン
ターフェイスを通じてルータがアクセスする Telnet セッションで REP をイネーブルにすると、
ルータへの接続が失われる可能性があります。

• 同一のセグメントまたはインターフェイス上では、REP と STP または REP と Flex Link を実行で
きません。

• STP ネットワークを REP セグメントに接続する場合、接続はセグメント エッジであることを確認
してください。エッジで実行されていない STP 接続は、STP が REP セグメントを実行しないた
め、ブリッジング ループが発生するおそれがあります。すべての STP BPDU は、REP インター
フェイスでドロップされます。

• REP がルータの 2 つのポートでイネーブルの場合、両方のポートが通常セグメント ポートまたは
エッジ ポートである必要があります。REP ポートは次のルールに準拠しています。
– 1 つのルータ上で 1 つのポートだけがセグメントで設定される場合、このポートは 1 つのエッ
ジ ポートである必要があります。

– 1 つのルータ上で 2 つのポートが同じセグメントに属する場合、両方のポートはエッジ ポート
であるか、通常のセグメント ポートである必要があります。

– 1 つのルータ上で 2 つのポートが同じセグメントに属し、1 つがエッジ ポートとして設定さ
れ、もう 1 つが通常のセグメント ポートとして設定された場合（設定ミス）、エッジ ポートは
通常のセグメント ポートとして処理されます。

• REP インターフェイスがブロックされたステートになり、ブロック解除しても安全であると通知
されるまでブロックされたステートのままになります。突然の中断を避けるため、この点について
は留意する必要があります。

• REP がネイティブ VLAN 上においてすべての LSL Protocol Data Unit（PDU）をタグなしフレー
ムで送信します。シスコ マルチキャスト アドレスに送信された BPA メッセージは、管理 VLAN
で送信されます。これはデフォルトで VLAN 1 です。
• REP ポートは、これらのポート タイプのいずれかに設定できません。
– Switched Port Analyzer（SPAN; スイッチド ポート アナライザ）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
• Cisco ME-3400 シリーズ ルータでは、REP ポートは Network Node Interface（NNI; ネットワーク
ノード インターフェイス）である必要があります。User-Network Interface（UNI）は REP ポート
にはできません。

• REP は EtherChannel でサポートされますが、EtherChannel に属する個別のポート上ではサポート
されません。

• ルータごとに最大 64 の REP セグメントがあります。

REP の設定方法
• 「REP 管理 VLAN の設定」（P.10）
• 「REP インターフェイスの設定」（P.11）

9

Resilient Ethernet Protocol
REP の設定方法

• 「VLAN ロード バランシングのプリエンプションの設定」（P.15）
• 「REP の SMMP トラップ設定」（P.16）

REP 管理 VLAN の設定
REP 管理 VLAN を設定するには、次の手順を完了します。

REP 管理 VLAN の設定上の注意事項
VLAN ロード バランシング中のリンク障害または VLAN ブロッキング通知関連のメッセージ リレー
で遅延が起こらないようにするには、REP は通常のマルチキャスト アドレスに Hardware Flood Layer
（HFL; ハードウェア フラッド レイヤ）でパケットを大量に送信します。これらのメッセージはネット
ワーク全体に送信されるものであり、REP セグメントにだけ送信されるものではありません。ドメイ
ン全体の管理 VLAN を設定することで、これらのメッセージのフラッディングを制御することができ
ます。

REP 管理 VLAN を設定する場合、次の注意事項に従ってください。
• 管理 VLAN を設定しない場合、デフォルトは VLAN 1 です。
• ルータとセグメント上には管理 VLAN は 1 つだけとなります。ただし、これはソフトウェアに
よって強制的に設定されません。

• 管理 VLAN が Remote SPAN（RSPAN）VLAN となることはできません。
手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. rep admin vlan vlan-id
4. end
5. show interfaces [interface-id] rep [detail]
6. copy running-config startup config
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力し
例：

ます。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

rep admin vlan vlan-id

例：
Router(config)# rep admin vlan 1
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REP 管理 VLAN を設定します。
• 管理 VLAN を指定します。範囲は 1 ～ 4094 です。
デフォルトは VLAN 1 です。
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Router(config)# end

ステップ 5

指定し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。

show interface [interface-id] rep [detail]

• 物理インターフェイスまたはポート チャネル ID

例：
Router# show interface gigabitethernet0/1 rep
detail

ステップ 6

copy running-config startup config

を入力します。
（任意）ルータ スタートアップ コンフィギュレーショ
ン ファイルに設定を保存します。

例：
Router# copy running-config startup config

REP インターフェイスの設定
インターフェイスで REP をイネーブルにして設定するには、次の手順を完了します。

前提条件
REP 動作の場合、各セグメント インターフェイスでこれをイネーブルにして、セグメント ID を特定し
ます。この手順は必須で、他の REP 設定の前に実行する必要があります。また、各セグメントにプラ
イマリおよびセカンダリ エッジ ポートを設定する必要があります。その他の手順はすべて任意です。
手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface interface-id
4. port-type nni
5. switchport mode trunk
6. rep segment segment-id [edge [primary]] [preferred]
7. rep stcn {interface interface-id | segment id-list | stp}
8. rep block port {id port-id | neighbor-offset | preferred} vlan {vlan-list | all}
9. rep preempt delay seconds
10. end
11. show interface [interface-id] rep [detail]
12. copy running-config startup config
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。
例：
Router> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id

例：
Router(config)# interface
gigabitethernet0/1

ステップ 4

port-type nni

インターフェイスを指定し、インターフェイス コンフィギュ
レーション モードを開始します。

• インターフェイス ID を入力します。インターフェイス
は物理レイヤ 2 インターフェイスにすることもポート
チャネル（論理インターフェイス）にすることもできま
す。指定できるポート チャネルは 1 ～ 48 です。
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）として設定します。

例：
Router(config-if)# port-type nni

ステップ 5

12

インターフェイスをレイヤ 2 トランク ポートとして設定しま
す。非 ES ポートでは、switchport trunk encapsulation {isl |
dot1q | negotiate} インターフェイス コンフィギュレーション
例：
Router(config-if)# switchport mode trunk コマンドを入力することにより、カプセル化タイプも設定で
きます。ES ポートは IEEE 802.1Q カプセル化だけをサポー
トします。
switchport mode trunk
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

rep segment segment-id [edge [primary]]
[preferred]

インターフェイス上で REP をイネーブルにして、セグメン
ト番号を特定します。指定できるセグメント ID の範囲は 1
～ 1024 です。

例：

（注）

Router(config-if)# rep segment 1 edge
preferred

各セグメントに 1 つのプライマリ エッジ ポートを含
めて、2 つのエッジ ポートを設定する必要がありま
す。

これらのオプション キーワードが使用可能です。

• edge を入力して、ポートをエッジ ポートとして設定し
ます。primary キーワードなしで edge 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。
各セグメントにあるエッジ ポートは 2 つだけです。

• エッジ ポート上で、primary を入力してポートをプライ
マリ エッジ ポートとして設定し、VLAN ロード バラン
シングを設定することができます。
（注）

各セグメントのプライマリ エッジ ポートは 1 つだけ
可能ですが、2 つの異なるスイッチにエッジ ポート
を設定して primary キーワードを両方のスイッチに
入力しても、その設定は許容されます。ただし、
REP はセグメント プライマリ エッジ ポートとして 1
つのポートだけが選択されます。show rep topology
特権 EXEC コマンドを入力すると、セグメントのプ
ライマリ エッジ ポートを特定することができます。

• preferred を入力して、ポートが優先代替ポートである
か、VLAN ロード バランシングの優先ポートであるの
かを示します。
（注）

ステップ 7

rep stcn {interface interface-id |
segment id-list | stp}

例：
Router(config-if)# rep stcn segment 2-5

推奨されたポートとして設定しても、そのポートが
代替ポートになることは保証されていません。同等
の候補者に対して優位性を与えられるに過ぎません。
代替ポートは通常は以前障害のあったポートです。

（任意）STCN を送信するようにエッジ ポートを設定します。

• interface interface-id を入力して、STCN を受信するた
めの物理インターフェイスまたはポート チャネルを指定
します。

• segment id-list を入力して、STCN を受信するための 1
つまたは複数のセグメントを特定します。範囲は 1 ～
1024 です。
• stp を入力して、STCN を STP ネットワークに送信しま
す。
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コマンドまたはアクション
ステップ 8

rep block port {id port-id |
neighbor-offset | preferred} vlan
{vlan-list | all}

例：
Router(config-if)# rep block port
0009001818D68700 vlan all

目的
（任意）プライマリ エッジ ポートに VLAN ロード バランシ
ングを設定して、3 つの方法のいずれかを使用して REP 代替
ポートを特定し、代替ポートでブロックされるように VLAN
を設定します。

• id port-id を入力して、ポート ID で代替ポートを特定し
ます。セグメント内の各ポートにポート ID が自動的に
生成されます。show interface interface-id rep [detail]
特権 EXEC コマンドを入力して、インターフェイス
ポート ID を表示できます。
• neighbor-offset 番号を入力して、代替ポートをエッジ
ポートからのダウンストリーム ネイバーとして特定しま
す。有効範囲は -256 ～ 256 で、負数はセカンダリ エッ
ジ ポートからのダウンストリーム ネイバーを示します。
値 0 は無効です -1 を入力して、セカンダリ エッジ ポー
トを代替ポートとして識別します。
（注）

プライマリ エッジ ポート（オフセット番号 1）にこ
のコマンドを入力するので、代替ポートを特定する
のにオフセット値 1 を入力しません。

• preferred を入力して、すでに VLAN ロード バランシン
グの優先代替ポートとして特定されている通常セグメン
ト ポートを選択します。

• vlan vlan-list を入力して、1 VLAN または VLAN 範囲
をブロックします。

• vlan all を入力して、すべての VLAN をブロックしま
す。
（注）
ステップ 9

rep preempt delay seconds

（任意）プリエンプト遅延時間を設定します。リンク障害が
発生して復旧した後に、VLAN ロード バランシングを自動
的にトリガーするには、このコマンドを使用します。時間遅
例：
延範囲は 15 ～ 300 秒です。デフォルトは、時間遅延のない
Router(config-if)# rep preempt delay 60
手動によるプリエンプションです。
（注）

ステップ 10

end

例：
Router(config-if)# end
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REP プライマリ エッジ ポート上にだけこのコマンド
を入力します。

REP プライマリ エッジ ポート上にだけこのコマンド
を使用します。

特権 EXEC モードに戻ります。
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ステップ 11

コマンドまたはアクション

目的

show interface [interface-id] rep
[detail]

す。

例：
Router(config-if)# show interface
gigabitethernet0/1 rep detail

ステップ 12

copy running-config startup config

REP インターフェイス コンフィギュレーションを確認しま
• 必要に応じて、インターフェイス ID とオプションの
detail キーワードを入力します。

（任意）スイッチ スタートアップ コンフィギュレーション
ファイルに設定を保存します。

例：
Router(config-if)# copy running-config
startup config

VLAN ロード バランシングのプリエンプションの設定
VLAN ロード バランシングのプリエンプションを設定するには、プライマリ エッジ ポートを含むセグ
メントのあるルータ上で、以下の手順を完了します。

制約事項
プライマリ エッジ ポートで rep preempt delay second インターフェイス コンフィギュレーション コ
マンドを入力しないで、プリエンプション時間遅延を設定するには、セグメントで VLAN ロード バラ
ンシングを手動でトリガーします。show rep topology 特権 EXEC コマンドを使用して、セグメント内
のどのポートがプライマリ エッジ ポートなのかを確認します。

前提条件
VLAN ロード バランシングのプリエンプションを設定する前に、他のすべてのセグメント設定が完了
していることを確認してください。VLAN ロード バランシングのプリエンプションはネットワークを
中断する可能性があるため、rep preempt segment segment-id コマンドを入力した場合、このコマン
ドの実行前に確認メッセージが表示されます。
手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. rep preempt segment segment-id
4. end
5. show rep topology
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力しま
例：

す。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

rep preempt segment segment-id

• セグメント ID を入力します。

例：
Router(config)# rep preempt segment 1

ステップ 4

手動により、セグメント上の VLAN ロード バランシン
グをトリガーします。

（注）

コマンドの実行前に、処理の確認を求められま
す。

特権 EXEC モードに戻ります。

end

例：
Router(config)# end

ステップ 5

show rep topology

REP トポロジ情報を表示します。

例：
Router# show rep topology

REP の SMMP トラップ設定
REP 固有のトラップを送信して、SNMP サーバにリンクの動作状態の変更およびすべてのポート役割
の変更を通知するようにルータを設定できます。REP トラップを設定するには、次の手順を完了しま
す。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. snmp mib rep trap-rate value
4. end
5. show running-config
6. copy running-config startup config
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力しま
例：

す。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ルータで REP トラップの送信をイネーブルにして、1
秒あたりのトラップの送信数を設定します。

snmp mib rep trap-rate value

• 1 秒あたりのトラップの送信数を入力します。範囲
は 0 ～ 1000 です。デフォルト値は 0 です（制限は

例：
Router(config)# snmp mib rep trap-rate 500

なく、トラップは発生するたびに送信されます）。
（注）
ステップ 4

トラップを削除するには、no snmp mib rep
trap-rate コマンドを入力します。

特権 EXEC モードに戻ります。

end

例：
Router(config)# end

ステップ 5

show running-config

例：

（任意）実行コンフィギュレーションを表示します。こ
れを使用して REP トラップ コンフィギュレーションを
検証できます。

Router# show running-config

ステップ 6

copy running-config startup config

（任意）スイッチ スタートアップ コンフィギュレーショ
ン ファイルに設定を保存します。

例：
Router# copy running-config startup config

REP 設定のモニタリング
REP 設定をモニタするには、以下の手順を完了します。
手順の概要

1. enable
2. show interface [interface-id] rep [detail]
3. show rep topology [segment segment-id] [archive] [detail]
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力し
例：

ます。

Router> enable

ステップ 2

show interface [interface-id] rep [detail]

例：
Router# show interface gigabitethernet0/1 rep
detail

ステップ 3

show rep topology [segment segment-id]
[archive] [detail]

例：
Router# show rep topology
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（任意）指定し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。

• 必要に応じて、物理インターフェイスまたはポー
ト チャネル ID と、オプションの detail キーワー
ドを入力します。
（任意）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、1 つのセグメントまたは全セグ
メントの REP トポロジ情報を表示します。

• 必要に応じてオプションのキーワードと引数を入
力します。

Resilient Ethernet Protocol
REP の設定例

REP の設定例
• 「例：REP 管理 VLAN の設定」（P.19）
• 「例：REP インターフェイスの設定」（P.19）
• 「例：VLAN ロード バランシングのプリエンプションの設定」（P.20）
• 「例：REP の SMMP トラップ設定」（P.20）
• 「例：REP 設定のモニタリング」（P.20）

例：REP 管理 VLAN の設定
次に、管理 VLAN を VLAN 100 として設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# rep admin vlan 100
Router(config-if)# end

例：REP インターフェイスの設定
次に、インターフェイスをセグメント 1 のプライマリ エッジ ポートに設定し、Spanning Tree
Topology Changes Notification（STCN; スパニング ツリー トポロジ変更通知）をセグメント 2 ～ 5 に
送信し、代替ポートをポート ID 0009001818D68700 のポートとして設定して、セグメント ポート障
害および復旧後のプリエンプション遅延 60 秒後にすべての VLAN をブロックする例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface gigabitethernet0/1
Router(config-if)# rep segment 1 edge primary
Router(config-if)# rep stcn segment 2-5
Router(config-if)# rep block port 0009001818D68700 vlan all
Router(config-if)# rep preempt delay 60
Router(config-if)# end

次に、図 4 に、VLAN ブロッキング コンフィギュレーションを設定する例を示します。代替ポートは、
ネイバー オフセット番号 4 のネイバーです。手動プリエンプションのあと、VLAN 100 ～ 200 はこの
ポートでブロックされ、その他すべての VLAN はプライマリ エッジ ポート E1（ギガビット イーサ
ネット ポート 0/1）でブロックされます。
Router# configure terminal
Router(config)# interface gigabitethernet0/1
Router(config-if)# rep segment 1 edge primary
Router(config-if)# rep block port 4 vlan 100-200
Router(config-if)# end
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VLAN ブロッキングの例
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図 4

例：VLAN ロード バランシングのプリエンプションの設定
次に、REP セグメントに VLAN ロード バランシングのプリエンプションを設定する例を示します。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# rep preempt segment 1
Router(config)# end

例：REP の SMMP トラップ設定
次に、1 秒あたり 10 トラップの割合で REP トラップを送信するようにルータを設定する例を示しま
す。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# snmp mib rep trap-rate 10
Router(config)# end

例：REP 設定のモニタリング
次に、show interface rep detail コマンドの出力例を示します。REP インターフェイスの 1 つで show
interface rep detail コマンドを使用して、REP 設定をモニタして検証します。
Router# show interface gigabitethernet0/1 rep detail
GigabitEthernet0/1 REP enabled
Segment-id: 2 (Edge)
PortID: 00010019E7144680
Preferred flag: No
Operational Link Status: TWO_WAY
Current Key: 0002001121A2D5800E4D
Port Role: Open
Blocked Vlan: <empty>
Admin-vlan: 100
Preempt Delay Timer: disabled
Load-balancing block port: none
Load-balancing block vlan: none
STCN Propagate to: none
LSL PDU rx: 3322, tx: 1722
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HFL PDU rx: 32, tx: 5
BPA TLV rx: 16849, tx: 508
BPA (STCN, LSL) TLV rx: 0, tx: 0
BPA (STCN, HFL) TLV rx: 0, tx: 0
EPA-ELECTION TLV rx: 118, tx: 118
EPA-COMMAND TLV rx: 0, tx: 0
EPA-INFO TLV rx: 4214, tx: 4190

参考資料
関連資料
関連項目

Cisco IOS コマンド

参照先
『Cisco IOS Master Commands List, All Releases』

LAN スイッチング コマンド：コマンド構文、コマン 『Cisco IOS LAN Switching Command Reference』
ド モード、コマンド履歴、デフォルト、使用上のガイ
ドライン、および例

Flex Link

『Catalyst 6500 Release 12.2SXH and Later Software Configuration
Guide』の「Configuring Flex Links」の章

スパニング ツリー プロトコルの概要

『Spanning Tree Protocol (STP)/802.1D 』

スパニング ツリー PortFast BPDU ガード拡張機能

『Spanning Tree PortFast BPDU Guard Enhancement』

Cisco IOS 7600 シリーズ ルータ

『Cisco 7600 Series Ethernet Services Plus (ES+) and Ethernet
Services Plus T (ES+T) Line Card Configuration Guide』

規格
規格

タイトル

この機能がサポートする新しい規格または変更された
規格はありません。また、この機能で変更された既存
規格のサポートはありません。

—

MIB
MIB

MIB リンク

この機能がサポートする新しい MIB または変更され
た MIB はありません。また、この機能で変更された
既存の MIB のサポートはありません。

選択したプラットフォーム、ソフトウェア リリース、および機能
セットの MIB を検索してダウンロードする場合は、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。

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

タイトル

この機能による新規または変更された RFC のサポー
トはありません。また、この機能による既存の RFC
サポートに変更はありません。

—

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを最大限に活用してください。

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立
ちます。

• テクニカル サポートを受ける
• ソフトウェアをダウンロードする
• セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ
製品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

• ツールおよびリソースへアクセスする
– Product Alert の受信登録
– Field Notice の受信登録
– Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索
• Networking Professionals（NetPro）コミュニ
ティで、技術関連のディスカッションに参加する

• トレーニング リソースへアクセスする
• TAC Case Collection ツールを使用して、ハード
ウェアや設定、パフォーマンスに関する一般的な
問題をインタラクティブに特定および解決する
この Web サイト上のツールにアクセスする際は、
Cisco.com のログイン ID およびパスワードが必要で
す。
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Resilient Ethernet Protocol の機能情報
表 1 に、この機能のリリース履歴を示します。
プラットフォームのサポートおよびソフトウェア イメージのサポートに関する情報を検索するには、
Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator を使用すると、ソフトウェア イメージ
がサポートする特定のソフトウェア リリース、機能セット、またはプラットフォームを確認できます。
Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスしてください。Cisco.com の
アカウントは必要ありません。

（注）

表 1

表 1 に、特定のソフトウェア リリース群で特定の機能をサポートするソフトウェア リリースだけを示
します。特に明記されていない限り、ソフトウェア リリース群の後続のリリースでもこの機能をサ
ポートします。

Resilient Ethernet Protocol の機能情報

機能名

リリース

機能情報

Resilient Ethernet Protocol

12.2(44)SE
12.2(33)SRC

REP はシスコ独自のプロトコルで、Spanning Tree Protocol（STP; ス
パニング ツリー プロトコル）の代替となります。これは、ネットワー
ク ループの制御、リンク障害の処理、コンバージェンス時間の改善を
実現します。REP は、セグメントに接続されているポートのグループ
を制御することで、セグメントがブリッジング ループを作成するのを
防ぎ、セグメント内のリンク障害に応答します。REP は、より複雑な
ネットワークを構築するための基盤を提供し、VLAN ロード バランシ
ングをサポートします。

12.2(44)SE では、この機能が Cisco 3750 シリーズ ルータで追加され
ました。

12.2(33)SRC では、Cisco 7600 シリーズのルータに対しても新たにサ
ポートされ、VPLS コア ネットワークの統合に含まれるようになりま
した。
次のコマンドが、この機能によって導入または変更されました。rep
admin vlan、rep block port、rep preempt delay、rep preempt
segment、rep segment、rep stcn、show rep topology

EVC および VPLS との REP 統合 12.2(33)SRE

REP は、REP over Ethernet Virtual Circuit（EVC; イーサネット仮想
回線）機能を使用することで、EVC および VPLS と統合できます。
REP over EVC 機能は、Cisco 7600 シリーズ ルータで使用することを
目的としており、サービス レベルでポートを設定および管理できま
す。
詳細については、次の項を参照してください。

• 「EVC ポートとの REP 統合」（P.7）
この機能の詳細については、
『Cisco 7600 Series Ethernet Services Plus

(ES+) and Ethernet Services Plus T (ES+T) Line Card Configuration
Guide』の「Configuring Layer 1 and Layer 2 Features」の章を参照し
てください。
この機能によって導入または変更されたコマンドはありません。
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表 1

Resilient Ethernet Protocol の機能情報 （続き）

機能名

REP 設定可能タイマー
（REP Fast Hello）

リリース

機能情報

15.0(1)S

REP 設定可能タイマー（REP Fast Hello）機能を使用すると、障害検
出時間を 120 ～ 10,000 ms の範囲で設定できます。この機能は、Cisco
7600 シリーズ ルータで使用することを目的としています。
詳細については、次の項を参照してください。

• 「REP 設定可能タイマー」（P.8）
この機能の詳細については、
『Cisco 7600 Series Ethernet Services Plus

(ES+) and Ethernet Services Plus T (ES+T) Line Card Configuration
Guide』の「Configuring Layer 1 and Layer 2 Features」の章を参照し

てください。
次のコマンドは、この機能によって導入されました。rep
lsl-age-timer、rep lsl-retries
Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's
trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners.
The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R)
このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。マニュアル
内の例、コマンド出力、ネットワーク トポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際の
アドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。

© 2008–2010 Cisco Systems, Inc.

All rights reserved.
Copyright © 2008–2011, シスコシステムズ合同会社 .
All rights reserved.
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cGVRP
Compact Generic Attribute Registration Protocol（GARP）VLAN Registration Protocol（GVRP）
（cGVRP）機能は、ポート上の 4094 VLAN ステートの送信における CPU 時間を短縮します。

機能情報の検索
ご使用のソフトウェア リリースが、このモジュールで説明している機能の一部をサポートしていない
場合があります。最新の機能情報および警告については、ご使用のプラットフォームおよびソフトウェ
ア リリースのリリースノートを参照してください。このモジュールに記載されている機能に関する情報
を検索したり、各機能がサポートされているリリースに関するリストを参照したりするには、
「cGVRP
の機能情報」
（P.19）を参照してください。
プラットフォームのサポートと、Cisco IOS および Catalyst OS ソフトウェア イメージのサポートに関
する情報を検索するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、
http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスしてください。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

目次
• 「cGVRP に関する制約事項」（P.1）
• 「cGVRP に関する情報」（P.2）
• 「cGVRP の設定方法」（P.4）
• 「cGVRP の設定に関するトラブルシューティング」（P.7）
• 「cGVRP の設定例」（P.8）
• 「参考資料」（P.17）
• 「cGVRP の機能情報」（P.19）

cGVRP に関する制約事項
• .1Q トランク経由でシスコ デバイスと相互運用できるのは、他社製のデバイスのみです。
• VLAN マッピングは GVRP ではサポートされていません。

cGVRP
cGVRP に関する情報

• cGVRP と Connectivity Fault Management（CFM）は共存できますが、Line Card（LC; ライン
カード）またはスーパーバイザに、両方のプロトコルをサポートする十分な MAC 一致レジスタが
ない場合、これらの LC 上の cGVRP ポートは errdisabled ステートになります。レイヤ 2 機能を使
用するには、これらのポート上の cGVRP をディセーブルにして、shut/no shut を設定します。
• cGVRP 機能は、レイヤ 2（スイッチポート）機能に対して設定されているインターフェイスにの
み適用されます。

• 固有の VLAN タグ付けによってフレームが .1Q トランク ポートの固有の VLAN に送信され、.1Q
タグでカプセル化されます。LAN 上の他の GVRP 参加者はタグ付きの GVRP PDU を許可できな
いため、問題が発生する可能性があります。両方の機能を同時にイネーブルにする場合は、注意が
必要です。

• GVRP がポートで稼動する前、ポートがリンクアップになった後と 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開始される前に、802.1X 認
可および認証が行われます。

• ポート セキュリティは GVRP とは別個に稼動し、デバイス上の GVRP イネーブル ポートが通信可
能な、LAN 上の他の GVRP 参加者の数に制限される場合があります。
• GVRP は、サブインターフェイスでは設定も使用もできません。
• GVRP と UniDirectional Link Routing（UDLR; 単方向リンク ルーティング）を同一のインター
フェイスでイネーブルにしないでください。UDLR はポート上のフレームを一方向に制限するの
に対し、GVRP は双方向通信プロトコルであるためです。
• GVRP イネーブル ポートごとに GARP/GVRP の設定とステートを保存するには追加のメモリが必
要ですが、メモリは必要に応じて動的に割り当てられます。

• GARP Multicast Registration Protocol（GMRP）はサポートされていません。

cGVRP に関する情報
cGVRP を設定する前に、次の概念について理解する必要があります。
• 「GARP/GVRP の定義」（P.2）
• 「cGVRP の概要」（P.3）
• 「VTP および VTP プルーニングとの GVRP 相互運用性」（P.3）
• 「他のソフトウェア機能およびプロトコルとの GVRP 相互運用性」（P.3）

GARP/GVRP の定義
GVRP は VLAN ネットワーク内のスイッチの自動設定をイネーブルにするため、ネットワーク デバイ
スは他のデバイスと VLAN 設定情報を動的に交換できます。GVRP は GARP に基づいて、相互に属性
を登録および登録解除する手順を定義します。これによって、登録されていないユーザに情報を送信し
ようとすることがなくなるため、不要なネットワーク トラフィックが排除されます。
GVRP は IEEE 802.1Q で定義されています。
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cGVRP の概要
GVRP は、ポート上のすべての 4094 VLAN ステートを送信するために、大量の CPU 時間を必要とす
るプロトコルです。Compact モードでは 1 つの PDU のみが送信され、ポート上のすべての 4094
VLAN のステートが含まれます。
VLAN プルーニングは、特殊なモード（Fast Compact モード）およびポイントツーポイント リンクで
実行することにより、高速で完了できます。
Compact GVRP では、ポートがスパニング ツリー インスタンス内でフォワーディング ステートになっ
ている場合、GVRP PDU はポートから送信される場合があります。GVRP PDU は、.1Q トランクの固
有の VLAN 内で送信する必要があります。

VTP および VTP プルーニングとの GVRP 相互運用性
VTP プルーニングは VTP の拡張機能です。VTP プルーニングには、VTP PDU と交換可能な独自の
Join メッセージがあります。VTP PDU は .1Q トランクと ISL トランクの両方で送信できます。VTP
対応デバイスは、3 種類の VTP モード（サーバ、クライアント、トランスペアレント）のいずれかで
す。

VTP プルーニングと GVRP が両方ともグローバルにイネーブルになっている場合、VTP プルーニング
は ISL トランクで稼動し、GVRP は .1Q トランクで稼動します。
Compact GVRP には、Slow Compact モードと Fast Compact モードの 2 種類のモードがあります。
ポートは、同一の LAN セグメントにある GVRP イネーブル ピアが 1 つで、このピアが Compact
Mode で稼動できる場合、Fast Compact Mode になることができます。Compact Mode で稼動している
同一の LAN セグメントに複数の GVRP 参加者がいる場合、ポートは Slow Compact Mode になりま
す。

他のソフトウェア機能およびプロトコルとの GVRP 相互運用性
ここでは、次のソフトウェア機能およびプロトコルとの GVRP 相互運用性について簡単に説明します。

STP
Spanning Tree Protocol（STP; スパニング ツリー プロトコル）は、Multiple Spanning Tree（MST）、
Per VLAN Spanning Tree（PVST）、または Rapid PVST の 3 種類の STP モードのいずれかで稼動しま
す。STP の再コンバージェンスが必要なとき、STP モードの範囲によって、フォワーディング ポート
がフォワーディング ステートを中断します。いくつかの新しいポートで Join メッセージが受信され、
他のポートで脱退タイマーの期限が切れた場合、これによって GVRP が独自のトポロジを変更します。

DTP
DTP（DDSN Transfer Protocol）は、2 つの DTP イネーブル ポート間のポート モード（トランク対ト
ランク以外）とトランク カプセル化タイプをネゴシエートします。ネゴシエーション後、DTP はポー
トを ISL トランク、.1Q トランク、またはトランク以外のいずれかに設定できます。DTP ネゴシエー
ションは、ポートがリンクアップになった後およびスパニング ツリー内でフォワーディングになる前
に発生します。GVRP がポートおよびデバイスで管理上イネーブルになっている場合、ポートが .1Q
トランクになるようにネゴシエートされた後で、GVRP を初期化する必要があります。
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VTP
VTP（Virtual Terminal Protocol）バージョン 3 では、VTP で作成および削除できる VLAN の範囲が拡
大します。VTP プルーニングは VLAN 1 ～ 1005 でのみ使用できます。

EtherChannel
複数の .1Q トランク ポートが Port Aggregation Protocol（PAgP）または Link Aggregation Control
Protocol（LACP）のいずれかでグループ化されて EtherChannel になっている場合、EtherChannel は
GVRP 参加者として設定できます。EtherChannel の物理ポートは、それ自体のみで GVRP 参加者にな
ることはできません。EtherChannel は STP によって 1 つの仮想ポートのように扱われるため、GVRP
アプリケーションは、EtherChannel の STP ステートの変更を任意の物理ポートと同じように判別でき
ます。チャネルの物理ポートでない EtherChannel は、GARP Information Propagation（GIP）コンテ
キストを構成します。

ハイ アベイラビリティ
High Availability（HA; ハイ アベイラビリティ）は IOS の冗長性機能です。HA および State
SwitchOver（SSO）をサポートするプラットフォームでは、Catalyst 7600 スイッチのアクティブ スー
パーバイザのクラッシュなどの障害が発生した場合、その数秒後に多くの機能およびプロトコルを再開
できます。GVRP はユーザ設定をイネーブルにするように設定する必要があり、プロトコル ステート
はスタンバイ システムと同期する必要があります。アクティブ システムに障害が発生した場合、スタ
ンバイ システムの GVRP がアクティブになります。この GVRP には、最新の VLAN 登録情報が入っ
ています。

cGVRP の設定方法
この手順では、次の作業について説明します。

• 「Compact GVRP の設定」（P.4）（必須）
• 「VLAN での MAC ラーニングのディセーブル化」（P.5）（任意）
• 「ダイナミック VLAN のイネーブル化」（P.6）（任意）

Compact GVRP の設定
Compact GVRP を設定するには、次の手順を完了します。
手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. gvrp global
4. gvrp timer join timer-value
5. gvrp registration normal
6. end
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力しま
例：

す。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

grvp global

グローバル GVRP を設定し、すべての .1Q トランクで
GVRP をイネーブルにします。

例：
Router(config)# gvrp global

ステップ 4

gvrp timer join timer-value

例：
Router(config)# gvrp timer join 1000

ステップ 5

gvrp registration normal

インターフェイス上で GARP で使用するタイマーを設定
します。

• タイマー値を入力します。タイマー値の範囲は、200
～ 2147483647 です。
受信 GVRP メッセージへの標準的な応答のレジストラを
設定します。

例：
Router(config)# gvrp registration normal

ステップ 6

end

インターフェイス コンフィギュレーション モードを終了
します。

例：
Router(config)# end

VLAN での MAC ラーニングのディセーブル化
VLAN で MAC ラーニングをディセーブルにするには、次の手順を完了します。
手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. gvrp mac-learning auto
4. end
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力しま
例：

す。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

gvrp mac-learning auto

MAC エントリのラーニングをディセーブルにします。

例：
Router(config)# gvrp mac-learning auto

ステップ 4

end

グローバル コンフィギュレーション モードを終了しま
す。

例：
Router(config)# end

ダイナミック VLAN のイネーブル化
ダイナミック VLAN をイネーブルにするには、次の手順を完了します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. gvrp vlan create
4. end
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力しま
例：

す。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

例：
Router# configure terminal
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

gvrp vlan create

cGVRP が設定されている場合にダイナミック VLAN を
イネーブルにします。

例：
Router(config)# gvrp vlan create

ステップ 4

end

グローバル コンフィギュレーション モードを終了しま
す。

例：
Router(config)# end

cGVRP の設定に関するトラブルシューティング
cGVRP の設定に関するトラブルシューティングを行うには、次に示す 1 つまたは複数のコマンドを使
用します。
設定情報とインターフェイス ステート情報を表示するには、show gvrp summary コマンドと show
gvrp interface コマンドを使用します。インターフェイス関連のすべての出力メッセージまたはその特
定の一部をイネーブルにするには、debug gvrp コマンドを使用します。

手順の概要

1. enable
2. show gvrp summary
3. show gvrp interface
4. debug gvrp
5. clear gvrp statistics
6. end
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力しま
例：

す。

Router> enable

ステップ 2

show gvrp summary

GVRP の設定を表示します。

例：
Router# show gvrp summary

ステップ 3

show gvrp interface

GVRP インターフェイス ステートを表示します。

例：
Router# show gvrp interface
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

debug gvrp

GVRP デバッグ情報を表示します。

例：
Router# debug gvrp

ステップ 5

clear gvrp statistics

すべてのインターフェイスの GVRP 統計情報をクリア
します。

例：
Router# clear gvrp statistics

ステップ 6

特権 EXEC モードを終了します。

end

例：
Router# end

cGVRP の設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

• 「cGVRP の設定の例」（P.8）
• 「VLAN での MAC ラーニングのディセーブル化」（P.5）
• 「ダイナミック VLAN のイネーブル化の例」（P.9）
• 「CE ポート設定の確認の例」（P.9）
• 「cGVRP の確認の例」（P.16）
• 「VLAN でディセーブル化した MAC ラーニングの確認の例」（P.16）
• 「ダイナミック VLAN の確認の例」（P.17）

cGVRP の設定の例
次に、Compact GVRP を設定する例を示します。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# gvrp global
Router(config)# gvrp timer join 1000
Router(config)# gvrp registration normal
Router(config)# end

VLAN での MAC ラーニングのディセーブル化の例
次に、cGVRP で設定した VLAN 上で MAC ラーニングをディセーブルにする例を示します。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# gvrp mac-learning auto
Router(config)# end
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ダイナミック VLAN のイネーブル化の例
次に、ダイナミック VLAN の設定方法の例を示します。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# gvrp vlan create
Router(config)# end

CE ポート設定の確認の例
ここでは、CE ポート設定の確認に使用できる例を示します。次の例があります。

• 「アクセス ポートとして設定された CE ポートの確認の例」（P.9）
• 「ISL ポートとして設定された CE ポートの確認の例」（P.11）
• 「fixed 登録モードで設定された CE ポートの確認の例」（P.13）
• 「forbidden 登録モードで設定された CE ポートの確認の例」（P.13）
• 「.1Q トランクで設定された CE ポートの確認の例」（P.14）
ここでは、show running-config コマンド、show gvrp summary コマンド、および show gvrp
interface コマンドの出力例を示します。これらのコマンドの出力は、次のトポロジに基づいています。

• gigabitethernet 3/15 インターフェイス上の CE（カスタマー エッジ）1 ポート
• gigabitethernet 3/1 インターフェイスを使用するルータ 1
• gigabitethernet 3/1 インターフェイス全体の .1Q トランク
• gigabitethernet 2/15 インターフェイスを使用するルータ 2
• CE 2 ポート

アクセス ポートとして設定された CE ポートの確認の例
次に、show running-config interface コマンド、show gvrp summary コマンド、および show gvrp
interface コマンドの出力例を示します。この設定では、CE ポートはアクセス ポートとして設定され
ています。
Router1# show running-config interface gigabitethernet 3/15
Building configuration...
Current configuration : 129 bytes
!
interface GigabitEthernet3/15
switchport
switchport access vlan 2
switchport mode access
spanning-tree portfast trunk
end
Router1# show running-config interface gigabitethernet 3/1
Building configuration...
Current configuration : 109 bytes
!
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interface GigabitEthernet3/1
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
end
Router2# show running-config interface gigabitethernet 12/15
Building configuration...
Current configuration : 168 bytes
!
interface GigabitEthernet12/15
switchport
switchport access vlan 2
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode access
spanning-tree portfast trunk
end
Router2# show running-config interface gigabitethernet 3/1
Building configuration...
Current configuration : 144 bytes
!
interface GigabitEthernet3/1
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
switchport backup interface Gi4/1
end
Router1# show gvrp summary
GVRP global state
GVRP VLAN creation
VLANs created via GVRP
MAC learning auto provision
Learning disabled on VLANs

:
:
:
:
:

enabled
disabled
none
disabled
none

Router1# show gvrp interface
Port
Gi3/1

Status
on

Mode
fastcompact

Registrar State
normal

Port
Gi3/1

Transmit Timeout
200

Port
Gi3/1

Vlans Declared
2

Port
Gi3/1

Vlans Registered
2

Port
Gi3/1

Vlans Registered and in Spanning Tree Forwarding State
2

Leave Timeout
600

Router2# show gvrp summary
GVRP global state
GVRP VLAN creation
VLANs created via GVRP
MAC learning auto provision
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:
:
:
:

enabled
disabled
none
disabled

Leaveall Timeout
10000
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Learning disabled on VLANs

: none

Router2# show gvrp interface
Port
Gi3/1

Status
on

Mode
fastcompact

Registrar State
normal

Port
Gi3/1

Transmit Timeout
200

Port
Gi3/1

Vlans Declared
2

Port
Gi3/1

Vlans Registered
2

Port
Gi3/1

Vlans Registered and in Spanning Tree Forwarding State
2

Leave Timeout
600

Leaveall Timeout
10000

ISL ポートとして設定された CE ポートの確認の例
次に、show running-config interface コマンド、show gvrp summary コマンド、show gvrp
interface コマンド、および show vlan summary コマンドの出力例を示します。この設定では、CE
ポートは ISL ポートとして設定されています。
Router1# show running-config interface gigabitethernet 3/15
Building configuration...
Current configuration : 138 bytes
!
interface GigabitEthernet3/15
switchport
switchport trunk encapsulation isl
switchport mode trunk
spanning-tree portfast trunk
end
Router1# show running-config interface gigabitethernet 3/1
Building configuration...
Current configuration : 109 bytes
!
interface GigabitEthernet3/1
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
end
Router2# show running-config interface gigabitethernet 12/15
Building configuration...
Current configuration : 139 bytes
!
interface GigabitEthernet12/15
switchport
switchport trunk encapsulation isl
switchport mode trunk
spanning-tree portfast trunk
end
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Router2# show running-config interface gigabitethernet 3/1
Building configuration...
Current configuration : 144 bytes
!
interface GigabitEthernet3/1
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
switchport backup interface Gi4/1
end
Router1# show gvrp summary
GVRP global state
GVRP VLAN creation
VLANs created via GVRP
MAC learning auto provision
Learning disabled on VLANs

:
:
:
:
:

enabled
disabled
none
disabled
none

Router1# show gvrp interface
Port
Gi3/1

Status
on

Mode
fastcompact

Registrar State
normal

Port
Gi3/1

Transmit Timeout
200

Port
Gi3/1

Vlans Declared
1-10

Port
Gi3/1

Vlans Registered
1-2

Port
Gi3/1

Vlans Registered and in Spanning Tree Forwarding State
1-2

Leave Timeout
600

Leaveall Timeout
10000

Router1# show vlan summary
Number of existing VLANs
: 14
Number of existing VTP VLANs
: 14
Number of existing extended VLANs : 0
Router2# show gvrp summary
GVRP global state
GVRP VLAN creation
VLANs created via GVRP
MAC learning auto provision
Learning disabled on VLANs

:
:
:
:
:

enabled
disabled
none
disabled
none

Router2# show gvrp interface
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Port
Gi3/1

Status
on

Mode
fastcompact

Port
Gi3/1

Transmit Timeout
200

Port
Gi3/1

Vlans Declared
1-2

Registrar State
normal

Leave Timeout
600

Leaveall Timeout
10000
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Port
Gi3/1

Vlans Registered
1-10

Port
Gi3/1

Vlans Registered and in Spanning Tree Forwarding State
1-2

Router2# show vlan summary
Number of existing VLANs
: 6
Number of existing VTP VLANs
: 6
Number of existing extended VLANs : 0

fixed 登録モードで設定された CE ポートの確認の例
次に、show running-config interface コマンド、および show gvrp interface コマンドの出力例を示し
ます。この設定では、CE ポートは fixed 登録モードで設定されています。
Router1# show running-config interface gigabitethernet 3/15
Building configuration...
Current configuration : 165 bytes
!
interface GigabitEthernet3/15
gvrp registration fixed
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
spanning-tree portfast trunk
end
Router1# show gvrp interface gigabitethernet 3/15
Port
Gi3/15

Status
on

Mode
fastcompact

Registrar State
fixed

Port
Gi3/15

Transmit Timeout
200

Port
Gi3/15

Vlans Declared
1-2

Port
Gi3/15

Vlans Registered
1-4094

Port
Gi3/15

Vlans Registered and in Spanning Tree Forwarding State
1-10

Leave Timeout
600

Leaveall Timeout
10000

forbidden 登録モードで設定された CE ポートの確認の例
次に、show running-config interface コマンド、および show gvrp interface コマンドの出力例を示し
ます。この設定では、CE ポートは forbidden 登録モードで設定されています。
Router1# show running-config interface gigabitethernet 3/15
Building configuration...
Current configuration : 169 bytes
!
interface GigabitEthernet3/15
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gvrp registration forbidden
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
spanning-tree portfast trunk
end
Router1# show gvrp interface gigabitethernet 3/15
Port
Gi3/15

Status
on

Mode
fastcompact

Registrar State
forbidden

Port
Gi3/15

Transmit Timeout
200

Port
Gi3/15

Vlans Declared
1-2

Port
Gi3/15

Vlans Registered
none

Port
Gi3/15

Vlans Registered and in Spanning Tree Forwarding State
none

Leave Timeout
600

Leaveall Timeout
10000

.1Q トランクで設定された CE ポートの確認の例
次に、show running-config interface コマンド、show gvrp summary コマンド、および show gvrp
interface コマンドの出力例を示します。この設定では、CE ポートは .1Q トランクで設定されていま
す。
Router1# show running-config interface gigabitethernet 3/15
Building configuration...
Current configuration : 165 bytes
!
interface GigabitEthernet3/15
gvrp registration fixed
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
spanning-tree portfast trunk
end
Router2# show running-config interface gigabitethernet 12/15
Building configuration...
Current configuration : 166 bytes
!
interface GigabitEthernet12/15
gvrp registration fixed
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
spanning-tree portfast trunk
end
Router1# show gvrp summary
GVRP global state
GVRP VLAN creation
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VLANs created via GVRP
: none
MAC learning auto provision : disabled
Learning disabled on VLANs : none
Router1# show gvrp interface
Port
Gi3/1
Gi3/15

Status
on
on

Mode
fastcompact
fastcompact

Registrar State
normal
fixed

Port
Gi3/1
Gi3/15

Transmit Timeout
200
200

Port
Gi3/1
Gi3/15

Vlans Declared
1-10
1-2

Port
Gi3/1
Gi3/15

Vlans Registered
1-2
1-4094

Port
Gi3/1
Gi12/15

Vlans Registered and in Spanning Tree Forwarding State
1-2
1-10

Leave Timeout
600
600

Leaveall Timeout
10000
10000

Router2# show gvrp summary
GVRP global state
GVRP VLAN creation
VLANs created via GVRP
MAC learning auto provision
Learning disabled on VLANs

:
:
:
:
:

enabled
disabled
none
disabled
none

Router2# show gvrp interface
Port
Gi3/1
Gi12/15

Status
on
on

Mode
fastcompact
fastcompact

Registrar State
normal
fixed

Port
Gi3/1
Gi12/15

Transmit Timeout
200
200

Port
Gi3/1
Gi12/15

Vlans Declared
1-2
1-2

Port
Gi3/1
Gi12/15

Vlans Registered
1-10
1-4094

Port
Gi3/1
Gi12/15

Vlans Registered and in Spanning Tree Forwarding State
1-2
1-2

Leave Timeout
600
600

Leaveall Timeout
10000
10000
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cGVRP の確認の例
次に、show gvrp summary コマンドの出力例を示します。Compact GVRP 設定を確認するには、
show gvrp summary コマンドを使用します。
Router# show gvrp summary
GVRP global state
GVRP VLAN creation
VLANs created via GVRP
MAC learning auto provision
Learning disabled on VLANS

:
:
:
:
:

enabled
disabled
none
disabled
none

VLAN でディセーブル化した MAC ラーニングの確認の例
次に、show gvrp summary コマンド、および show gvrp interface コマンドの出力例を示します。
MAC ラーニングがディセーブルになっていることを確認するには、この 2 つのコマンドを使用しま
す。
Router# show gvrp summary
GVRP global state
GVRP VLAN creation
VLANs created via GVRP
MAC learning auto provision
Learning disabled on VLANs

:
:
:
:
:

enabled
enabled
2-200
enabled
1-200

Router# show gvrp interface
Port
Gi3/15
Gi4/1

Status
on
on

Mode
fastcompact
fastcompact

Registrar State
normal
normal

Port
Gi3/15
Gi4/1

Transmit Timeout
200
200

Port
Gi3/15
Gi4/1

Vlans Declared
1-200
none

Port
Gi3/15
Gi4/1

Vlans Registered
none
1-200

Port
Gi3/15
Gi4/1

Vlans Registered and in Spanning Tree Forwarding State
none
1-200

Leave Timeout
600
600

Leaveall Timeout
10000
10000

Router# show mac- dy
Legend: * - primary entry
age - seconds since last seen
n/a - not available
vlan
mac address
type
learn
age
ports
------+----------------+--------+-----+----------+-------------------------No entries present.
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ダイナミック VLAN の確認の例
次に、show gvrp summary コマンド、および show gvrp interface コマンドの出力例を示します。ダ
イナミック VLAN の設定を確認するには、この 2 つのコマンドを使用します。
Router# show gvrp summary
GVRP global state
GVRP VLAN creation
VLANs created via GVRP
MAC learning auto provision
Learning disabled on VLANs

:
:
:
:
:

enabled
enabled
2-200
disabled
none

Router# show gvrp interface
Port
Gi3/15
Gi4/1

Status
on
on

Mode
fastcompact
fastcompact

Registrar State
normal
normal

Port
Gi3/15
Gi4/1

Transmit Timeout
200
200

Port
Gi3/15
Gi4/1

Vlans Declared
1-200
none

Port
Gi3/15
Gi4/1

Vlans Registered
none
1-200

Port
Gi3/15
Gi4/1

Vlans Registered and in Spanning Tree Forwarding State
none
1-200

Leave Timeout
600
600

Leaveall Timeout
10000
10000

参考資料
ここでは、cGVRP 機能に関する参考資料について説明します。

関連資料
関連項目

参照先

IP LAN スイッチング コマンド：コマンド構文の詳細、『Cisco IOS LAN Switching Services Command Reference』
コマンド モード、デフォルト、使用上の注意事項、お
よび例

規格
規格
この機能がサポートする新しい規格または変更された
規格はありません。また、この機能で変更された既存
規格のサポートはありません。

タイトル

—
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MIB
MIB

MIB リンク

この機能がサポートする新しい MIB または変更され
た MIB はありません。また、この機能で変更された
既存の MIB のサポートはありません。

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリース、および機能セッ
トの MIB の場所を検索しダウンロードするには、次の URL にある
Cisco MIB Locator を使用します。

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

RFC
RFC

タイトル

この機能がサポートする新しい RFC または変更され
た RFC はありません。また、この機能は既存の規格
に対するサポートに影響を及ぼしません。

—

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを最大限に活用してください。

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立
ちます。

• テクニカル サポートを受ける
• ソフトウェアをダウンロードする
• セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ
製品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

• ツールおよびリソースへアクセスする
– Product Alert の受信登録
– Field Notice の受信登録
– Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索
• Networking Professionals（NetPro）コミュニ
ティで、技術関連のディスカッションに参加する

• トレーニング リソースへアクセスする
• TAC Case Collection ツールを使用して、ハード
ウェアや設定、パフォーマンスに関する一般的な
問題をインタラクティブに特定および解決する
この Web サイト上のツールにアクセスする際は、
Cisco.com のログイン ID およびパスワードが必要で
す。
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cGVRP の機能情報
表 1 に、この機能のリリース履歴を示します。
ご使用の Cisco IOS ソフトウェア リリースでは、一部のコマンドが使用できない場合があります。特
定のコマンドのリリース情報については、コマンド リファレンス マニュアルを参照してください。
プラットフォームのサポートおよびソフトウェア イメージのサポートに関する情報を検索するには、
Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator を使用すると、特定のソフトウェア リ
リース、機能セット、またはプラットフォームをサポートする Cisco IOS と Catalyst OS のソフトウェ
ア イメージを判別できます。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアクセ
スしてください。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

（注）

表 1

表 1 に、特定の Cisco IOS ソフトウェア リリース群で特定の機能をサポートする Cisco IOS ソフト
ウェア リリースだけを示します。特に明記されていない限り、Cisco IOS ソフトウェア リリース群の
後続のリリースでもこの機能をサポートします。

cGVRP の機能情報

機能名

リリース

cGVRP

12.2(33)SRB

機能情報

Compact（c）Generic Attribute Registration Protocol
（GARP）VLAN Registration Protocol（GVRP）機能は、
ポート上の 4094 VLAN ステートの送信における CPU 時間
を短縮します。GVRP は VLAN ネットワーク内のスイッ
チの自動設定をイネーブルにするため、ネットワーク デバ
イスは他のデバイスと VLAN 設定情報を動的に交換でき
ます。GVRP は GARP に基づいて、相互に属性を登録お
よび登録解除する手順を定義します。これによって、登録
されていないユーザに情報を送信しようとすることがなく
なるため、不要なネットワーク トラフィックが排除されま
す。

GVRP は IEEE 802.1Q で定義されています。
次のコマンドが導入または変更されました。clear gvrp
statistics、debug gvrp, gvrp global、gvrp mac-learning、
gvrp registration、gvrp timer、gvrp vlan create、show
gvrp interface、show gvrp summary
Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's
trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners.
The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R)
このマニュアルで使用している IP アドレスは、実際のアドレスを示すものではありません。マニュアル内の例、コマンド出力、および
図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際のアドレスが使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、
偶然の一致によるものです。

© 2007 Cisco Systems, Inc.

All rights reserved.
Copyright © 2007–2011, シスコシステムズ合同会社 .
All rights reserved.
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VLAN 間のルーティングの設定
このモジュールでは VLAN の概要を紹介します。VLAN 間のルーティングに使用されるカプセル化プ
ロトコルについて説明し、VLAN の設計に関する基本的な情報も提示します。このモジュールでは、
VLAN 間のルーティングを設定する際の作業を紹介します。

機能情報の検索
ご使用のソフトウェア リリースが、このモジュールで説明している機能の一部をサポートしていない
場合があります。最新の機能情報および警告については、ご使用のプラットフォームおよびソフトウェ
ア リリースのリリースノートを参照してください。このモジュールに記載されている機能に関する情報
を検索したり、各機能がサポートされているリリースに関するリストを参照したりするには、
「VLAN 間
のルーティングの機能情報」（P.70）を参照してください。
プラットフォームのサポートと、Cisco IOS および Catalyst OS ソフトウェア イメージのサポートに関
する情報を検索するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、
http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスしてください。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

目次
• 「VLAN 間のルーティングについて」（P.2）
• 「VLAN 間ルーティングの設定方法」（P.12）
• 「VLAN 間のルーティングの設定例」（P.50）
• 「参考資料」（P.68）
• 「VLAN 間のルーティングの機能情報」（P.70）
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VLAN 間のルーティングについて
このモジュールでは、VLAN 間のルーティングについて説明します。次の項があります。

• 「仮想ローカル エリア ネットワークの定義」（P.2）
• 「VLAN のパフォーマンス」（P.4）
• 「VLAN カラー」（P.8）
• 「VLAN の実装」（P.9）
• 「VLAN 間の通信」（P.9）
• 「VLAN の相互運用性」（P.11）
• 「スイッチド VLAN の設計」（P.12）

仮想ローカル エリア ネットワークの定義
仮想ローカル エリア ネットワーク（VLAN）は、物理的または地理的ベースでなく組織ベースで、職
務別、プロジェクト別、またはアプリケーション別に論理的に分割された、スイッチド ネットワーク
です。たとえば、特定の作業グループ チームが使用するワークステーションおよびサーバを、ネット
ワークへの物理的接続や他のチームと混ざり合っている可能性などにかかわらず、すべて同じ VLAN
に接続できます。ネットワークの再構成は、物理的にデバイスや配線を取り外して移動するかわりに、
ソフトウェアを通して実行できます。

VLAN は、定義されたスイッチのセット内に存在するブロードキャスト ドメインと考えることができ
ます。VLAN は、単一のブリッジング ドメインに接続された、ホストまたはネットワーク機器（ブ
リッジやルータなど）の多数のエンド システムで構成されます。ブリッジング ドメインは、たとえば
スイッチ間のブリッジング プロトコルを各 VLAN についてそれぞれ別個のブリッジ グループで管理す
る LAN スイッチなど、さまざまなネットワーク機器でサポートされています。
VLAN は、従来 LAN 構成内のルータによって提供されてきたセグメンテーション サービスを提供す
るために作成されます。VLAN はスケーラビリティ、セキュリティ、およびネットワーク管理の問題
に対応します。VLAN トポロジ内のルータは、ブロードキャスト フィルタリング、セキュリティ、ア
ドレス集約、およびトラフィック フロー管理の機能を提供します。定義されたグループ内のスイッチ
はいずれも、2 つの VLAN 間におけるフレーム（ブロードキャスト フレームを含む）のブリッジング
は行いません。スイッチド LAN インターネットワークを設計および構築するときは、以降の項で説明
する複数の重要な問題について考慮する必要があります。
• 「LAN セグメンテーション」（P.3）
• 「セキュリティ」（P.3）
• 「ブロードキャスト コントロール」（P.4）
• 「VLAN のパフォーマンス」（P.4）
• 「ネットワーク管理」（P.4）
• 「SNMP を使用したネットワークのモニタリング」（P.4）
• 「VLAN 間の通信」
• 「リレー機能」（P.4）
• 「ネイティブ VLAN」（P.6）
• 「PVST+」（P.7）
• 「イングレス ルールとエグレス ルール」（P.8）
• 「Integrated Routing and Bridging（IRB）」（P.8）
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LAN セグメンテーション
VLAN では論理ネットワーク トポロジにより、物理スイッチド インフラストラクチャをオーバーレイ
させて、任意の LAN ポートの集まりを組み合わせることで自律的なユーザ グループや利益共同体を作
成できます。この技術では、ネットワークが論理的に別個のレイヤ 2 ブロードキャスト ドメインに分
割され、そこで同じ VLAN 内に指定されたポート間でのパケットのスイッチングが行われます。ス
イッチド仮想ネットワークでは、特定の LAN から同一の VLAN 内の他の LAN に対してのみトラ
フィックが発信されるため、帯域幅の浪費を防止できるほか、パケットが多くの場合それを必要としな
い LAN に送信されるという従来のブリッジドおよびスイッチド ネットワークに固有の欠点を回避でき
ます。VLAN を実装すると、特にパケットをネットワーク全体に大量に発信するブロードキャストや
マルチキャストを駆使したプロトコルおよびアプリケーションをサポートする LAN 環境では、スケー
ラビリティも向上します。
図 1 は、従来型の物理 LAN セグメンテーションと論理 VLAN セグメンテーションを比較したもので
す。
図 1

LAN セグメンテーションと VLAN セグメンテーション
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セキュリティ
VLAN では各グループが隔離されることでセキュリティも向上します。高セキュリティ ユーザを 1 つ
の VLAN にグループ化し、さらにそれを同じ物理セグメント上で行えば、その VLAN 外部のユーザは
それらのユーザと一切交信できなくなります。
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ブロードキャスト コントロール
スイッチが、接続されたホストのコリジョン ドメインを隔離して適切なトラフィックのみを特定の
ポートから送信するのと同様、VLAN も VLAN 間での完全な隔離を実現できます。VLAN はブリッジ
ング ドメインであり、すべてのブロードキャストおよびマルチキャスト トラフィックがその内部に含
まれます。

VLAN のパフォーマンス
ユーザの論理的グループ分けを行うことで、たとえばアカウンティング グループはそのグループとそ
のサーバのみを含む VLAN に割り当てられたネットワーク アカウンティング システムをフルに活用で
きます。このグループの作業によって、他のユーザが影響を受けることはありません。VLAN を設定
すると、ネットワークを共有する他のユーザの作業が遅れることがなくなるため、全般的なネットワー
クのパフォーマンスが向上します。

ネットワーク管理
ユーザの論理的グループ分けを行うことで、ネットワーク管理が容易になります。ユーザをあるネット
ワークから別のネットワークに移動するために、ケーブルを差し換える必要はありません。追加、移
動、および変更は、ポートを適切な VLAN に設定することで実行できます。

SNMP を使用したネットワークのモニタリング
mib-2 インターフェイスでファスト イーサネット サブインターフェイス用の疎なテーブルのサポート
を可能にするため、SNMP のサポートが追加されました。VLAN サブインターフェイスは、show
vlans EXEC コマンドを使用してモニタします。Cisco ネットワーク デバイス上で SNMP を設定する
方法や、リモート アクセスのため SNMP エージェントをイネーブルにする方法の詳細については、
『Cisco IOS Network Management Configuration Guide』の「Configuring SNMP Support」の章を参照
してください。

VLAN 間の通信
VLAN 間の通信はルーティングによって実現され、ルータのセキュリティおよびフィルタリング機能
は従来どおり使用できます。Cisco IOS ソフトウェアは、セキュリティ フィルタリング、Quality of
Service（QoS）、アカウンティングなどのネットワーク サービスを VLAN ごとに提供します。スイッ
チド ネットワークが分散 VLAN に発達すると、Cisco IOS ソフトウェアは重要な VLAN 間の通信機能
を提供し、ネットワークのスケーリングも可能にします。

Cisco IOS Release 12.2 以前では、802.1Q カプセル化が設定されたインターフェイスに対する Cisco
IOS のサポートは、リンク上のサブインターフェイスとして表されるそれぞれの VLAN 間の IP、IP マ
ルチキャスト、および IPX ルーティングになっています。IEEE 802.1Q のサポートには、これらのイ
ンターフェイスのブリッジングと、Integrated Routing and Bridging（IRB）の設定および使用を可能
にするための、新しい機能が追加されました。

リレー機能
リレー機能レベルは、図 2 に示すとおり、IEEE 802.1Q 規格で説明されるアーキテクチャ モデル中の
最下層レベルであり、3 種類のルールが規定されています。

• イングレス ルール：VLAN に属する受信フレームの分類に関連するルール。
• ポート間の送信ルール：フレームをフィルタリングするか送信するかを決定するルール。
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• エグレス ルール（スイッチからのフレームの出力）：フレームをタグ付けして送信するかタグ付け
せずに送信するかを決定するルール。
図 2

リレー機能
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タグ付け方式
図 3 は、802.3ac 規格によって提示されたタグ付け方式を示しています。これはソース MAC アドレス
の後に 4 オクテットを追加するものです。この 4 オクテットの存在は、EtherType フィールドの特定の
値（TPID という）によって示されます。この値は 0x8100 と等しくなるよう固定されています。フ
レームに 0x8100 と等しい EtherType がある場合、このフレームには IEEE 802.1Q/802.1p のタグがつ
いています。このタグは次の 2 つのオクテットに格納されており、3 ビットのユーザ優先度、1 ビット
の Canonical Format Identifier（CFI）、および 12 ビットの VLAN ID（VID）を含んでいます。3 ビッ
トのユーザ優先度は 802.1p 規格によって使用され、CFI はイーサネット タイプのネットワークとトー
クン リング タイプのネットワークの互換性の目的で使用されます。VID は VLAN の ID で、基本的に
802.1Q 規格によって使用されます。12 ビットなので、4096 の VLAN の識別が可能です。

TPID のオクテット 2 つ、タグ制御情報フィールドのオクテット 2 つの後に、本来は TPID のある送信
元アドレス フィールドの後に置かれるはずだった 2 つのオクテットがあります。このオクテットには、
IEEE 802.3 の場合は MAC 長、Ethernet バージョン 2 の場合は EtherType が格納されます。
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図 3
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PAD
FCS

EtherType および VLAN ID は、MAC 送信元アドレスの後、元の Ethertype/Length または Logical
Link Control（LLC）の前に挿入されます。1 ビットの CFI には、802.1H 変換を使用しなくてもトー
クン リング フレームをイーサネット バックボーン全体に送信できるよう、T-R カプセル化ビットが含
まれています。

フレーム制御シーケンスの再計算
図 4 は、フレームにタグを追加するとどのようにフレーム制御シーケンスが再計算されるかを示して
います。802.1p と 802.1Q では、同じタグが使用されます。
図 4

タグを追加するとフレーム制御シーケンスが再計算される
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宛先 送信元

ネイティブ VLAN
各物理ポートには、PVID というパラメータがあります。すべての 802.1Q ポートには PVID 値が割り
当てられます。この値はポートのネイティブ VLAN の ID になります（デフォルトは VLAN 1 です）。
タグなしフレームはすべて、PVID パラメータで指定された LAN に割り当てられます。ポートでタグ
付きフレームが受信された場合は、そのタグが尊重されます。フレームにタグが付いていない場合は、
PVID に含まれる値がタグと見なされます。これは図 5 のように、VLAN 対応および VLAN 非対応の
ブリッジやステーションの同じケーブル上で共存が可能になるよう、フレームにはタグが付いておら
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ず、PVID にはタグが付いているためです。たとえば、図 5 の下部にある中央トランク リンクに 2 つの
ステーションが接続しているとします。これらのステーションは VLAN 非対応であり、VLAN C に関
連付けられます。これは VLAN 対応のブリッジの PVID が VLAN C と等しいからです。VLAN 非対
応のステーションはタグなしフレームしか送信しないため、VLAN 対応ブリッジ デバイスはこうした
タグなしフレームを受信すると、それを VLAN C に割り当てます。
図 5

ネイティブ VLAN
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VLAN C

PVST+
PVST+ は、802.1Q トランクをサポートするほか、802.1Q のスイッチの単一スパニング ツリーに多重
スパニング ツリーのマッピングを提供します。
PVST+ のアーキテクチャでは、3 種類のリージョンが区別されます。
• PVST リージョン
• PVST+ リージョン
• MST リージョン
各リージョンは同種のスイッチで構成されます。PVST リージョンは、2 つの ISL ポートを接続するこ
とで PVST+ リージョンに接続できます。同様に、PVST+ リージョンは 2 つの 802.1Q ポートを接続す
ることで MST リージョンに接続できます。

PVST リージョンと PVST+ リージョンの境界では、スパニング ツリーは 1 対 1 になります。MST
リージョンと PVST+ リージョンの境界では、MST リージョンの ST が PVST+ リージョンの 1 つの
PVST にマッピングされます。マッピングの対象は、共通スパニング ツリー（CST）と呼ばれます。
デフォルトの CST は、VLAN 1（ネイティブ VLAN）の PVST です。
CST を除くすべての PVST は、MST リージョンを通してトンネリングされます。トンネリングとは、
ブリッジ プロトコル データ ユニット（BPDU）が、MST リージョン内にある単一スパニング ツリー
に沿って MST リージョン内に大量に送信されることです。
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イングレス ルールとエグレス ルール
PVST+ ルータの 802.1Q ポートでの BPDU 伝送は、次のルールに従って実行されます。
• CST の BPDU（デフォルトでは VLAN 1 のもの）は、IEEE アドレスに送信されます。
• その他すべての BPDU は、Shared Spanning Tree Protocol（SSTP）アドレスに送信され、論理リ
ンク制御 - サブネットワーク アクセス プロトコル（LLC-SNAP）のヘッダーでカプセル化されま
す。

• 802.1Q トランクの PVID と等しい CST の BPDU および VLAN の BPDU は、タグなしで送信さ
れます。

• その他すべての BPDU は、VLAN ID とともにタグ付きで送信されます。
• CST の BPDU も SSTP アドレスに送信されます。
• SSTP アドレス宛の各 BPDU は、PVID チェックのため末尾に Tag-Length-Value も付加されます。

PVST+ ルータの 802.1Q ポートでの BPDU 受信は、次のルールに従って行われます。
• IEEE アドレス宛のタグなし BPDU はすべて、802.1Q ポートの PVID で受信される必要がありま
す。

• IEEE アドレス宛の BPDU で、VLAN ID がネイティブ VLAN と一致するものは、CST によって
処理されます。

• その他すべての IEEE アドレス宛 BPDU（VLAN ID がネイティブ VLAN と一致せず、ポート タ
イプが 802.1Q でないもの）は、その特定の VLAN ID のスパニング ツリーによって処理されま
す。

• SSTP アドレス宛の BPDU で、VLAN ID が TLV と等しくないものはドロップされ、ポートは不一
致のためブロックされます。

• その他すべての SSTP アドレス宛 BPDU（VLAN ID がネイティブ VLAN と等しくないもの）は、
その特定の VLAN ID のスパニング ツリーによって処理されます。
• SSTP アドレス宛の BPDU で、VLAN ID がネイティブ VLAN と一致するものはドロップされま
す。これは整合性チェックに使用されます。

Integrated Routing and Bridging（IRB）
IRB では、特定のプロトコルをルーテッド インターフェイスとブリッジ グループの間、またはブリッ
ジ グループ間でルーティングできます。IRB は次のプロトコルでサポートされています。
• IP
• IPX
• AppleTalk

VLAN カラー
VLAN スイッチングは、フレーム タギングによって実現されています。特定の仮想トポロジを送信元
とし、そのトポロジ内だけに送信されるトラフィックには、共通のバックボーンまたはトランク リン
クを通過するときに、固有の VLAN ID が与えられます。この VLAN ID により、VLAN スイッチング
デバイスは埋め込まれた VLAN ID に基づいて高度な転送判断を行います。各 VLAN はカラー、つま
り VLAN 識別子によって区別されます。この固有の VLAN ID によって、VLAN のフレーム カラーが
決まります。特定の VLAN から送信され、その VLAN の外に出ないパケットは、VLAN 固有の印と
なる識別子（VLANID）と共に伝送されます。

8

VLAN 間のルーティングの設定
VLAN 間のルーティングについて

VLAN スイッチおよびルータは、VLAN ID を使用することで、同じ VLAN ID を持つポートに選択的
にパケットを転送できます。送信元ステーションからフレームを受信したスイッチは、そのパケットに
VLAN ID を付加してから、共有バックボーン ネットワークにパケットを送出します。フレームがス
イッチド LAN から出る際、スイッチはヘッダーを取り除き、そのフレームを VLAN カラーが一致す
るインターフェイスに転送します。VlanDirector などの Cisco ネットワーク管理製品を使用すれば、実
際に VLAN にカラー コードを割り当てて、VLAN をグラフィカルにモニタすることができます。

VLAN の実装
ネットワーク管理者は、ATM、FDDI、ファスト イーサネットなどの高速技術を含む主なトポロジす
べてを横断する論理グループにネットワークを分割できます。システム管理者やネットワーク管理者は
仮想 LAN を作成することで、トラフィック パターンを制御できるほか、移動の必要性やノードの再配
備による再配置およびネットワークの絶え間ない変化にも、ルータ コンフィギュレーションで VLAN
メンバー リストを変更するだけで迅速に対応できます。デバイスの追加、削除、移動や、ネットワー
ク構成に関するその他の変更は、ソフトウェア上で実行できます。
ネットワークを設計する際には、VLAN の作成に関連する問題点を考慮しておく必要があります。検
討すべき考慮事項には次のようなものがあります。

• スケーラビリティ
• パフォーマンスの向上
• セキュリティ
• ネットワークの追加、移動、変更

VLAN 間の通信
Cisco IOS ソフトウェアを使用すると、VLAN 間でレイヤ 3 ではフル機能のルーティングを、レイヤ 2
では変換を実行できます。VLAN 間のルーティングには、5 種類のプロトコルを使用できます。
• 「スイッチ間リンクプロトコル」（P.9）
• 「IEEE 802.10 プロトコル」（P.10）
• 「IEEE 802.1Q プロトコル」（P.10）
• 「ATM LANE プロトコル」（P.10）
• 「ATM LANE Fast Simple Server Replication Protocol」（P.10）
この 5 種類の技術はすべて、OSI レイヤ 2 ブリッジ多重化メカニズムに基づいています。

スイッチ間リンクプロトコル
スイッチ間リンク（ISL）プロトコルは、2 つの VLAN 対応イーサネット、ファスト イーサネット、
またはギガビット イーサネットのデバイス（Catalyst 3000 や 5000 のスイッチおよび Cisco 7500 ルー
タなど）の間で使用されます。ISL プロトコルはパケット タギング プロトコルで、標準的なイーサ
ネット フレームを使用し、そのフレームに VLAN 情報が関連付けられています。ISL リンクのパケッ
トには、標準的なイーサネット、FDDI、またはトークン リングのフレームが含まれており、そのフ
レームに VLAN 情報が関連付けられています。ISL は現在ファスト イーサネットのリンクでのみサ
ポートされていますが、単一の ISL リンク（トランク）は複数の VLAN からの異なるプロトコルを伝
達できます。

ISL およびトークン リング ISL（TRISL）機能の設定方法は、「スイッチ間リンクのカプセル化方式に
よる VLAN 間のルーティング設定」（P.15）で説明しています。
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IEEE 802.10 プロトコル
IEEE 802.10 プロトコルは、VLAN 間の接続を可能にします。このプロトコルは当初、共有
LAN/MAN 環境内におけるセキュリティへのニーズの高まりを受けて開発されたもので、ネットワー
ク全体にわたりデータの機密性と完全性を保護するため認証と暗号化の技術を取り入れています。さら
にレイヤ 2 で機能するため、高スループットで低遅延のスイッチング環境に非常に適しています。
IEEE 802.10 プロトコルはあらゆる LAN または HDLC のシリアル インターフェイスで実行できます。

IEEE 802.10 カプセル化を使用した VLAN 間のルーティングを設定する手順は、「IEEE 802.10 カプセ
ル化を使用する VLAN 間のルーティング設定」（P.31）で説明しています。

IEEE 802.1Q プロトコル
IEEE 802.1Q プロトコルは、複数のスイッチおよびルータの相互接続や、VLAN トポロジの定義に使
用されます。シスコでは現在、ファスト イーサネットおよびギガビット イーサネットのインターフェ
イスで IEEE 802.1Q をサポートしています。

（注）

イーサネット インターフェイスでは、IEEE 802.1Q カプセル化はサポートしていません。

IEEE 802.1Q カプセル化を使用した VLAN 間のルーティングを設定する手順は、「IEEE 802.1Q カプ
セル化を使用する VLAN 間のルーティング設定」（P.33）で説明しています。

ATM LANE プロトコル
ATM LAN エミュレーション（LANE）プロトコルを使用すると、レガシー LAN のユーザは、エンド
ステーションのハードウェアやソフトウェアに変更を加えることなく ATM の利点を享受できます。
LANE では、IEEE 802.3 イーサネットのようなブロードキャスト環境が、ポイントツーポイント環境
である ATM ネットワーク上でエミュレーションされます。
LANE は ATM を LAN のように機能させます。LANE を利用すれば、NDIS や ODI のような標準的な
LAN ドライバを使用できます。仮想 LAN はアプリケーションに対して透過的です。アプリケーショ
ンは、ATM 実装にまつわる複雑さを回避しつつ、通常の LAN 機能を利用できます。たとえばステー
ションは、ATM がポイントツーポイント技術として定義されており、エニーツーエニーのサービスを
サポートしていなくても、ブロードキャストやマルチキャストを送信できます。
これを行うため、ATM クライアント ワークステーションには LAN エミュレーション クライアント
（LEC）と呼ばれる特殊な低レベル ソフトウェアが実装されています。このクライアント ソフトウェア
は、LAN エミュレーション サーバ（LES）と呼ばれる中央制御ポイントと交信します。Broadcast and
Unknown Server（BUS）は、ブロードキャストやマルチキャストを配信する中央ポイントとして機能
します。LAN エミュレーション コンフィギュレーション サーバ（LECS）には、各 LEC およびその
LEC が属する ELAN のデータベースが格納されています。このデータベースはネットワーク管理者が
管理します。
これらのプロトコルについては、『Cisco Internetwork Design Guide』で詳細に説明しています。

ATM LANE Fast Simple Server Replication Protocol
シスコでは ATM LANE Simple Server Replication Protocol （SSRP）を改善するため、ATM LANE
Fast Simple Server Replication Protocol（FSSRP）を導入しました。FSSRP は、ELAN の設定済みの
全 LANE サーバが常にアクティブであるという点が LANE SSRP と異なります。FSSRP 対応の LANE
クライアントでは、一度に最大 4 つの LANE サーバおよび BUS に対して仮想回線（VC）が確立され
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ます。1 つの LANE サーバがダウンすると、LANE クライアントはすぐに次の LANE サーバおよび
BUS にスイッチオーバーするため、データや LE ARP テーブルのエントリが失われたり外部シグナリ
ングが発生したりすることはありません。

FSSRP 機能は、LANE クライアントのための LANE サーバと BUS のスイッチオーバーを即時に行う
ことで、SSRP を強化します。SSRP では、LANE サーバがダウンすると、ネットワークの負荷によっ
ては、LANE クライアントが正しい LANE サーバおよび BUS に復帰するまでに相当の時間がかかるこ
とがありました。LANE クライアントは SSRP とともにダウンするだけでなく、次のようなことも発
生します。
• データ ダイレクト VC が消去される
• LE ARP エントリが消去される
• 大量のシグナリングアクティビティおよびデータ損失が発生する

FSSRP は LANE クライアントのこうした問題を緩和するために開発されました。FSSRP では、各
LANE クライアントが一度に最大 4 つの LANE サーバおよび BUS に結合されます。マスター LANE
サーバと BUS の概念は維持されており、LANE クライアントは LANE サーバの BUS サービスが必要
な場合、マスター LANE サーバを利用します。ただし SSRP と FSSRP の相違は、マスター LANE
サーバがダウンした場合、LANE クライアントがすでに複数のバックアップ LANE サーバおよび BUS
に接続されているという点です。LANE クライアントは単純に次のバックアップ LANE サーバおよび
BUS を、マスター LANE サーバおよび BUS として利用することができます。

VLAN の相互運用性
Cisco IOS の機能は、VLAN 技術に追加的な利点を付与します。ISL、IEEE 802.10、および ATM
LANE の実装を強化することで、VLAN 間で主要なすべてのプロトコルによるルーティングが可能に
なります。こうした強化により、ユーザは VLAN 間の通信機能を提供することで、VLAN 構成を導入
したより堅牢なネットワークを作成できます。

VLAN 間の通信
Cisco IOS は、ISL および ATM LANE の VLAN におけるさまざまなプロトコルの完全なルーティング
をサポートしています。IEEE 802.10 の VLAN では、IP、Novell IPX、および AppleTalk のルーティ
ングがサポートされています。ネットワーク アドバタイズメント、セカンダリ、ヘルプ アドレスと
いった標準的なルーティング属性が適用可能で、VLAN ルーティングは高速スイッチングされます。
表 1 に、各 VLAN のカプセル化形式に対してサポートされているプロトコルと、サポートが導入され
た対応する Cisco IOS ソフトウェア リリースを示します。
表 1

VLAN 間のルーティング プロトコルのサポート

プロトコル

ISL

ATM LANE

IEEE 802.10

IP

リリース 11.1

リリース 10.3

リリース 11.1

Novell IPX（デフォルトのカプセ

リリース 11.1

リリース 10.3

リリース 11.1

リリース 11.3

リリース 10.3

リリース 11.3

AppleTalk フェーズ II
DECnet

リリース 11.3

リリース 10.3

—

リリース 11.3

リリース 11.0

—

Banyan VINES

リリース 11.3

リリース 11.2

—

XNS

リリース 11.3

リリース 11.2

—

ル化）

Novell IPX（設定可能なカプセル
化）

11

VLAN 間のルーティングの設定
VLAN 間ルーティングの設定方法

表 1

VLAN 間のルーティング プロトコルのサポート （続き）

プロトコル

ISL

ATM LANE

IEEE 802.10

CLNS

リリース 12.1

—

—

IS-IS

リリース 12.1

—

—

VLAN 変換
VLAN 変換は、異なる VLAN 間または VLAN と非 VLAN 間におけるレイヤ 2 カプセル化インター
フェイスを変換する、Cisco IOS ソフトウェアの機能です。変換が行われるのは通常、非ルーティング
プロトコルの選択的な VLAN 間スイッチングの場合や、単一の VLAN トポロジを異種混在型スイッチ
ング環境に拡張する場合です。また、VLAN 変換では VLAN カプセル化ヘッダーが維持されるため、
各種の主要なインターフェイス上での VLAN のブリッジングも可能です。1 つの VLAN ドメイン内で
のトポロジの変更は、別の VLAN には影響しません。

スイッチド VLAN の設計
VLAN 間のルーティングを設定する前に、ネットワーク内のスイッチによる VLAN を定義しておく必
要があります。ネットワーク設計時には、ネットワーク設計の問題のほか、VLAN の定義に関連する
問題も解決しなければなりません。詳細は、『Cisco Internetwork Design Guide』および該当するス
イッチのマニュアルを参照し、次の事項について十分検討してください。

• VLAN 間のリソース共有
• ロードバランシング
• 冗長リンク
• アドレッシング
• VLAN によるネットワーク セグメンテーション：ネットワークをブロードキャスト グループに分
割すると、ネットワークのセキュリティを高めることができます。ステーション アドレス、アプ
リケーション タイプ、およびプロトコル タイプに基づくルータ アクセス リストを使用してくださ
い。

• スイッチド ネットワーク内のルータとその役割：スイッチド ネットワーク内のルータは、ブロー
ドキャスト管理やルートの処理および振り分けを実行し、VLAN 間の通信機能を提供します。
ルータを使用することで、共有リソースへの VLAN アクセスが可能になります。また、従来型の
サブネット方式で論理的に分割されたネットワークへの接続や、WAN リンクを通じたリモート サ
イトへのアクセスを必要とするネットワーク接続にも、ルータが使用されます。

VLAN 間ルーティングの設定方法
この項には、次のような設定手順のグループがあります。

• 「VLAN の範囲（レンジ）の設定」（P.13）
• 「スイッチ間リンクのカプセル化方式による VLAN 間のルーティング設定」
• 「IEEE 802.10 カプセル化を使用する VLAN 間のルーティング設定」
• 「IEEE 802.1Q カプセル化を使用する VLAN 間のルーティング設定」
• 「IEEE 802.1 Q-in-Q VLAN タグ終端機能の設定」
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VLAN の範囲（レンジ）の設定
VLAN レンジ機能を使用すると、VLAN サブインターフェイスをグループ化して、グループに入力し
たコマンドをグループ内のすべてのサブインターフェイスに適用することができます。この機能は設定
作業を単純化し、コマンド解析の負担を低減させます。

制約事項
• インターフェイス コンフィギュレーション モードで interface range コマンドとともに入力した各
コマンドは、入力と同時に実行されます。インターフェイス コンフィギュレーション モードを終
了した時点で、コマンドがバッチ処理されるわけではありません。コマンドの実行中にインター
フェイス コンフィギュレーション モードを終了すると、一部のコマンドが範囲内の一部のイン
ターフェイスに対して実行されない場合もあります。コマンド プロンプトが再表示されるのを
待ってから、インターフェイス コンフィギュレーション モードを終了してください。

• no interface range コマンドはサポートされていません。範囲を削除するには、個々のサブイン
ターフェイスを削除する必要があります。

VLAN レンジ機能の利点
VLAN レンジ機能には次の利点があります。
同時設定
同一のコマンドは、各サブインターフェイスに別個に入力する代わりに、一定の範囲内のサブインター
フェイスに対して 1 度だけ入力することができます。
重複する範囲の設定
重複するサブインターフェイスの範囲を設定できます。
サブインターフェイスのカスタマイズ
範囲内の各サブインターフェイスは、カスタマイズしたり削除したりできます。

VLAN サブインターフェイスの範囲の設定
VLAN サブインターフェイスの範囲を設定するには、次のコマンドを使用します。
手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface range {{ethernet | fastethernet | gigabitethernet | atm}
slot/interface.subinterface - {{ethernet | fastethernet | gigabitethernet | atm}
slot/interface.subinterface}]
4. encapsulation dot1Q vlan-id
5. no shutdown
6. exit
7. show running-config
8. show interfaces
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
例：

します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

interface range {{ethernet | fastethernet |
gigabitethernet | atm}
slot/interface.subinterface - {{ethernet |
fastethernet | gigabitethernet |
atm}slot/interface.subinterface}

設定するサブインターフェイスの範囲を選択します。
（注）

ダッシュの前後のスペースは必須です。たと
えば、interface range fastethernet 1 - 5 と
いうコマンドは有効ですが、interface range
fastethernet 1-5 は無効です。

例：
Router(config)# interface range
fastethernet5/1.1 - fastethernet5/1.4

ステップ 4

encapsulation dot1Q vlan-id

例：
Router(config-if)# encapsulation dot1Q 301

範囲内の各サブインターフェイスに一意の VLAN ID
を割り当てます。

• vlan-id：仮想 LAN の ID。指定可能な範囲は 1
～ 4095 です。
• vlan-id 引数で指定した VLAN ID は、範囲内の
最初のサブインターフェイスに適用されます。
以降の各サブインターフェイスには、vlan-id で
指定した値にサブインターフェイス番号を加え、
最初のサブインターフェイス番号を引いた
VLAN ID（VLAN ID + サブインターフェイス
番号 – 最初のサブインターフェイス番号）が割
り当てられます。

ステップ 5

no shutdown

インターフェイスをアクティブにします。

• このコマンドは、インターフェイスをシャット
例：

ダウンする場合のみ必要です。

Router(config-if)# no shutdown

ステップ 6

exit

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Router(config-if)# exit

ステップ 7

show running-config

サブインターフェイスの設定を確認します。

例：
Router# show running-config

ステップ 8

show interfaces

例：
Router# show interfaces
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スイッチ間リンクのカプセル化方式による VLAN 間のルーティング設定
この項では、スイッチ間リンク（ISL）プロトコルについて説明し、ISL およびトークン リング ISL
（TRISL）機能の設定方法のガイドラインを示します。この項の内容は次のとおりです。

• 「ISL でのフレーム タギング」（P.15）
• 「AppleTalk Routing over ISL の設定」（P.16）
• 「Banyan VINES Routing over ISL の設定」（P.17）
• 「DECnet Routing over ISL の設定」（P.18）
• 「Hot Standby Router Protocol over ISL の設定」（P.19）
• 「IP Routing over TRISL の設定」（P.22）
• 「ISL による 802.10 VLAN での IPX ルーティングの設定」（P.23）
• 「IPX Routing over TRISL の設定」（P.25）
• 「ISL による VIP 分散スイッチングの設定」（P.26）
• 「XNS Routing over ISL の設定」（P.28）
• 「CLNS Routing over ISL の設定」（P.29）
• 「IS-IS Routing over ISL の設定」（P.30）

ISL でのフレーム タギング
ISL は、複数のスイッチを相互接続し、トラフィックがスイッチ間で転送される際に VLAN 情報を維
持するためのシスコのプロトコルです。ISL は VLAN 機能を提供すると同時に、フルまたはハーフ
デュプレックス モードのファスト イーサネット リンクでフル ワイヤ速度のパフォーマンスを維持しま
す。ISL はイントツーポイント環境で機能し、最大 1000 の VLAN をサポートします。実質的に、環境
に必要な数だけ論理ネットワークを定義できます。

ISL では、イーサネット フレームが VLAN ID をスイッチおよびルータ間で転送するヘッダーとともに
カプセル化されます。イーサネット フレームには、10 ビットの VLAN ID を含む 26 ビットのヘッダー
が提示されます。
A VLAN ID は、フレームが非ローカル ネットワーク向けにプリペンドされる場合のみフレームに追加
されます。図 6 は、共有バックボーンを通過する VLAN パケットを示しています。各 VLAN パケット
は、パケット ヘッダー内に VLAN ID を含んでいます。
共有バックボーンを通過する VLAN パケット

ࠣࡦ
ࡉ࡞
࠻ࠢࡦ
ࡦࠣ ࠶࠼

ࠣࡦ
ࡈࠔࠬ࠻ ࠗࠨࡀ࠶࠻

ࠣࡦ

ࡉ࡞

࠶࠼

ࡉ࡞
࠻ࠢࡦ

࠶࠼ ࡦࠣ

S6621

図 6

ルーティングはネットワーク内の任意の数の VLAN 間に設定できます。この項では、ISL カプセル化
がサポートされる各プロトコルでの設定タスクを説明します。ルーティングするプロトコルにかかわら
ず、基本的な手順は同じです。次のようなタスクがあります。

• ルータでプロトコルをイネーブルにする
• インターフェイスでプロトコルをイネーブルにする

15

VLAN 間のルーティングの設定
VLAN 間ルーティングの設定方法

• カプセル化形式を ISL または TRISL に定義する
• 環境の要件に従ってプロトコルをカスタマイズする

AppleTalk Routing over ISL の設定
AppleTalk は、ISL および IEEE 802.10 VLAN のカプセル化プロトコルを使用して、VLAN サブイン
ターフェイスでルーティングできます。AppleTalk Routing over ISL および IEEE 802.10 VLAN の機
能は、フル機能の Cisco IOS ソフトウェアによる AppleTalk サポートを VLAN ごとに提供するため、
VLAN 上で標準の AppleTalk 機能を設定できます。
VLAN 間に AppleTalk over ISL または IEEE 802.10 をルーティングするには、サブインターフェイス
をカスタマイズして、それを使用する環境を作成する必要があります。次の手順を、記載されている順
序どおりに実行してください。
手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. appletalk routing [eigrp router-number]
4. interface type slot/port.subinterface-number
5. encapsulation isl vlan-identifier
または

encapsulation sde said
6. appletalk cable-range cable-range [network.node]
7. appletalk zone zone-name
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力し
例：

ます。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

appletalk routing [eigrp router-number]

AppleTalk ルーティングを、ISL または 802.10 のイン
ターフェイス上でグローバルにイネーブルにします。

例：
Router(config)# appletalk routing

ステップ 4

interface type slot/port.subinterface-number

VLAN が使用するサブインターフェイスを指定しま
す。

例：
Router(config)# interface Fddi 1/0.100
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コマンドまたはアクション
ステップ 5

encapsulation isl vlan-identifier

または

目的
カプセル化形式を ISL（isl）または IEEE 802.10
（sde）として定義し、VLAN ID またはセキュリティ
アソシエーション ID をそれぞれ指定します。

encapsulation sde said

例：
Router(config-if)#

ステップ 6

encapsulation sde 100

appletalk cable-range cable-range
[network.node]

サブインターフェイスに AppleTalk ケーブル レンジお
よびゾーンを割り当てます。

例：
Router(config-if)#
100-100 100.2

ステップ 7

appletalk cable-range

appletalk zone zone-name

サブインターフェイスに AppleTalk ゾーンを割り当て
ます。

例：
Router(config-if)# appletalk zone 100

Banyan VINES Routing over ISL の設定
Banyan VINES は、ISL カプセル化プロトコルを使用して、VLAN サブインターフェイスをルーティ
ングできます。Banyan VINES Routing over ISL の仮想 LAN 機能は、フル機能の Cisco IOS ソフト
ウェアによる Banyan VINES サポートを VLAN ごとに提供するため、VLAN 上で標準の Banyan
VINES 機能を設定できます。
VLAN 間で ISL を介して Banyan VINES をルーティングするには、サブインターフェイスで ISL カプ
セル化を設定する必要があります。次のタスクの手順を、記載されている順序どおりに実行してくださ
い。
手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. vines routing [address]
4. interface type slot/port.subinterface-number
5. encapsulation isl vlan-identifier
6. vines metric [whole [fraction]]
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力し
例：

ます。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

vines routing [address]

Banyan VINES ルーティングをグローバルにイネーブ
ルにします。

例：
Router(config)# vines routing

ステップ 4

interface type slot/port.subinterface-number

ISL を使用するサブインターフェイスを指定します。

例：
Router(config)# interface fastethernet 1/0.1

ステップ 5

encapsulation isl vlan-identifier

カプセル化形式を ISL（isl）に定義し、VLAN ID を指
定します。

例：
Router(config-if)# encapsulation isl 200

ステップ 6

vines metric [whole [fraction]]

インターフェイス上の VINES ルーティング メトリッ
クをイネーブルにします。

例：
Router(config-if)#vines metric 2

DECnet Routing over ISL の設定
DECnet は、ISL VLAN カプセル化プロトコルを使用して、VLAN サブインターフェイスをルーティ
ングできます。DECnet Routing over ISL の仮想 LAN 機能は、フル機能の Cisco IOS ソフトウェアに
よる DECnet サポートを VLAN ごとに提供するため、VLAN 上で標準の DECnet 機能を設定できま
す。

ISL VLAN 間で DECnet をルーティングするには、サブインターフェイスで ISL カプセル化を設定す
る必要があります。次のタスクで説明する手順を、記載されている順序どおりに実行してください。
手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. decnet [network-number] routing [decnet-address]
4. interface type slot/port.subinterface-number
5. encapsulation isl vlan-identifier
6. decnet cost [cost-value]
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
例：

します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

Router(config)# decnet [network-number] routing
[decnet-address]

ルータで DECnet をイネーブルにします。

例：
Router(config)# decnet routing 2.1

ステップ 4

interface type slot/port.subinterface-number

ISL を使用するサブインターフェイスを指定します。

例：
Router(config)# interface fastethernet 1/0.1

ステップ 5

encapsulation isl vlan-identifier

カプセル化形式を ISL（isl）に定義し、VLAN ID を
指定します。

例：
Router(config-if)# encapsulation isl 200

ステップ 6

decnet cost [cost-value]

インターフェイス上の DECnet コスト メトリックを
イネーブルにします。

例：
Router(config-if)# decnet cost 4

Hot Standby Router Protocol over ISL の設定
Hot Standby Router Protocol（HSRP; ホットスタンバイ ルータ プロトコル）は、IP ネットワークに耐
障害性を付与し、ルーティングのパフォーマンスを強化します。HSRP では、Cisco IOS ルータが互い
の動作状態をモニタし、HSRP グループの現在のパケット転送デバイスに障害が発生したりそのデバイ
スがメンテナンスのためダウンしたりした際には、ただちにパケット転送の役割を担うことができま
す。スタンバイ メカニズムは接続されているホストに対して透過的なままであり、あらゆる LAN タイ
プで展開できます。複数のホット スタンバイ グループがあるため、ルータは冗長バックアップの提供
と、異なる IP サブネット間でのロードシェアリングを同時に実行できます。
図 7 は、HSRP を ISL とともに使用することで、さまざまな VLAN 間でのルーティングが可能になる
様子を示しています。 .
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図 7

VLAN 構成におけるホット スタンバイ ルータ プロトコル
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各 VLAN サブネットにそれぞれ別個の HSRP グループが設定されるため、Cisco IOS ルータ A を
VLAN 10 および 20 のプライマリおよび転送ルータにできます。このルータは同時に、VLAN 30 およ
び 40 のバックアップとしても機能します。逆に、ルータ B は ISL VLAN 30 および 40 のプライマリ
および転送ルータとして機能するとともに、分散 VLAN のサブネット 10 および 20 のセカンダリおよ
びバックアップ ルータの役割も果たします。

HSRP over ISL を実行すると、VLAN IP サブネットのフロント エンドとして設定された複数のルータ
間の冗長性を設定できます。HSRP over ISL を設定することで、シングル ポイント障害によりトラ
フィックが中断されるという状況を回避できます。この機能は本質的に、サブネットと VLAN の間の
ロード バランシングおよび冗長性の機能を提供することで、ネットワーキングの全体的な耐性を幾分
向上させます。

VLAN 間に HSRP over ISL を設定するには、それを使用する環境を作成する必要があります。次の項
で説明するタスクを、記載されている順序どおりに実行してください。
手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface type slot/port.subinterface-number
4. encapsulation isl vlan-identifier
5. ip address ip-address mask [secondary]
6. standby [group-number] ip [ip-address [secondary]]
7. standby [group-number] timers hellotime holdtime
8. standby [group-number] priority priority
9. standby [group-number] preempt
10. standby [group-number] track type-number [interface-priority]
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11. standby [group-number] authentication string
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
例：

します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

interface type slot/port.subinterface-number

例：

ISL を使用するサブインターフェイスを指定し、イ
ンターフェイス コンフィギュレーション モードを開
始します。

Router(config)# interface FastEthernet 1/1.110

ステップ 4

encapsulation isl vlan-identifier

カプセル化形式を定義し、VLAN ID を指定します。

例：
Router(config-if)#

ステップ 5

encapsulation isl 110

ip address ip-address mask [secondary]

ISL を使用するサブネットの IP アドレスを指定しま
す。

例：
Router(config-if)# ip address 10.1.1.2
255.255.255.0

ステップ 6

Router(config-if)# standby [group-number] ip
[ip-address [secondary]]

HSRP をイネーブルにします。

例：
Router(config-if)# standby 1 ip 10.1.1.101

ステップ 7

standby [group-number] timers hellotime
holdtime

hello パケット間隔、およびアクティブ ルータのダ
ウンを他のルータが宣言するまでのホールド タイム
を設定します。

例：
Router(config-if)# standby 1 timers 10 10

ステップ 8

standby [group-number] priority priority

アクティブ ルータの選択に使用されるホットスタン
バイ プライオリティを設定します。

例：
Router(config-if)# standby 1 priority 105

ステップ 9

standby [group-number] preempt

例：
Router(config-if)# standby 1 priority 105

ローカル ルータのプライオリティが現在のアクティ
ブ ルータよりも高い場合、ローカル ルータがアク
ティブ ルータの役割を担うよう試行する必要がある
かどうかを指定します。
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ステップ 10

コマンドまたはアクション

目的

standby [group-number] track type-number
[interface-priority]

他のインターフェイスをトラッキングするようにイ
ンターフェイスを設定します。この設定により、他
のインターフェイスの 1 つがダウンした場合は、そ
のデバイスのホットスタンバイ プライオリティが減
少します。

例：
Router(config-if)# standby 1 track 4 5

ステップ 11

standby [group-number] authentication string

すべての HSRP メッセージに含める認証ストリング
を選択します。

例：
Router(config-if)# standby 1 authentication
hsrpword7

（注）

HSRP の詳細については、『Cisco IOS IP Application Services Configuration Guide』の「Configuring
HSRP」の章を参照してください。

IP Routing over TRISL の設定
IP routing over TRISL の VLAN 機能は、VLAN 構成における IP フレーム タイプのルーティングをサ
ポートするよう、IP ルーティング機能を拡張します。
手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ip routing
4. interface type slot/port.subinterface-number
5. encapsulation tr-isl trbrf-vlan vlanid bridge-num bridge-number
6. ip address ip-address mask
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
例：

します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ip routing

例：
Router(config)# ip routing
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

interface type slot/port.subinterface-number

TRISL を使用するサブインターフェイスを指定し、
インターフェイス コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Router(config)# interface FastEthernet4/0.1

ステップ 5

encapsulation tr-isl trbrf-vlan vlanid
bridge-num bridge-number

例：
Router(config-if# encapsulation tr-isl
trbrf-vlan 999 bridge-num 14

ステップ 6

ip address ip-address mask

TRISL のカプセル化を定義します。
• TRISL カプセル化を設定し、少なくとも 1 つの
TrBRF が定義されていて、インターフェイスが
SRB 用または RIF を使用するルーティング用に
設定されている場合、DRiP データベースは自動
的にイネーブルになります。
インターフェイスに対するプライマリ IP アドレスを
設定します。

• マスクは、IP アドレスのネットワーク番号を表

例：
Router(config-if# ip address 10.5.5.1
255.255.255.0

すビットを特定します。マスクを使用してネッ
トワークをサブネット化する場合、そのマスク
をサブネット マスクと呼びます。
（注）

サブインターフェイスに IP アドレスを割り
当てるには、そのサブインターフェイスに対
して TRISL カプセル化を指定する必要があ
ります。

ISL による 802.10 VLAN での IPX ルーティングの設定
802.10 VLAN での IPX カプセル化機能は、ルータの FDDI インターフェイス上で 802.10 VLAN を介
した設定可能な IPX（Novell-FDDI、SAP、SNAP）のカプセル化を可能にするため、
Catalyst 5000 VLAN スイッチを接続できます。この機能は、VLAN 構成におけるイーサネット フ
レーム タイプの標準的なすべての IPX カプセル化方式のルーティングをサポートするよう、Novell
NetWare のルーティング機能を拡張します。Novell NetWare 環境のユーザは、3 種類の IPX イーサ
ネット カプセル化方式のうち任意のものを設定して、Secure Data Exchange（SDE; セキュア データ交
換）のカプセル化により VLAN の境界を超えてルーティングできるようになりました。IPX カプセル
化オプションは現在、次のような VLAN トラフィックでサポートされています。
• Novell-FDDI（IPX FDDI RAW から FDDI の 802.10 へ）
• SAP（IEEE 802.2 SAP から FDDI の 802.10 へ）
• SNAP（IEEE 802.2 SNAP から FDDI の 802.10 へ）

NetWare のユーザは、単一の VLAN トランキング FDDI インターフェイスを介して、統合された
VLAN ルーティングを設定できるようになりました。SDE VLAN では現在、すべての IPX カプセル化
方式がサポートされているわけではありません。IPX 内部カプセル化のサポートは、SDE 形式でカプ
セル化を行う前に IPX ヘッダーのメッセージングを行うことで実現できます。高速スイッチングでも、
非 MCI プラットフォーム（非 AGS+ や非 7000 など）におけるすべての IPX 内部カプセル化がサポー
トされます。設定可能なイーサネット カプセル化プロトコルを使用することで、NetWare のイーサ
ネット カプセル化方式にかかわらず VLAN を柔軟に使用できます。Novell IPX カプセル化を VLAN
ごとに設定すると、Netware の各バージョン間での移行が容易になります。NetWare のトラフィック
は現在、従来は使用できなかった標準のカプセル化オプション（arpa、sap、および snap）により、
VLAN の境界を超えてルーティングできるようになりました。カプセル化のタイプ、および対応する
フレーミングのタイプについては、『Cisco IOS Novell IPX Configuration Guide』の「Configuring
Novell IPX」の章で説明しています。
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（注）

各 VLAN（サブインターフェイス）に設定できる IPX カプセル化のタイプは 1 つだけです。使用する
IPX カプセル化方式は、特定のサブネット内では同一でなければなりません。同じ VLAN に属するす
べての NetWare システムで必ず単一のカプセル化方式を使用してください。

VLAN が接続されたルータで Cisco IOS ソフトウェアを設定して異なる IPX フレーミング プロトコル
を交換するには、次のタスクで説明する手順を、記載されている順序どおりに実行してください。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ipx routing [node]
4. interface fddi slot/port.subinterface-number
5. encapsulation sde vlan-identifier
6. ipx network network encapsulation encapsulation-type
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
例：

します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ipx routing [node]

IPX ルーティングをグローバルにイネーブルにしま
す。

例：
Router(config)# ipx routing

ステップ 4

interface fddi slot/port.subinterface-number

例：

SDE を使用するサブインターフェイスを指定し、イ
ンターフェイス コンフィギュレーション モードを開
始します。

Router(config)# interface 2/0.1

ステップ 5

encapsulation sde vlan-identifier

カプセル化形式を定義し、VLAN ID を指定します。

例：
Router(config-if)# encapsulation isl 20

ステップ 6

ipx network network encapsulation
encapsulation-type

例：
Router(config-if)# ipx network 20 encapsulation
sap
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IPX Routing over TRISL の設定
ISL VLAN を介した IPX ルーティングの機能は、VLAN 構成におけるイーサネット フレーム タイプの
標準的なすべての IPX カプセル化方式のルーティングをサポートするよう、Novell NetWare のルー
ティング機能を拡張します。Novell NetWare 環境のユーザは、SAP または SNAP のカプセル化方式を
設定して、TRISL のカプセル化により VLAN の境界を超えてルーティングできるようになりました。
VLAN トラフィックには、SAP（Novell Ethernet_802.2）IPX カプセル化方式がサポートされていま
す。
NetWare のユーザは、単一の VLAN トランキング インターフェイスを介して、統合された VLAN
ルーティングを設定できるようになりました。設定可能なイーサネット カプセル化プロトコルを使用
することで、NetWare のイーサネット カプセル化方式にかかわらず VLAN を柔軟に使用できます。
Novell IPX カプセル化を VLAN ごとに設定すると、Netware の各バージョン間での移行が容易になり
ます。NetWare のトラフィックは現在、従来は使用できなかった標準のカプセル化オプション（sap お
よび snap）により、VLAN の境界を超えてルーティングできるようになりました。カプセル化のタイ
プ、および対応するフレーミングのタイプについては、『Cisco IOS Novell IPX Configuration Guide』
の「Configuring Novell IPX」の章で説明しています。

（注）

各 VLAN（サブインターフェイス）に設定できる IPX カプセル化のタイプは 1 つだけです。使用する
IPX カプセル化方式は、特定のサブネット内では同一でなければなりません。同じ LAN に属するすべ
ての NetWare システムで必ず単一のカプセル化方式を使用してください。

VLAN が接続されたルータで、異なる IPX フレーミング プロトコルを交換するよう Cisco IOS ソフト
ウェアを設定するには、次のタスクで説明する手順を、記載されている順序どおりに実行してくださ
い。
手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ipx routing [node]
4. interface type slot/port.subinterface-number
5. encapsulation tr-isl trbrf-vlan trbrf-vlan bridge-num bridge-num
6. ipx network network encapsulation encapsulation-type
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
例：

します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Router# configure terminal
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コマンドまたはアクション
ステップ 3

ipx routing [node]

目的

IPX ルーティングをグローバルにイネーブルにしま
す。

例：
Router(config)# source-bridge ring-group 100

ステップ 4

interface type slot/port.subinterface-number

例：

TRISL を使用するサブインターフェイスを指定し、
インターフェイス コンフィギュレーション モードを
開始します。

Router(config)# interface TokenRing 3/1

ステップ 5

encapsulation tr-isl trbrf-vlan trbrf-vlan
bridge-num bridge-num

TRISL のカプセル化を定義します。

例：
Router(config-if)#encapsulation tr-isl
trbrf-vlan 999 bridge-num 14

ステップ 6

ipx network network encapsulation
encapsulation-type

NetWare ネットワーク番号（必要な場合）とカプセ
ル化のタイプを指定して、サブインターフェイスの
IPX カプセル化方式を指定します。

例：
Router(config-if)# ipx network 100
encapsulation sap

（注）

Cisco IOS ルータのデフォルトの IPX カプセル化方式は「novell-ether」です（Novell
Ethernet_802.3）。Novell Netware 3.12 または 4.0 を実行している場合、新しい Novell のデフォルトの
カプセル化形式は Novell Ethernet_802.2 であり、Cisco ルータの IPX カプセル化形式を「sap」に設定
する必要があります。

ISL による VIP 分散スイッチングの設定
VIP 分散 ISL 機能の導入により、ISL カプセル化 IP パケットは Cisco 7500 シリーズ ルータにインス
トールされている Versatile Interface Processor（VIP）コントローラでスイッチングできるようになり
ました。
Second Generation VIP2 では、VLAN 構成内において ISL でカプセル化された IP の分散スイッチング
が可能になっています。集約ルータが複数の VLAN の VLAN 間ルーティングを実行する場合、トラ
フィックは中央のルート スイッチ プロセッサ（RSP）を通すことなく、カード上またはカード間で自
律的にスイッチングできます。図 8 は、Cisco 7500 シリーズ ルータの VIP 分散アーキテクチャを示し
たものです。
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図 8
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この分散アーキテクチャでは、追加の VIP カードをインストールすることで徐々に機能を拡張できま
す。VIP カードを使用してマルチプロトコル環境の IP VLAN トラフィックの大半をスイッチングする
と、他のプロトコルのルーティングのパフォーマンスが大幅に向上します。これは RSP が IP をオフ
ロードして、非 IP プロトコルのスイッチング専用になれるためです。

IP 分散スイッチングでは、ISL VLAN IP トラフィックのスイッチングが VIP カードにオフロードさ
れ、メイン CPU からの関与がなくなります。ISL トラフィックを VIP カードにオフロードすること
で、ネットワーキングのパフォーマンスが大幅に向上します。ルータには複数の VIP カードをインス
トールできるため、VLAN ルーティングの機能はルータにインストールした VIP カードの数に従って
直線的に向上します。
VIP で分散スイッチングを設定するには、まずルータで IP ルーティングを設定する必要があります。
次に説明する手順を、記載されている順序どおりに実行してください。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ip routing
4. interface type slot/port-adapter/port
5. ip route-cache distributed
6. encapsulation isl vlan-identifier
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
例：

します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ip routing

例：
Router(config)# ip routing

ルータで IP ルーティングをイネーブルにします。

• IP ルーティングの設定の詳細については、使用
中の Cisco IOS のバージョンに該当する『Cisco
IOS IP Routing Configuration Guide』を参照し
てください。

ステップ 4

interface type slot/port-adapter/port

インターフェイスを指定し、インターフェイス コン
フィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config)# interface FastEthernet1/0/0

ステップ 5

ip route-cache distributed

インターフェイスで IP パケットの VIP 分散スイッチ
ングをイネーブルにします。

例：
Router(config-if)# ip route-cache distributed

ステップ 6

encapsulation isl vlan-identifier

カプセル化形式を ISL に定義し、VLAN ID を指定
します。

例：
Router(config-if)# encapsulation isl 1

XNS Routing over ISL の設定
XNS は、ISL VLAN カプセル化プロトコルを使用して、VLAN サブインターフェイスをルーティング
できます。XNS Routing over ISL の仮想 LAN 機能は、フル機能の Cisco IOS ソフトウェアによる
XNS サポートを VLAN ごとに提供するため、VLAN 上で標準の XNS 機能を設定できます。
ISL VLAN 間で XNS をルーティングするには、サブインターフェイスで ISL カプセル化を設定する必
要があります。次のタスクで説明する手順を、記載されている順序どおりに実行してください。
手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. xns routing [address]
4. interface type slot/port.subinterface-number
5. encapsulation isl vlan-identifier
6. xns network [number]
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
例：

します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

xns routing [address]

XNS ルーティングをグローバルにイネーブルにしま
す。

例：
Router(config)# xns routing 0123.4567.adcb

ステップ 4

interface type slot/port.subinterface-number

例：

ISL を使用するサブインターフェイスを指定し、イ
ンターフェイス コンフィギュレーション モードを開
始します。

Router(config)# interface fastethernet 1/0.1

ステップ 5

encapsulation isl vlan-identifier

カプセル化形式を ISL（isl）に定義し、VLAN ID を
指定します。

例：
Router(config-if)# encapsulation isl 100

ステップ 6

xns network [number]

サブインターフェイスで XNS ルーティングをイネー
ブルにします。

例：
Router(config-if)# xns network 20

CLNS Routing over ISL の設定
CLNS は、ISL VLAN カプセル化プロトコルを使用して、VLAN サブインターフェイスをルーティン
グできます。CLNS Routing over ISL の仮想 LAN 機能は、フル機能の Cisco IOS ソフトウェアによる
CLNS サポートを VLAN ごとに提供するため、VLAN 上で標準の CLNS 機能を設定できます。
ISL VLAN 間で CLNS をルーティングするには、サブインターフェイスで ISL カプセル化を設定する
必要があります。次のタスクで説明する手順を、記載されている順序どおりに実行してください。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. clns routing
4. interface type slot/port.subinterface-number
5. encapsulation isl vlan-identifier
6. clns enable
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
例：

します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

clns routing

CLNS ルーティングをグローバルにイネーブルにし
ます。

例：
Router(config)# clns routing

ステップ 4

interface type slot/port.subinterface-number

例：

ISL を使用するサブインターフェイスを指定し、イ
ンターフェイス コンフィギュレーション モードを開
始します。

Router(config-if)# interface fastethernet 1/0.1

ステップ 5

encapsulation isl vlan-identifier

カプセル化形式を ISL（isl）に定義し、VLAN ID を
指定します。

例：
Router(config-if)# encapsulation isl 100

ステップ 6

clns enable

サブインターフェイスで CLNS ルーティングをイ
ネーブルにします。

例：
Router(config-if)# clns enable

IS-IS Routing over ISL の設定
IS-IS ルーティングは、ISL VLAN カプセル化プロトコルを使用して、VLAN サブインターフェイスで
イネーブルにできます。IS-IS Routing over ISL の仮想 LAN 機能は、フル機能の Cisco IOS ソフトウェ
アによる IS-IS サポートを VLAN ごとに提供するため、VLAN 上で標準の IS-IS 機能を設定できます。
ISL VLAN 間で IS-IS をイネーブルにするには、サブインターフェイスで ISL カプセル化を設定する必
要があります。次のタスクで説明する手順を、記載されている順序どおりに実行してください。
手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router isis [tag]
4. net network-entity-title
5. interface type slot/port.subinterface-number
6. encapsulation isl vlan-identifier
7. clns router isis network [tag]
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
例：

します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

router isis [tag]

IS-IS ルーティングをイネーブルにして、ルータ コ
ンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config)# isis routing test-proc2

ステップ 4

net network-entity-title

ルーティング プロセスの NET を設定します。

例：
Router(config)# net
49.0001.0002.aaaa.aaaa.aaaa.00

ステップ 5

interface type slot/port.subinterface-number

例：

ISL を使用するサブインターフェイスを指定し、イ
ンターフェイス コンフィギュレーション モードを開
始します。

Router(config)# interface fastethernet 2.

ステップ 6

encapsulation isl vlan-identifier

カプセル化形式を ISL（isl）に定義し、VLAN ID を
指定します。

例：
Router(config-if)# encapsulation isl 101

ステップ 7

clns router isis network [tag]

IS-IS をアクティブにルーティングする必要があるイ
ンターフェイスを指定します。

例：
Router(config-if)# clns router is-is network
test-proc2

IEEE 802.10 カプセル化を使用する VLAN 間のルーティング設定
この項では、IEEE 802.10 カプセル化を使用した VLAN 間のルーティングを設定する際に必要なタス
クとオプションのタスクを説明します。

IEEE 802.10 VLAN では HDLC シリアル リンクを VLAN トランクとして使用して、仮想トポロジを
LAN バックボーンの外へ拡張することができます。
AppleTalk は、フル機能の Cisco IOS ソフトウェアによる AppleTalk サポートを VLAN ごとに提供す
る ISL または IEEE 802.10 VLAN の機能を使用して、VLAN サブインターフェイスをルーティングで
きるため、VLAN 上で標準の AppleTalk 機能を設定できます。
AppleTalk のユーザは、単一の VLAN トランキング インターフェイスを介して、統合された VLAN
ルーティングを設定できるようになりました。この機能が導入される前は、AppleTalk は LAN ポート
のメイン インターフェイスでしかルーティングできませんでした。メイン インターフェイスで
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AppleTalk ルーティングがディセーブルになっていたり、メイン インターフェイスがシャットダウン
されていたりすると、物理インターフェイス全体がすべての AppleTalk パケットのルーティングを停
止していました。この機能をイネーブルにすると、メイン インターフェイスを「no-shut」状態にして
おけば、サブインターフェイスでの AppleTalk ルーティングはメイン インターフェイスの変化の影響
を受けなくなります。

VLAN 間で AppleTalk を IEEE 802.10 でルーティングするには、それを使用する環境を作成します。
これにはサブインターフェイスをカスタマイズして、次の手順で説明するタスクを、記載されている順
序どおりに実行してください。
手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. appletalk routing [eigrp router-number]
4. interface fastethernet slot/port.subinterface-number
5. appletalk cable-range cable-range [network.node]
6. appletalk zone zone-name
7. encapsulation sde said
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
例：

します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

appletalk routing [eigrp router-number]

AppleTalk ルーティングをグローバルにイネーブル
にします。

例：
Router(config)# appletalk routing

ステップ 4

interface fastethernet
slot/port.subinterface-number

VLAN で使用するサブインターフェイスを指定し、
インターフェイス コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Router(config)# interface fastethernet 4/1.00

ステップ 5

appletalk cable-range cable-range
[network.node]

例：
Router(config-if)# appletalk 100-100 100.1
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

appletalk zone zone-name

サブインターフェイスに AppleTalk ゾーンを割り当
てます。

例：
Router(config-if)# appletalk zone eng

ステップ 7

encapsulation sde said

例：

カプセル化形式を IEEE 802.10（sde）として定義
し、VLAN ID またはセキュリティ アソシエーショ
ン ID をそれぞれ指定します。

Router(config-if)# encapsulation sde 100

（注）

AppleTalk の設定の詳細については、『Cisco IOS AppleTalk Configuration Guide』の「Configuring
AppleTalk」の章を参照してください。

IEEE 802.1Q カプセル化を使用する VLAN 間のルーティング設定
この項では、IEEE 802.1Q カプセル化を使用した VLAN 間のルーティングを設定する際に必要なタス
クとオプションのタスクを説明します。IEEE 802.1Q プロトコルは、複数のスイッチおよびルータの
相互接続や、VLAN トポロジの定義に使用されます。

前提条件
IEEE 802.1Q カプセル化を使用する VLAN 間のルーティング設定では、単一のスパニング ツリーと、
1 レベルのタグ付けによる明示的なタグ付け方式が存在することを前提とします。
ルーティングはネットワーク内の任意の数の VLAN 間に設定できます。

制約事項
IEEE 802.1Q 規格では、タグなしフレームに関しては非常に多くの制約があります。この規格では、
タグなしフレームについてはポート別 VLAN のソリューションしか提供されてません。たとえば、タ
グなしフレームを VLAN に割り当てる場合は、そのフレームの送信元となったポートしか考慮されま
せん。各ポートには、タグなしフレームの受信に割り当てる VLAN を指定する permanent virtual
identification（ネイティブ VLAN）というパラメータがあります。
IEEE 802.1Q の主な特徴は、フレームがフィルタリングによって VLAN に割り当てられることと、単
一のスパニング ツリーおよび 1 レベルのタグ付けによる明示的なタグ付け方式の存在が前提とされる
ことです。
この項では、IEEE 802.1Q カプセル化がサポートされる各プロトコルでの設定タスクを説明します。
ルーティングするプロトコルにかかわらず、基本的な手順は同じです。次のようなタスクがあります。

• ルータでプロトコルをイネーブルにする
• インターフェイスでプロトコルをイネーブルにする
• カプセル化形式を IEEE 802.1Q に定義する
• 環境の要件に従ってプロトコルをカスタマイズする
ネットワークで IEEE 802.1Q を設定するには、次の作業を行います。使用するプロトコルによって、
次のうちいずれかの作業を行う必要があります。
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• 「IEEE 802.1Q での AppleTalk ルーティングの設定」（必須）
• 「IEEE 802.1Q での IP ルーティングの設定」（必須）
• 「IEEE 802.1Q での IPX ルーティングの設定」（必須）
次の作業はオプションです。これらの作業は、単一のブリッジング アクセス デバイスでホストのネッ
トワークを IEEE 802.1Q VLAN 間のリモート アクセス コンセントレータのブリッジに接続する際に実
行します。次の項では、IEEE 802.1Q カプセル化を使用する VLAN 間での Integrated Routing and
Bridging（IRB）、トランスペアレント ブリッジング、および PVST+ の設定タスクについて説明しま
す。

• 「デフォルト VLAN1 があるブリッジ ブループへの VLAN の設定」（任意）
• 「ブリッジ グループのネイティブ VLAN の設定」（任意）

IEEE 802.1Q での AppleTalk ルーティングの設定
AppleTalk は、IEEE 802.1Q VLAN のカプセル化プロトコルを使用して、仮想 LAN（VLAN）サブイ
ンターフェイスをルーティングできます。AppleTalk ルーティングは、フル機能の Cisco IOS ソフト
ウェアによる AppleTalk サポートを VLAN ごとに提供するため、VLAN 上で標準の AppleTalk 機能を
設定できます。

VLAN 間に IEEE 802.1Q で AppleTalk をルーティングするには、サブインターフェイスをカスタマイ
ズして、それを使用する環境を作成する必要があります。次の手順を、記載されている順序どおりに実
行してください。
IEEE 802.1Q インターフェイスで AppleTalk ルーティングをイネーブルにするには、次のタスクを実
行します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. appletalk routing [eigrp router-number]
4. interface fastethernet slot/port.subinterface-number
5. encapsulation dot1q vlan-identifier
6. appletalk cable-range cable-range [network.node]
7. appletalk zone zone-name
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
例：

します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

例：
Router# configure terminal
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

appletalk routing [eigrp router-number]

AppleTalk ルーティングをグローバルにイネーブル
にします。

例：
Router(config)# appletalk routing

ステップ 4

interface fastethernet
slot/port.subinterface-number

VLAN で使用するサブインターフェイスを指定し、
インターフェイス コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Router(config)# interface fastethernet 4/1.00

ステップ 5

encapsulation dot1q vlan-identifier

カプセル化形式を IEEE 802.1Q（dot1q）に定義し、
VLAN ID を指定します。

例：
Router(config-if)# encapsulation dot1q 100

ステップ 6

appletalk cable-range cable-range
[network.node]

サブインターフェイスに AppleTalk ケーブル レンジ
およびゾーンを割り当てます。

例：
Router(config-if)# appletalk cable-range
100-100 100.1

ステップ 7

appletalk zone zone-name

サブインターフェイスに AppleTalk ゾーンを割り当
てます。

例：
Router(config-if)# appletalk zone eng

（注）

AppleTalk の設定の詳細については、『Cisco IOS AppleTalk Configuration Guide』の「Configuring
AppleTalk」の章を参照してください。

IEEE 802.1Q での IP ルーティングの設定
IEEE 802.1Q での IP ルーティングは、IEEE 802.1Q のカプセル化を使用する VLAN 構成における IP
フレーム タイプのルーティングをサポートするよう、IP ルーティング機能を拡張します。
VLAN 間で IEEE 802.1Q による IP ルーティングを行うには、サブインターフェイスをカスタマイズし
て、それを使用する環境を作成する必要があります。次の項で説明するタスクを、記載されている順序
どおりに実行してください。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ip routing
4. interface fastethernet slot/port.subinterface-number
5. encapsulation dotlq vlanid
6. ip address ip-address mask
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
例：

します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ip routing

ルータで IP ルーティングをイネーブルにします。

例：
Router(config)# ip routing

ステップ 4

interface fastethernet
slot/port.subinterface-number

IEEE 802.1Q を使用するサブインターフェイスを指
定し、インターフェイス コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
Router(config)# interface fastethernet 4/1.101

ステップ 5

encapsulation dot1q vlanid

カプセル化形式を IEEE 802.1Q（dot1q）に定義し、
VLAN ID を指定します。

例：
Router(config-if)# encapsulation dot1q 101

ステップ 6

ip address ip-address mask

インターフェイスに対するプライマリ IP アドレスと
マスクを設定します。

例：
Router(config-if)# ip addr 10.0.0.11 255.0.0.0

ルータで IP ルーティングをイネーブルにしたら、環境に合わせて特性をカスタマイズできます。使用
中の Cisco IOS のバージョンに該当する『Cisco IOS IP Routing Configuration Guide』を参照してくだ
さい。

IEEE 802.1Q での IPX ルーティングの設定
IEEE 802.1Q VLAN での IPX ルーティングは、VLAN 構成における Novell Ethernet_802.3 カプセル
化方式のフレーム タイプのルーティングをサポートするよう、Novell NetWare のルーティング機能を
拡張します。Novell NetWare 環境のユーザは、IEEE 802.1Q のカプセル化方式を使用することで、
Novell Ethernet_802.3 のカプセル化フレームを VLAN の境界を超えてルーティングできるようになり
ました。

VLAN が接続されたルータで Cisco IOS ソフトウェアを設定して IPX Novell Ethernet_802.3 カプセル
化フレームを交換するには、次のタスクで説明する手順を、記載されている順序どおりに実行してくだ
さい。
手順の概要

1. enable
2. configure terminal
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3. ipx routing [node]
4. interface fastethernet slot/port.subinterface-number
5. encapsulation dotlq vlanid
6. ipx network network
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
例：

します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ipx routing [node]

IPX ルーティングをグローバルにイネーブルにしま
す。

例：
Router(config)# ipx routing

ステップ 4

interface fastethernet
slot/port.subinterface-number

IEEE 802.1Q を使用するサブインターフェイスを指
定し、インターフェイス コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
Router(config)# interface fastethernet 4/1.102

ステップ 5

encapsulation dot1q vlanid

カプセル化形式を IEEE 802.1Q（dot1q）に定義し、
VLAN ID を指定します。

例：
Router(config-if)# encapsulation dot1q 102

ステップ 6

ipx network network

IPX のネットワーク番号を指定します。

例：
Router(config-if)# ipx network 100

デフォルト VLAN1 があるブリッジ ブループへの VLAN の設定
デフォルトのネイティブ VLAN があるブリッジ グループに VLAN を関連付けるには、次のタスクを
実行します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface fastethernet slot/port.subinterface-number
4. encapsulation dotlq vlanid
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5. bridge-group bridge-group
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
例：

します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

interface fastethernet
slot/port.subinterface-number

設定する特定のインターフェイスを選択し、イン
ターフェイス コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Router(config)# interface fastethernet 4/1.100

ステップ 4

encapsulation dot1q vlanid

例：
Router(config-subif)# encapsulation dot1q 1

カプセル化形式を IEEE 802.1Q（dot1q）に定義し、
VLAN ID を指定します。

• 指定された VLAN がデフォルトでネイティブ
VLAN になります。
（注）

ステップ 5

bridge-group bridge-group

明示的に定義されたネイティブ VLAN がな
い場合は、デフォルトの VLAN1 がネイティ
ブ VLAN になります。

ブリッジ グループをインターフェイスに割り当てま
す。

例：
Router(config-subif)# bridge-group 1

ブリッジ グループのネイティブ VLAN の設定
ブリッジ グループに関連付けられた VLAN をネイティブ VLAN として設定するには、次のタスクを
実行します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface fastethernet slot/port
4. encapsulation dotlq vlanid native
5. bridge-group bridge-group
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
例：

します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

interface fastethernet
slot/port.subinterface-number

設定する特定のインターフェイスを選択し、イン
ターフェイス コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Router(config)# interface fastethernet 4/1.100

ステップ 4

encapsulation dot1q vlanid native

例：
Router(config-subif)# encapsulation dot1q 20
native

ステップ 5

bridge-group bridge-group

カプセル化形式を IEEE 802.1Q（dot1q）に定義し、
VLAN ID を指定します。VLAN 20 がネイティブ
VLAN として指定されます。
（注）

明示的に定義されたネイティブ VLAN がな
い場合は、デフォルトの VLAN1 がネイティ
ブ VLAN になります。

ブリッジ グループをインターフェイスに割り当てま
す。

例：
Router(config-subif)# bridge-group 1

（注）

明示的に定義されたネイティブ VLAN がある場合、VLAN1 は CST の処理にのみ使用されます。

IEEE 802.1 Q-in-Q VLAN タグ終端機能の設定
IEEE 802.1Q VLAN タグを 802.1Q 内でカプセル化すると、サービス プロバイダーは、1 つの VLAN
を使用して、複数の VLAN があるお客様をサポートできます。サブインターフェイス レベルでの
IEEE 802.1Q-in-Q VLAN タグ終端機能は VLAN ID をそのまま維持し、他のカスタマーの VLAN の
トラフィックと区別します。

IEEE 802.1 Q-in-Q VLAN タグ終端機能の設定に関する前提条件
事前に Feature Navigator をチェックして、使用中のシスコ デバイスおよびソフトウェア イメージでこ
の機能がサポートされていることを確認する必要があります。
二重 VLAN タグの付与 / 廃棄またはスイッチングをサポートするイーサネット デバイスに接続してい
る必要があります。
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IEEE 802.1 Q-in-Q VLAN タグ終端機能の設定に関する制約事項
Cisco 10000 シリーズ インターネット ルータには次の制約事項があります。
• イーサネット、ファスト イーサネット、またはギガビット イーサネットのインターフェイスでサ
ポートされます。

• Q-in-Q VLAN タグ終端機能は、二重タグ付きの Point-to-Point Protocol over Ethernet（PPPoE）
パケットのみでサポートされます。

• IP および Multiprotocol Label Switching（MPLS）のパケットはサポートされていません。
• Modular QoS は一義的なサブインターフェイスにのみ適用できます。
• ACL のサポートは限定的です。

サブインターフェイスでの IEEE 802.1Q-in-Q VLAN タグ終端機能
IEEE 802.1Q-in-Q VLAN タグ終端機能は、単純にもう 1 つのレイヤの IEEE 802.1Q タグ（「メトロ タ
グ」または「PE-VLAN」と呼びます）を、ネットワークに渡される 802.1Q タグ付きパケットに追加
「二重タグ付
します。この目的は、タグ付きパケットへのタグ付けによって VLAN スペースを拡張し、
き」フレームを生成することです。拡張された VLAN スペースにより、サービス プロバイダーは特定
の顧客向けの特定の VLAN によるインターネット アクセスといったサービスを提供できると同時に、
他の VLAN を利用する他の顧客向けのその他のサービスも提供できます。
サービス プロバイダーの顧客は通常、複数のアプリケーションを処理するため一定範囲の VLAN を必
要とします。サービス プロバイダーでは、顧客がこの機能を利用してサブインターフェイスに独自の
VLAN ID を安全に割り当てることを許可できます。こうしたサブインターフェイスの VLAN ID は、
サービス プロバイダーがその顧客に指定した VLAN ID 内でカプセル化されるからです。このため、
顧客間での VLAN ID の重複や、別の顧客からのトラフィックの混在は発生しません。二重タグ付きフ
レームは、拡張 encapsulation dot1q コマンドにより、サブインターフェイスで「終端」する、つまり
割り当てられます。このコマンドは、サブインターフェイスで終端される 2 つの VLAN ID タグ（外部
VLAN ID と内部 VLAN ID）を指定します。図 9（P.41）を参照してください。

IEEE 802.1Q-in-Q VLAN タグ終端機能は通常、サブインターフェイスでサポートされる Cisco IOS 機
能またはプロトコルでサポートされていますが、Cisco 10000 シリーズのインターネット ルータは
PPPoE しかサポートしていません。たとえば、サブインターフェイスで PPPoE を実行できれば、
PPPoE に二重タグ付きフレームを設定できます。制限事項は、内部 VLAN ID に一義的なサブイン
ターフェイスと一義的でないサブインターフェイスのどちらを割り当てるかということだけです。「一
義的なサブインターフェイスと一義的でないサブインターフェイス」（P.42）を参照してください。

（注）

Cisco 10000 シリーズ インターネット ルータは、PPPoE over Q-in-Q（PPPoEQinQ）だけをサポート
しています。
サービス プロバイダーにとっての主要な利点は、同じ数の顧客に対してサポートする VLAN の数が減
ることです。この機能のその他の利点には次のようなものがあります。

• PPPoE のスケーラビリティ。使用可能な VLAN スペースが 4096 からおよそ 1680 万（4096 ×
4096）に拡大することで、特定のインターフェイス上で終端できる PPPoE セッションの数が倍増
します。

• ホールセール モデルにギガバイト イーサネットの DSL アクセス マルチプレクサ（DSLAM）を導
入する場合は、エンド カスタマーの仮想回線（VC）を表す内部 VLAN ID を割り当て、さらに
サービス プロバイダーの ID を表す外部 VLAN ID を割り当てることができます。
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Q-in-Q VLAN タグ終端機能は、Catalyst 6500 シリーズ スイッチや Catalyst 3550 および Catalyst 3750
スイッチに導入された IEEE 802.1Q トンネリング機能よりも単純です。スイッチが二重タグ付きのト
ラフィックを送信するためにインターフェイスで IEEE 802.1Q トンネルを必要とする場合、ルータは
Q-in-Q VLAN タグをもう 1 つのレベルの 802.1Q タグ内でカプセル化すれば、パケットは正しい宛先
に到達できます。図 9 を参照してください。
図 9

タグなし、802.1Q タグ付き、および二重タグ付きのイーサネット フレーム
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Cisco 10000 シリーズ インターネット ルータ アプリケーション
新しいブロードバンド イーサネット ベースの DSLAM 市場において、Cisco 10000 シリーズのイン
ターネット ルータは Q-in-Q カプセル化をサポートしています。図 10 に示すようなイーサネット ベー
スの DSLAM モデルを使用すれば、顧客は通常独自の VLAN を利用できるようになり、これらの
VLAN がすべて DSLAM 上に集約されます。
Q-in-Q VLAN のブロードバンド イーサネット ベースの DSLAM モデル
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DSLAM における VLAN 集約により、集約 VLAN が多数生成され、ある時点でこれらをブロードバン
ド リモート アクセス サーバ（BRAS）上で終端する必要が出てきます。このモデルでは DSLAM を直
接 BRAS に接続できますが、より一般的なモデルでは、既存のイーサネット スイッチド ネットワーク
を使用します。こうしたネットワークでは、各 DSLAM VLAN ID がこのイーサネット スイッチド
ネットワークに接続すると別のタグ（Q-in-Q）が付けられます。
サポートされているモデルは PPPoE over Q-in-Q（PPPoEoQinQ）だけです。これは PPP の終端セッ
ション、または L2TP LAC セッションになります。IP over Q-in-Q はサポートされていません。

Cisco 10000 シリーズ インターネット ルータはすでに、単純な PPPoE および PPP over 802.1Q のカプ
セル化をサポートしています。PPP over Q-in-Q カプセル化のサポートは新しいものです。PPP over
Q-in-Q カプセル化の処理は、802.1q カプセル化処理を拡張した機能です。Q-in-Q フレームは VLAN
802.1Q フレームに似ていますが、1 つではなく 2 つの 802.1Q タグが付きます。図 9 を参照してくださ
い。
PPP over Q-in-Q カプセル化では、外部タグの設定可能な Ethertype がサポートされています。設定可
能な Ethertype フィールドの値は、0x8100（デフォルト）、0x9100、および 0x9200 です。図 11 を参
照してください。
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Cisco 10000 シリーズ インターネット ルータのセキュリティ ACL アプリケーション
IEEE 802.1Q-in-Q VLAN タグ終端機能は、Cisco 10000 シリーズ インターネット ルータにセキュリ
ティ アクセス コントロール リスト（ACL）の限定的なサポートを提供します。
VLAN 内で Q-in-Q サブインターフェイスの PPPoE トラフィックに ACL を適用する場合は、仮想アク
セス インターフェイス（VAI）または RADIUS 属性 11 か 242 を使用して、ACL を PPPoE セッショ
ンに直接適用します。
ACL を仮想アクセス インターフェイスに適用するには、仮想テンプレート インターフェイスで ACL
を設定します。また、RADIUS 属性 11 または 242 を使用して ACL を設定することもできます。属性
242 を使用すると、最大 30,000 のセッションに ACL を設定できます。
VLAN Q-in-Q サブインターフェイスに適用された ACL は、何の効力も持たず単に無視されます。次
の例では、VLAN Q-in-Q サブインターフェイス レベルに適用される ACL 1 が無視されます。
Router(config)# interface FastEthernet3/0/0.100
Router(config-subif)# encapsulation dot1q 100 second-dot1q 200
Router(config-subif)# ip access-group 1

一義的なサブインターフェイスと一義的でないサブインターフェイス
サブインターフェイスでの Q-in-Q 終端を設定するには、encapsulation dot1q コマンドを使用します。
このコマンドは、1 つの外部 VLAN ID と、1 つまたは複数の内部 VLAN ID を受け入れます。外部
VLAN ID は常にある特定の値になりますが、内部 VLAN ID は特定の値または値の範囲にすることが
できます。
単一の内部 VLAN ID が設定されているサブインターフェイスは、一義的な Q-in-Q サブインターフェ
イスと呼ばれます。次の例では、外部 VLAN ID が 101 で内部 VLAN ID が 1001 の Q-in-Q トラフィッ
クが、ギガビット イーサネットの 1/0.100 サブインターフェイスにマッピングされます。

42

VLAN 間のルーティングの設定
VLAN 間ルーティングの設定方法

Router(config)# interface gigabitEehernet1/0.100
Router(config-subif)# encapsulation dot1q 101 second-dot1q 1001

複数の内部 VLAN IDs が設定されているサブインターフェイスは、一義的でない Q-in-Q サブインター
フェイスと呼ばれます。一義的でない Q-in-Q サブインターフェイスでは、複数の内部 VLAN ID をグ
ループ化できるため、設定をコンパクト化してメモリ使用率とスケーラビリティを向上させることがで
きます。
次の例では、外部 VLAN ID が 101 で内部 VLAN ID が 2001 ～ 2100 または 3001 ～ 3100 の範囲内の
Q-in-Q トラフィックが、ギガビット イーサネットの 1/0.101 サブインターフェイスにマッピングされ
ます。
Router(config)# interface gigabitethernet1/0.101
Router(config-subif)# encapsulation dot1q 101 second-dot1q 2001-2100,3001-3100

一義的でないサブインターフェイスではまた、any キーワードを使用して内部 VLAN ID を指定できま
す。

VLAN ID をサブインターフェイスに割り当てる方法の例、および一義的でないサブインターフェイス
「VLAN サブインターフェイスのモニタリン
で any キーワードを使用する方法の詳細な例については、
グおよびメンテナンス」（P.49）を参照してください。
一義的でないサブインターフェイスでは、PPPoE だけがサポートされています。一義的でないサブイ
ンターフェイスでは、標準的な IP ルーティングはサポートされていません。

（注）

Cisco 10000 シリーズ インターネット ルータでは、Modular QoS サービスは一義的なサブインター
フェイスでだけサポートされます。

Q-in-Q 二重タギングに使用するメイン インターフェイスを設定し、サブインターフェイスを設定する
には、次の作業を実行します。

• 「外部 VLAN タグ終端機能の EtherType フィールドの設定」（P.43）（任意）
• 「Q-in-Q サブインターフェイスの設定」（P.44）（必須）
• 「IEEE 802.1 Q-in-Q VLAN タグ終端機能の確認」（P.46）（任意）

前提条件
Cisco 10000 シリーズ インターネット ルータの場合：
• PPPoE はすでに設定されています。
• 仮想プライベート ダイヤルアップ ネットワーク（VPDN）はイネーブルになっています。
最初のタスクはオプションです。このタスクの手順を実行すると、必要な場合に外部 VLAN タグの
EtherType フィールドを 0x9100 に設定する方法がわかります。
サブインターフェイスの定義後、802.1Q カプセル化方式が二重タギングを使用するように設定されま
す。

外部 VLAN タグ終端機能の EtherType フィールドの設定
外部 VLAN タグ終端機能の EtherType フィールドを設定するには、次の手順を実行します。このタス
クはオプションです。
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手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface type number
4. dot1q tunneling ethertype ethertype
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力しま
例：

す。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

interface type number

インターフェイスを設定し、インターフェイス コン
フィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config)# interface gigabitethernet
1/0/0

ステップ 4

dot1q tunneling ethertype ethertype

例：
Router(config-if)# dot1q tunneling ethertype
0x9100

（任意）Q-in-Q VLAN タギングを実装するときにピア
装置で使用される Ethertype フィールドのタイプを定義
します。

• このコマンドは、ピア装置の Ethertype が 0x9100
または 0x9200 の場合に使用します（0x9200 は
Cisco 10000 シリーズ インターネット ルータでだ
けサポートされています）。

• Cisco 10000 シリーズ インターネット ルータは、
0x9100 と 0x9200 両方の Ethertype フィールド タ
イプをサポートしています。

Q-in-Q サブインターフェイスの設定
Q-in-Q サブインターフェイスを設定するには、次の手順を実行します。このタスクは必須です。
手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface type number.subinterface-number
4. encapsulation dot1q vlan-id second-dot1q {any | vlan-id | vlan-id-vlan-id [,vlan-id-vlan-id]}
5. pppoe enable [group group-name]
6. exit
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7. ステップ 3 をくり返して、もう 1 つのサブインターフェイスを設定します。
8. ステップ 4 とステップ 5 をくり返して、サブインターフェイスで終端する VLAN タグを指定し、
サブインターフェイス上で PPPoE セッションをイネーブルにします。
9. end
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力し
例：

ます。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

interface type number.subinterface-number

サブインターフェイスを設定し、サブインターフェイ
ス コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config)# interface gigabitethernet
1/0/0.1

ステップ 4

encapsulation dot1q vlan-id second-dot1q {any （必須）VLAN の指定されたサブインターフェイス上
| vlan-id |
で、トラフィックの 802.1Q カプセル化をイネーブル
vlan-id-vlan-id[,vlan-id-vlan-id]}

にします。

例：
Router(config-subif)# encapsulation dot1q 100
second-dot1q 200

• second-dot1q キーワードと vlan-id 引数を使用し
て、サブインターフェイスで終端する VLAN タグ
を指定します。

• この例では、内部 VLAN ID を 1 つだけ指定する
ため、一義的な Q-in-Q サブインターフェイスが
設定されます。

• 外部 VLAN ID が 100 で内部 VLAN ID が 200 の
Q-in-Q フレームが終端されます。
ステップ 5

pppoe enable [group group-name]

例：
Router(config-subif)# pppoe enable group vpn1

サブインターフェイスで PPPoE セッションをイネー
ブルにします。

• この例では、サブインターフェイスの PPPoE セッ
ションで PPPoE プロファイル vpn1 が使用される
ように指定します。

ステップ 6

exit

例：
Router(config-subif)# exit

サブインターフェイス コンフィギュレーション モード
を終了し、インターフェイス コンフィギュレーション
モードに戻ります。

• この手順をもう一度くり返して、インターフェイ
ス コンフィギュレーション モードを終了します。
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コマンドまたはアクション
ステップ 7

目的

ステップ 3 をくり返して、もう 1 つのサブインター （任意）サブインターフェイスを設定し、サブイン
フェイスを設定します。
ターフェイス コンフィギュレーション モードを開始し
ます。
例：
Router(config-if)# interface gigabitethernet
1/0/0.2

ステップ 8

ステップ 4 とステップ 5 をくり返して、サブイン
ステップ 4 は、VLAN の指定されたサブインターフェ
ターフェイスで終端する VLAN タグを指定します。 イス上で、トラフィックの 802.1Q カプセル化をイ
ネーブルにします。
例：
Router(config-subif)# encapsulation dot1q 100
second-dot1q 100-199,201-600

• second-dot1q キーワードと vlan-id 引数を使用し
て、サブインターフェイスで終端する VLAN タグ
を指定します。

• この例では、一定範囲の内部 VLAN ID を指定す
るため、一義的でない Q-in-Q サブインターフェ
例：

イスが設定されます。

Router(config-subif)# pppoe enable group vpn1

• 外部 VLAN ID が 100 で、内部 VLAN ID が 100
～ 199 または 201 ～ 600 の範囲内にある Q-in-Q
フレームが終端されます。
ステップ 5 は、サブインターフェイスで PPPoE セッ
ションをイネーブルにします。この例では、サブイン
ターフェイスの PPPoE セッションで PPPoE プロファ
イル vpn1 が使用されるように指定します。
（注）

ステップ 9

end

Cisco 10000 シリーズ インターネット ルータ
は PPPoEoQinQ トラフィックだけをサポート
しているため、ステップ 5 は必須です。

サブインターフェイス コンフィギュレーション モード
を終了して、特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Router(config-subif)# end

IEEE 802.1 Q-in-Q VLAN タグ終端機能の確認
IEEE 802.1Q-in-Q VLAN タグ終端機能の設定を確認するには、任意で次の作業を実行します。
手順の概要

1. enable
2. show running-config
3. show vlans dot1q [internal | interface-type interface-number.subinterface-number [detail] |
outer-id [interface-type interface-number | second-dot1q [inner-id | any]] [detail]]
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手順の詳細
ステップ 1

enable
特権 EXEC モードをイネーブルにします。プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。
Router> enable

ステップ 2

show running-config
このコマンドを使用して、デバイスで現在実行中の設定を表示します。区切り文字を使用すると、設定
のうち該当する箇所だけを表示できます。
以下は、Cisco 7300 シリーズ ルータで現在実行中のコンフィギュレーションを示します。
Router# show running-config
.
.
.
interface FastEthernet0/0.201
encapsulation dot1Q 201
ip address 10.7.7.5 255.255.255.252
!
interface FastEthernet0/0.401
encapsulation dot1Q 401
ip address 10.7.7.13 255.255.255.252
!
interface FastEthernet0/0.201999
encapsulation dot1Q 201 second-dot1q
pppoe enable
!
interface FastEthernet0/0.2012001
encapsulation dot1Q 201 second-dot1q
ip address 10.8.8.9 255.255.255.252
!
interface FastEthernet0/0.2012002
encapsulation dot1Q 201 second-dot1q
ip address 10.8.8.13 255.255.255.252
!
interface FastEthernet0/0.4019999
encapsulation dot1Q 401 second-dot1q
pppoe enable
!
interface GigabitEthernet5/0.101
encapsulation dot1Q 101
ip address 10.7.7.1 255.255.255.252
!
interface GigabitEthernet5/0.301
encapsulation dot1Q 301
ip address 10.7.7.9 255.255.255.252
!
interface GigabitEthernet5/0.301999
encapsulation dot1Q 301 second-dot1q
pppoe enable
!
interface GigabitEthernet5/0.1011001
encapsulation dot1Q 101 second-dot1q
ip address 10.8.8.1 255.255.255.252
!
interface GigabitEthernet5/0.1011002
encapsulation dot1Q 101 second-dot1q
ip address 10.8.8.5 255.255.255.252

any

2001

2002

100-900,1001-2000

any

1001

1002
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!
interface GigabitEthernet5/0.1019999
encapsulation dot1Q 101 second-dot1q 1-1000,1003-2000
pppoe enable
.
.
.

以下は、Cisco 10000 シリーズ インターネット ルータで現在実行中のコンフィギュレーションを示し
ます。
Router# show running-config
.
.
.
interface FastEthernet1/0/0.201
encapsulation dot1Q 201
ip address 10.7.7.5 255.255.255.252
!
interface FastEthernet1/0/0.401
encapsulation dot1Q 401
ip address 10.7.7.13 255.255.255.252
!
interface FastEthernet1/0/0.201999
encapsulation dot1Q 201 second-dot1q any
pppoe enable
!
interface FastEthernet1/0/0.4019999
encapsulation dot1Q 401 second-dot1q 100-900,1001-2000
pppoe enable
!
interface GigabitEthernet5/0/0.101
encapsulation dot1Q 101
ip address 10.7.7.1 255.255.255.252
!
interface GigabitEthernet5/0/0.301
encapsulation dot1Q 301
ip address 10.7.7.9 255.255.255.252
!
interface GigabitEthernet5/0/0.301999
encapsulation dot1Q 301 second-dot1q any
pppoe enable
!
interface GigabitEthernet5/0/0.1019999
encapsulation dot1Q 101 second-dot1q 1-1000,1003-2000
pppoe enable
.
.
.

ステップ 3

show vlans dot1q [internal | interface-type interface-number.subinterface-number [detail] | outer-id
[interface-type interface-number | second-dot1q [inner-id | any]] [detail]]
このコマンドを使用して、すべての 802.1Q VLAN ID の統計を表示します。この例では、外部 VLAN
ID だけが表示されます。

（注）

show vlans dot1q コマンドは、Cisco 10000 シリーズ インターネット ルータではサポートされていま
せん。
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Router# show vlans dot1q
Total statistics for 802.1Q VLAN 1:
441 packets, 85825 bytes input
1028 packets, 69082 bytes output
Total statistics for 802.1Q VLAN 101:
5173 packets, 510384 bytes input
3042 packets, 369567 bytes output
Total statistics for 802.1Q VLAN 201:
1012 packets, 119254 bytes input
1018 packets, 120393 bytes output
Total statistics for 802.1Q VLAN 301:
3163 packets, 265272 bytes input
1011 packets, 120750 bytes output
Total statistics for 802.1Q VLAN 401:
1012 packets, 119254 bytes input
1010 packets, 119108 bytes output

VLAN サブインターフェイスのモニタリングおよびメンテナンス
VLAN がネイティブ VLAN かどうかを判断するには、次のタスクを実行します。
手順の概要

1. enable
2. show vlans
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
例：

します。

Router> enable

ステップ 2

VLAN サブインターフェイスを表示します。

show vlans

例：
Router# show vlans

VLAN サブインターフェイスのモニタリングおよびメンテナンス：例
次に、show vlans コマンドからの出力例を示します。これは、ネイティブ VLAN およびブリッジ グ
ループを示しています。
Router# show vlans
Virtual LAN ID:

1 (IEEE 802.1Q Encapsulation)

vLAN Trunk Interface:

FastEthernet1/0/2

This is configured as native Vlan for the following interface(s) :
FastEthernet1/0/2
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Protocols Configured:
Virtual LAN ID:

Address: Received:

Transmitted:

100 (IEEE 802.1Q Encapsulation)

vLAN Trunk Interface:

FastEthernet1/0/2.1

Protocols Configured:

Address: Received:

Bridging

Transmitted:

Bridge Group 1 0

0

次に、show vlans コマンドからの出力例を示します。これは、FastEthernet サブインターフェイス上
のトラフィック数を示しています。
Router# show vlans
Virtual LAN ID:

2 (IEEE 802.1Q Encapsulation)

vLAN Trunk Interface:
Protocols Configured:
IP
Virtual LAN ID:

Address:
172.16.0.3

Received:
16

Transmitted:
92129

Received:
1558

Transmitted:
1521

3 (IEEE 802.1Q Encapsulation)

vLAN Trunk Interface:
Protocols Configured:
IP
Virtual LAN ID:

FastEthernet5/0.1

Ethernet6/0/1.1
Address:
172.20.0.3

4 (Inter Switch Link Encapsulation)

vLAN Trunk Interface:
Protocols Configured:
IP

FastEthernet5/0.2
Address:
172.30.0.3

Received:
0

Transmitted:
7

VLAN 間のルーティングの設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

• 「単一範囲の設定：例」（P.50）
• 「ISL カプセル化の設定：例」（P.51）
• 「IEEE 802.10 のルーティング設定：例」（P.61）
• 「IEEE 802.1Q カプセル化の設定：例」（P.62）
• 「IEEE 802.1 Q-in-Q VLAN タグ終端機能の設定：例」（P.66）

単一範囲の設定：例
次の例では、5/1.1 ～ 5/1.4 の範囲内のファスト イーサネット サブインターフェイスを設定し、それら
に次の VLAN ID を適用します。
ファスト イーサネット 5/1.1 = VLAN ID 301 （vlan-id）
ファスト イーサネット 5/1.2 = VLAN ID 302 （vlan-id = 301 + 2 – 1 = 302）
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ファスト イーサネット 5/1.3 = VLAN ID 303 （vlan-id = 301 + 3 – 1 = 303）
ファスト イーサネット 5/1.4 = VLAN ID 304 （vlan-id = 301 + 4 – 1 = 304）
Router(config)# interface range fastethernet5/1.1 - fastethernet5/1.4
Router(config-if)# encapsulation dot1Q 301
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)#
*Oct 6 08:24:35: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet5/1.1, changed state to up
*Oct 6 08:24:35: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet5/1.2, changed state to up
*Oct 6 08:24:35: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet5/1.3, changed state to up
*Oct 6 08:24:35: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet5/1.4, changed state to up
*Oct 6 08:24:36: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet5/1.1,
changed state to up
*Oct 6 08:24:36: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet5/1.2,
changed state to up
*Oct 6 08:24:36: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet5/1.3,
changed state to up
*Oct 6 08:24:36: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet5/1.4,
changed state to up

ISL カプセル化の設定：例
ここでは、この章で説明したそれぞれのプロトコルの次のような設定例を示します。

• 「AppleTalk Routing over ISL の設定：例」（P.52）
• 「Banyan VINES Routing over ISL の設定：例」（P.53）
• 「DECnet Routing over ISL の設定：例」（P.53）
• 「HSRP over ISL の設定：例」（P.53）
• 「TrBRF VLAN 間の RIF による IP ルーティング：例」（P.55）
• 「TRISL VLAN とイーサネット ISL VLAN の間での IP ルーティング：例」（P.56）
• 「IPX Routing over ISL の設定：例」（P.56）
• 「SDE を使用する FDDI インターフェイスでの IPX ルーティング：例」（P.58）
• 「TRISL VLAN とトークン リング インターフェイスの間での RIF によるルーティング：例」
（P.58）
• 「ISL による VIP 分散スイッチングの設定：例」（P.59）
• 「XNS Routing over ISL の設定：例」（P.60）
• 「CLNS Routing over ISL の設定：例」（P.61）
• 「IS-IS Routing over ISL の設定：例」
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AppleTalk Routing over ISL の設定：例
図 12 に示す設定例は、異なる ISL と IEEE 802.10 VLAN のカプセル化サブインターフェイス間で
AppleTalk をルーティングしたものです。
図 12
Apple 100.1
VLAN 100

AppleTalk over VLAN カプセル化のルーティング
Catalyst 1200
802.10 ࠞࡊ࡞ൻᒻᑼࠍ↪
ߔࠆ FDDI VLAN ࡃ࠶ࠢࡏࡦ

Apple 200.1
VLAN 200
FDDI SDE
fddi 1/0
Cisco 7500
ࠪ࠭ ࡞࠲

ࡢࠗ࠼ࠛࠕ ࡦࠢ
FastEthernet 2/0
100BASE-T ISL

VLAN 3
Apple 3.1

VLAN 4
Apple 4.1

S6241

ࡈࠔࠬ࠻ ࠗࠨࡀ࠶࠻ធ⛯ߢ
2 ߟߩ AppleTalk VLAN ࠍ
ࠨࡐ࠻ߔࠆ Catalyst 5000
ࠬࠗ࠶࠴㧔ࠞࡊ࡞ൻ㧦ISL㧕

図 12 に示すように、AppleTalk トラフィックはスイッチド VLAN ドメイン 3、4、100、および 200 と
その他の AppleTalk ルーティング インターフェイスとの間でルーティングされます。この例では、コ
マンドを入力して図 12 のネットワークを設定した Cisco 7500 シリーズ ルータのサンプルのコンフィ
ギュレーション ファイルを示します。

Cisco 7500 ルータのコンフィギュレーション
!
appletalk routing
interface Fddi 1/0.100
encapsulation sde 100
appletalk cable-range
appletalk zone 100
!
interface Fddi 1/0.200
encapsulation sde 200
appletalk cable-range
appletalk zone 200
!
interface FastEthernet
encapsulation isl 3
appletalk cable-range
appletalk zone 3
!
interface FastEthernet
encapsulation isl 4
appletalk cable-range
appletalk zone 4
!
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Banyan VINES Routing over ISL の設定：例
ISL トランクでの Banyan VINES プロトコルのルーティングを設定するには、ISL をカプセル化のタイ
プとして設定する必要があります。この例では、Banyan VINES を ISL トランクでルーティングする
よう設定しています。
vines routing
interface fastethernet 0.1
encapsulation isl 100
vines metric 2

DECnet Routing over ISL の設定：例
ISL トランクでの DECnet プロトコルのルーティングを設定するには、ISL をカプセル化のタイプとし
て設定する必要があります。この例は、DECnet を ISL トランクでルーティングするよう設定していま
す。
decnet routing 2.1
interface fastethernet 1/0.1
encapsulation isl 200
decnet cost 4

HSRP over ISL の設定：例
図 13 に示す設定例では、2 つの VLAN ルータで HSRP を使用して、ISL VLAN との間で Catalyst
5000 スイッチを通してトラフィックを送受信します。各ルータは独自のトラフィックを送信するほか、
他方のルータのスタンバイとして機能します。
図 13

ホット スタンバイ ルータ プロトコルのサンプル設定
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図 13 に示すトポロジでは、Catalyst VLAN スイッチが、HSRP を実行する 2 つのルータへのファスト
イーサネット接続をサポートしています。ルータは両方とも、ISL で HSRP をルーティングするよう設
定されています。
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スタンバイ状態は、コンフィギュレーションで使用するスタンバイ コマンドによって決定されます。
ホスト 1 からのトラフィックは、ルータ A を通して送信されます。グループのプライオリティが高い
ため、ルータ A がホスト 1 のアクティブ ルータになります。ルータ B ではホスト 2 がサービスを行っ
ているグループのプライオリティが高いため、ホスト 2 からのトラフィックはルータ B を通して送信
され、ルータ B がホスト 2 のアクティブ ルータになります。
図 13 のコンフィギュレーションでは、アクティブ ルータが非アクティブになると、スタンバイ ルータ
が追加トラフィックのためアクティブ ルータの役割を担い、通常は使用不能になったルータで処理さ
れるトラフィックを自動的にルーティングします。

ホスト 1 の設定
interface Ethernet 1/2
ip address 10.1.1.25 255.255.255.0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.101

ホスト 2 の設定
interface Ethernet 1/2
ip address 10.1.1.27 255.255.255.0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.102
!

ルータ A の設定
interface FastEthernet 1/1.110
encapsulation isl 110
ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
standby 1 ip 10.1.1.101
standby 1 preempt
standby 1 priority 105
standby 2 ip 10.1.1.102
standby 2 preempt
!
end
!

ルータ B の設定
interface FastEthernet 1/1.110
encapsulation isl 110
ip address 10.1.1.3 255.255.255.0
standby 1 ip 10.1.1.101
standby 1 preempt
standby 2 ip 10.1.1.102
standby 2 preempt
standby 2 priority 105
router igrp 1
!
network 10.1.0.0
network 10.2.0.0
!

VLAN スイッチの設定
set
set
set
set

54

vlan 110 5/4
vlan 110 5/3
trunk 2/8 110
trunk 2/9 110

VLAN 間のルーティングの設定
VLAN 間のルーティングの設定例

TrBRF VLAN 間の RIF による IP ルーティング：例
図 14 は、2 つの TrBRF VLAN 間での RIF による IP ルーティングを示しています。
図 14

TrBRF VLAN 間の RIF による IP ルーティング
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以下はルータの設定を示しています。
interface FastEthernet4/0.1
ip address 10.5.5.1 255.255.255.0
encapsulation tr-isl trbrf-vlan 999 bridge-num 14
multiring trcrf-vlan 200 ring 100
multiring all
!
interface FastEthernet4/0.2
ip address 10.4.4.1 255.255.255.0
encapsulation tr-isl trbrf-vlan 998 bridge-num 13
multiring trcrf-vlan 300 ring 101
multiring all

以下は、スロット 5 にトークン リング スイッチ モジュールを備えた Catalyst 5000 スイッチのコン
フィギュレーションを示しています。このコンフィギュレーションでは、トークン リングのポート
102 には TrCRF VLAN 40 が、トークン リングのポート 103 には TrCRF VLAN 50 が割り当てられま
す。
#vtp
set vtp domain trisl
set vtp mode server
set vtp v2 enable
#drip
set set tokenring reduction enable
set tokenring distrib-crf disable
#vlans
set vlan 999 name trbrf type trbrf bridge 0xe stp ieee
set vlan 200 name trcrf200 type trcrf parent 999 ring 0x64 mode srb
set vlan 40 name trcrf40 type trcrf parent 999 ring 0x66 mode srb
set vlan 998 name trbrf type trbrf bridge 0xd stp ieee
set vlan 300 name trcrf300 type trcrf parent 998 ring 0x65 mode srb
set vlan 50 name trcrf50 type trcrf parent 998 ring 0x67 mode srb
#add token port to trcrf 40
set vlan 40
5/1
#add token port to trcrf 50
set vlan 50
5/2
set trunk 1/2 on
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TRISL VLAN とイーサネット ISL VLAN の間での IP ルーティング：例
図 15 は、TRISL VLAN とイーサネット ISL VLAN の間での IP ルーティングを示しています。
図 15

TRISL VLAN とイーサネット ISL VLAN の間での IP ルーティング
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以下はルータの設定を示しています。
interface FastEthernet4/0.1
ip address 10.5.5.1 255.255.255.0
encapsulation tr-isl trbrf-vlan 999 bridge-num 14
multiring trcrf-vlan 20 ring 100
multiring all
!
interface FastEthernet4/0.2
ip address 10.4.4.1 255.255.255.0
encapsulation isl 12

IPX Routing over ISL の設定：例
図 16 は、VLAN 構成内で ISL カプセル化を使用して設定される IPX 内部カプセル化方式を示してい
ます。3 種類の異なる IPX カプセル化形式が使用されていることに注意してください。VLAN 20 では
SAP カプセル化方式、VLAN 30 では ARPA、VLAN 70 では novell-ether のカプセル化方式が使用さ
れています。この機能が導入される前は、VLAN での ISL リンクによる IPX のルーティングにはデ
フォルトのカプセル化形式「novell-ether 」だけが使用可能になっていました。
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図 16

VLAN 構成で ISL を介してルーティングされる設定可能な IPX カプセル化方式
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VLAN 20 の設定
ipx routing
interface FastEthernet 2/0
no shutdown
interface FastEthernet 2/0.20
encapsulation isl 20
ipx network 20 encapsulation sap

VLAN 30 の設定
ipx routing
interface FastEthernet 2/0
no shutdown
interface FastEthernet 2/0.30
encapsulation isl 30
ipx network 30 encapsulation arpa

VLAN 70 の設定
ipx routing
interface FastEthernet 3/0
no shutdown
interface Fast3/0.70
encapsulation isl 70
ipx network 70 encapsulation novell-ether

57

VLAN 間のルーティングの設定
VLAN 間のルーティングの設定例

SDE を使用する FDDI インターフェイスでの IPX ルーティング：例
次の例では、SDE を使用する FDDI インターフェイス 0.2 および 0.3 で、IPX ルーティングをイネーブ
ルにします。FDDI インターフェイス 0.2 では、カプセル化タイプは SNAP になっています。FDDI イ
ンターフェイス 0.3 では、カプセル化タイプは Novell の FDDI_RAW になっています。
ipx routing
interface fddi 0.2 enc sde 2
ipx network f02 encapsulation snap
interface fddi 0.3 enc sde 3
ipx network f03 encapsulation novell-fddi

TRISL VLAN とトークン リング インターフェイスの間での RIF によるルーティング：例
図 17 は、TRISL VLAN とトークン リング インターフェイスの間での RIF によるルーティングを示し
ています。
図 17

TRISL VLAN とトークン リング インターフェイスの間での RIF によるルーティング
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以下はルータの設定を示しています。
source-bridge ring-group 100
!
interface TokenRing 3/1
ip address 10.4.4.1 255.255.255.0
!
interface FastEthernet4/0.1
ip address 10.5.5.1 255.255.255.0
encapsulation tr-isl trbrf 999 bridge-num 14
multiring trcrf-vlan 200 ring-group 100
multiring all

以下は、スロット 5 にトークン リング スイッチ モジュールを備えた Catalyst 5000 スイッチのコン
フィギュレーションを示しています。このコンフィギュレーションでは、トークン リングのポート 1
が TrCRF VLAN 40 に割り当てられます。
#vtp
set vtp domain trisl
set vtp mode server
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set vtp v2 enable
#drip
set set tokenring reduction enable
set tokenring distrib-crf disable
#vlans
set vlan 999 name trbrf type trbrf bridge 0xe stp ieee
set vlan 200 name trcrf200 type trcrf parent 999 ring 0x64 mode srt
set vlan 40 name trcrf40 type trcrf parent 999 ring 0x1 mode srt
#add token port to trcrf 40
set vlan 40
5/1
set trunk 1/2 on

ISL による VIP 分散スイッチングの設定：例
図 18 は、Catalyst VLAN スイッチがルータに接続し、多数の ISL VLAN からのトラフィックを送信す
るトポロジを示しています。Cisco 7500 シリーズ ルータの VIP 分散 ISL 機能を使用すると、各 VIP
カードが ISL カプセル化の VLAN IP トラフィックをルーティングできます。VLAN 間ルーティングの
機能は、各 VIP カードのパケット送信機能によって直線的に向上します。
図 18
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図 18 では、VIP カードが ISL VLAN 間または他のルーティング インターフェイス間のトラフィック
を送信します。どの VIP カードがトラフィックを受信したかにかかわらず、どの VLAN からのトラ
フィックも、他のあらゆる VLAN にルーティングできます。
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次のコマンドは、図 18 に示す各 VLAN の設定を表示しています。
interface FastEthernet1/0/0
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
ip route-cache distributed
full-duplex
interface FastEthernet1/0/0.1
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
encapsulation isl 1
interface FastEthernet1/0/0.2
ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
encapsulation isl 2
interface FastEthernet1/0/0.3
ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
encapsulation isl 3
interface FastEthernet1/1/0
ip route-cache distributed
full-duplex
interface FastEthernet1/1/0.1
ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
encapsulation isl 4
interface Fast Ethernet 2/0/0
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
ip route-cache distributed
full-duplex
interface FastEthernet2/0/0.5
ip address 10.2.1.1 255.255.255.0
encapsulation isl 5
interface FastEthernet2/1/0
ip address 10.3.1.1 255.255.255.0
ip route-cache distributed
full-duplex
interface FastEthernet2/1/0.6
ip address 10.4.6.1 255.255.255.0
encapsulation isl 6
interface FastEthernet2/1/0.7
ip address 10.4.7.1 255.255.255.0
encapsulation isl 7

XNS Routing over ISL の設定：例
ISL トランクでの XNS プロトコルのルーティングを設定するには、ISL をカプセル化のタイプとして
設定する必要があります。この例は、XNS を ISL トランクでルーティングするよう設定しています。
xns routing 0123.4567.adcb
interface fastethernet 1/0.1
encapsulation isl 100
xns network 20
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CLNS Routing over ISL の設定：例
ISL トランクでの CLNS プロトコルのルーティングを設定するには、ISL をカプセル化のタイプとして
設定する必要があります。この例は、CLNS を ISL トランクでルーティングするよう設定しています。
clns routing
interface fastethernet 1/0.1
encapsulation isl 100
clns enable

IS-IS Routing over ISL の設定：例
ISL トランクでの IS-IS ルーティングを設定するには、ISL をカプセル化のタイプとして設定する必要
があります。この例は、ISL トランクで IS-IS を設定しています。
isis routing test-proc2
net 49.0001.0002.aaaa.aaaa.aaaa.00
interface fastethernet 2.0
encapsulation isl 101
clns router is-is test-proc2

IEEE 802.10 のルーティング設定：例
図 19 に示す設定例は、異なる ISL と IEEE 802.10 VLAN のカプセル化サブインターフェイス間で
AppleTalk をルーティングしたものです。
図 19
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図 19 に示すように、AppleTalk トラフィックはスイッチド VLAN ドメイン 3、4、100、および 200 と
その他の AppleTalk ルーティング インターフェイスとの間でルーティングされます。この例では、コ
マンドを入力して図 19 のネットワークを設定した Cisco 7500 シリーズ ルータのサンプルのコンフィ
ギュレーション ファイルを示します。
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Cisco 7500 ルータのコンフィギュレーション
!
interface Fddi 1/0.100
encapsulation sde 100
appletalk cable-range
appletalk zone 100
!
interface Fddi 1/0.200
encapsulation sde 200
appletalk cable-range
appletalk zone 200
!
interface FastEthernet
encapsulation isl 3
appletalk cable-range
appletalk zone 3
!
interface FastEthernet
encapsulation isl 4
appletalk cable-range
appletalk zone 4
!

100-100 100.2

200-200 200.2

2/0.3
3-3 3.2

2/0.4
4-4 4.2

IEEE 802.1Q カプセル化の設定：例
次の各項では、各プロトコルの設定例を示します。

• 「IEEE 802.1Q での AppleTalk の設定：例」（P.62）
• 「IEEE 802.1Q での IP ルーティングの設定：例」（P.63）
• 「IEEE 802.1Q での IPX ルーティングの設定：例」（P.63）
• 「デフォルト VLAN1 があるブリッジ ブループ 1 への VLAN 100 の設定：例」（P.63）
• 「ネイティブ VLAN があるブリッジ ブループ 1 への VLAN 20 の設定：例」（P.63）
• 「VLAN ISL または IEEE 802.1Q ルーティング：例」（P.63）
• 「VLAN IEEE 802.1Q のブリッジング：例」（P.64）
• 「VLAN IEEE 802.1Q IRB：例」（P.65）

IEEE 802.1Q での AppleTalk の設定：例
この設定例では、VLAN 100 で AppleTalk をルーティングします。
!
appletalk routing
!
interface fastethernet 4/1.100
encapsulation dot1q 100
appletalk cable-range 100-100 100.1
appletalk zone eng
!
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IEEE 802.1Q での IP ルーティングの設定：例
この設定例では、VLAN 101 で IP をルーティングします。
!
ip routing
!
interface fastethernet 4/1.101
encapsulation dot1q 101
ip addr 10.0.0.11 255.0.0.0
!

IEEE 802.1Q での IPX ルーティングの設定：例
この設定例では、VLAN 102 で IPX をルーティングします。
!
ipx routing
!
interface fastethernet 4/1.102
encapsulation dot1q 102
ipx network 100
!

デフォルト VLAN1 があるブリッジ ブループ 1 への VLAN 100 の設定：例
次の例では、デフォルトの VLAN1 があるブリッジ ブループ 1 に VLAN 100 を設定します。
interface FastEthernet 4/1.100
encapsulation dot1q 1
bridge-group 1

ネイティブ VLAN があるブリッジ ブループ 1 への VLAN 20 の設定：例
次の例では、ブリッジ ブループ 1 に VLAN 20 をネイティブ VLAN として設定します。
interface FastEthernet 4/1.100
encapsulation dot1q 20 native
bridge-group 1

VLAN ISL または IEEE 802.1Q ルーティング：例
次に、VLAN ISL または IEEE 802.10 のルーティングを設定する例を示します。
ipx routing
appletalk routing
!
interface Ethernet 1
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
appletalk cable-range 1-1 1.1
appletalk zone 1
ipx network 10 encapsulation snap
!
router igrp 1
network 10.1.0.0
!
end
!
#Catalyst5000
!
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set VLAN 110 2/1
set VLAN 120 2/2
!
set trunk 1/1 110,120
# if 802.1Q, set trunk 1/1 nonegotiate 110, 120
!
end
!
ipx routing
appletalk routing
!
interface FastEthernet 1/1.110
encapsulation isl 110
!if 802.1Q, encapsulation dot1Q 110
ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
appletalk cable-range 1.1 1.2
appletalk zone 1
ipx network 110 encapsulation snap
!
interface FastEthernet 1/1.120
encapsulation isl 120
!if 802.1Q, encapsulation dot1Q 120
ip address 10.2.1.2 255.255.255.0
appletalk cable-range 2-2 2.2
appletalk zone 2
ipx network 120 encapsulation snap
!
router igrp 1
network 10.1.0.0
network 10.2.1.0.0
!
end
!
ipx routing
appletalk routing
!
interface Ethernet 1
ip address 10.2.1.3 255.255.255.0
appletalk cable-range 2-2 2.3
appletalk zone 2
ipx network 120 encapsulation snap
!
router igrp 1
network 10.2.0.0
!
end

VLAN IEEE 802.1Q のブリッジング：例
次に、IEEE 802.1Q のブリッジングを設定する例を示します。
interface FastEthernet4/0
no ip address
no ip route-cache
half-duplex
!
interface FastEthernet4/0.100
encapsulation dot1Q 100
no ip route-cache
bridge-group 1
!
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interface FastEthernet4/0.200
encapsulation dot1Q 200 native
no ip route-cache
bridge-group 2
!
interface FastEthernet4/0.300
encapsulation dot1Q 1
no ip route-cache
bridge-group 3
!
interface FastEthernet10/0
no ip address
no ip route-cache
half-duplex
!
interface FastEthernet10/0.100
encapsulation dot1Q 100
no ip route-cache
bridge-group 1
!
interface Ethernet11/3
no ip address
no ip route-cache
bridge-group 2
!
interface Ethernet11/4
no ip address
no ip route-cache
bridge-group 3
!
bridge 1 protocol ieee
bridge 2 protocol ieee
bridge 3 protocol ieee

VLAN IEEE 802.1Q IRB：例
次に、IEEE 802.1Q の Integrated Routing and Bridging を設定する例を示します。
ip cef
appletalk routing
ipx routing 0060.2f27.5980
!
bridge irb
!
interface TokenRing3/1
no ip address
ring-speed 16
bridge-group 2
!
interface FastEthernet4/0
no ip address
half-duplex
!
interface FastEthernet4/0.100
encapsulation dot1Q 100
bridge-group 1
!
interface FastEthernet4/0.200
encapsulation dot1Q 200
bridge-group 2
!
interface FastEthernet10/0
ip address 10.3.1.10 255.255.255.0
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half-duplex
appletalk cable-range 200-200 200.10
appletalk zone irb
ipx network 200
!
interface Ethernet11/3
no ip address
bridge-group 1
!
interface BVI 1
ip address 10.1.1.11 255.255.255.0
appletalk cable-range 100-100 100.11
appletalk zone bridging
ipx network 100
!
router rip
network 10.0.0.0
network 10.3.0.0
!
bridge 1 protocol ieee
bridge 1 route appletalk
bridge 1 route ip
bridge 1 route ipx
bridge 2 protocol ieee
!

IEEE 802.1 Q-in-Q VLAN タグ終端機能の設定：例
一部の一義的でないサブインターフェイスでは、内部 VLAN ID の指定に any キーワードを使用できま
す。any キーワードは、他のいずれのインターフェイスでも明示的に設定されていない、あらゆる内部
VLAN ID を表します。次の例では、さまざまな外部および内部 VLAN ID を持つ 7 つのサブインター
フェイスを設定します。

（注）

any キーワードは、指定した物理インターフェイスおよび外部 VLAN ID の 1 つのサブインターフェイ
スでだけ設定できます。
interface GigabitEthernet1/0/0.1
encapsulation dot1q 100 second-dot1q 100
interface GigabitEthernet1/0/0.2
encapsulation dot1q 100 second-dot1q 200
interface GigabitEthernet1/0/0.3
encapsulation dot1q 100 second-dot1q 300-400,500-600
interface GigabitEthernet1/0/0.4
encapsulation dot1q 100 second-dot1q any
interface GigabitEthernet1/0/0.5
encapsulation dot1q 200 second-dot1q 50
interface GigabitEthernet1/0/0.6
encapsulation dot1q 200 second-dot1q 1000-2000,3000-4000
interface GigabitEthernet1/0/0.7
encapsulation dot1q 200 second-dot1q any
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表 2 は、ギガビット イーサネット インターフェイス 1/0/0 で受信される Q-in-Q フレームの外部および
内部 VLAN ID のさまざまな値に、どのサブインターフェイスがマッピングされるかを示しています。
表 2

GE インターフェイス 1/0/0 の外部および内部 VLAN ID にマッピングされるサブインターフェイ
ス

外部 VLAN ID

内部 VLAN ID

100

1 ～ 99
100

100
100

サブインターフェイスがマッピング
される値

GigabitEthernet1/0/0.4
GigabitEthernet1/0/0.1
GigabitEthernet1/0/0.4

100

101 ～ 199
200

GigabitEthernet1/0/0.2

100

201 ～ 299

GigabitEthernet1/0/0.4

100

300 ～ 400

GigabitEthernet1/0/0.3

100

401 ～ 499

GigabitEthernet1/0/0.4

100

500 ～ 600

GigabitEthernet1/0/0.3

100

601 ～ 4095

GigabitEthernet1/0/0.4

200

GigabitEthernet1/0/0.7

200

1 ～ 49
50

GigabitEthernet1/0/0.5

200

51 ～ 999

GigabitEthernet1/0/0.7

200

1000 ～ 2000

GigabitEthernet1/0/0.6

200

2001 ～ 2999

GigabitEthernet1/0/0.7

200

3000 ～ 4000

GigabitEthernet1/0/0.6

200

4001 ～ 4095

GigabitEthernet1/0/0.7

これで新しいサブインターフェイスが設定されました。
interface GigabitEthernet1/0/0.8
encapsulation dot1q 200 second-dot1q 200-600,900-999

表 3 は、外部 VLAN ID 200 の表に加えられた変更を示しています。any キーワードで設定されたサブ
インターフェイス 1/0/0.7 は、内部 VLAN ID マッピングが新しくなったことに注意してください。
表 3

GE インターフェイス 1/0/0 の外部および内部 VLAN ID にマッピングされるサブインターフェイ
ス：GE サブインターフェイス 1/0/0.8 の設定に起因する変更

サブインターフェイスがマッピング
される値

外部 VLAN ID

内部 VLAN ID

200
200

1 ～ 49
50

GigabitEthernet1/0/0.5

200

51 ～ 199

GigabitEthernet1/0/0.7

200

200 ～ 600

GigabitEthernet1/0/0.8

200

601 ～ 899

GigabitEthernet1/0/0.7

200

900 ～ 999

GigabitEthernet1/0/0.8

200

1000 ～ 2000

GigabitEthernet1/0/0.6

200

2001 ～ 2999

GigabitEthernet1/0/0.7

GigabitEthernet1/0/0.7
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表 3

GE インターフェイス 1/0/0 の外部および内部 VLAN ID にマッピングされるサブインターフェイ
ス：GE サブインターフェイス 1/0/0.8 の設定に起因する変更 （続き）

外部 VLAN ID

内部 VLAN ID

サブインターフェイスがマッピング
される値

200

3000 ～ 4000

GigabitEthernet1/0/0.6

200

4001 ～ 4095

GigabitEthernet1/0/0.7

参考資料
ここでは、VLAN レンジの設定に関連する参考資料について説明します。

関連資料
関連項目

参照先

IP LAN スイッチング コマンド：コマンド構文の詳細、『Cisco IOS LAN Switching Services Command Reference』
コマンド モード、デフォルト、使用上の注意事項、お
よび例
SNMP

『Cisco IOS Network Management Configuration Guide』の
「Configuring SNMP Support」モジュール

HSRP

『Cisco IOS IP Application Services Configuration Guide』の
「Configuring HSRP」モジュール

カプセル化のタイプとそれに対応するフレーミングの 『Cisco IOS Novell IPX Configuration Guide』の「Configuring
タイプ
Novell IPX」モジュール

AppleTalk

『Cisco IOS AppleTalk Configuration Guide 』の「Configuring
AppleTalk」モジュール

規格
規格

タイトル

IEEE 802.10 規格

802.10 仮想 LAN

MIB
MIB

MIB リンク

この機能がサポートする新しい MIB または変更され
た MIB はありません。また、この機能で変更された
既存の MIB のサポートはありません。

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリース、および機能セッ
トの MIB の場所を検索しダウンロードするには、次の URL にある
Cisco MIB Locator を使用します。

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

タイトル

この機能がサポートする新しい RFC または変更され
た RFC はありません。また、この機能は既存の規格
に対するサポートに影響を及ぼしません。

—

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを最大限に活用してください。

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立
ちます。

• テクニカル サポートを受ける
• ソフトウェアをダウンロードする
• セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ
製品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

• ツールおよびリソースへアクセスする
– Product Alert の受信登録
– Field Notice の受信登録
– Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索
• Networking Professionals（NetPro）コミュニ
ティで、技術関連のディスカッションに参加する

• トレーニング リソースへアクセスする
• TAC Case Collection ツールを使用して、ハード
ウェアや設定、パフォーマンスに関する一般的な
問題をインタラクティブに特定および解決する
この Web サイト上のツールにアクセスする際は、
Cisco.com のログイン ID およびパスワードが必要で
す。
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VLAN 間のルーティングの機能情報
表 4 に、この機能のリリース履歴を示します。
ご使用の Cisco IOS ソフトウェア リリースでは、一部のコマンドが使用できない場合があります。特
定のコマンドのリリース情報については、コマンド リファレンス マニュアルを参照してください。
プラットフォームのサポートおよびソフトウェア イメージのサポートに関する情報を検索するには、
Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator を使用すると、特定のソフトウェア リ
リース、機能セット、またはプラットフォームをサポートする Cisco IOS と Catalyst OS のソフトウェ
ア イメージを判別できます。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアクセ
スしてください。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

（注）

表 4

表 4 に、特定の Cisco IOS ソフトウェア リリースで特定の機能をサポートする Cisco IOS ソフトウェ
ア リリースだけを示します。特に明記していないかぎり、その機能は、その Cisco IOS ソフトウェア
の以降のリリースでもサポートされます。

VLAN 間のルーティングの機能情報

機能名

リリース

機能情報

IEEE 802.1 Q-in-Q VLAN タグ終端機能

12.0(28)S
12.3(7)(X17)
12.0(32)S1
12.2(31)SB
12.3(7)T
12.3(7)XI1

IEEE 802.1Q VLAN タグを 802.1Q 内でカプセル化す
ると、サービス プロバイダーは、1 つの VLAN を使用
して、複数の VLAN があるお客様をサポートできま
す。サブインターフェイス レベルでの IEEE
802.1Q-in-Q VLAN タグ終端機能は VLAN ID をその
まま維持し、他のカスタマーの VLAN のトラフィック
と区別します。

IEEE 802.1Q カプセル化を使用する VLAN 間の 12.0(7)XE
12.1(5)T
ルーティング設定
12.2(2)DD
12.2(4)S
12.2(8)T
12.2(13)T

スイッチ間リンクのカプセル化方式による
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12.0(7)XE
12.1(5)T
12.2(2)DD
12.2(4)S
12.2(8)T
12.2(13)T

IEEE 802.1Q プロトコルは、複数のスイッチおよび
ルータの相互接続や、VLAN トポロジの定義に使用さ
れます。IEEE 802.1Q 規格では、タグなしフレームに
関しては非常に多くの制約があります。この規格では、
タグなしフレームについてはポート別 VLAN のソ
リューションしか提供されてません。たとえば、タグ
なしフレームを VLAN に割り当てる場合は、そのフ
レームの送信元となったポートしか考慮されません。
各ポートには、タグなしフレームの受信に割り当てる
VLAN を指定する permanent virtual identification（ネ
イティブ VLAN）というパラメータがあります。
ISL は、複数のスイッチを相互接続し、トラフィック
がスイッチ間で転送される際に VLAN 情報を維持する
ためのシスコのプロトコルです。ISL は VLAN 機能を
提供すると同時に、フルまたはハーフ デュプレックス
モードのファスト イーサネット リンクでフル ワイヤ
速度のパフォーマンスを維持します。ISL はイント
ツーポイント環境で機能し、最大 1000 の VLAN をサ
ポートします。実質的に、環境に必要な数だけ論理
ネットワークを定義できます。
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表 4

VLAN 間のルーティングの機能情報 （続き）

機能名

リリース

機能情報

IEEE 802.10 カプセル化を使用する VLAN 間の 12.0(7)XE
12.1(5)T
ルーティング設定
12.2(2)DD
12.2(4)S
12.2(8)T
12.2(13)T

AppleTalk は、フル機能の Cisco IOS ソフトウェアに
よる AppleTalk サポートを VLAN ごとに提供する ISL
または IEEE 802.10 VLAN の機能を使用して、VLAN
サブインターフェイスをルーティングできるため、
VLAN 上で標準の AppleTalk 機能を設定できます。

12.0(7)XE
12.1(5)T
12.2(2)DD
12.2(4)S
12.2(8)T
12.2(13)T

VLAN レンジ機能を使用すると、VLAN サブインター
フェイスをグループ化して、グループに入力したコマ
ンドをグループ内のすべてのサブインターフェイスに
適用することができます。この機能は設定作業を単純
化し、コマンド解析の負担を低減させます。

VLAN レンジ

Cisco IOS Release 12.0(7)XE では、interface range コ
マンドが導入されました。
この interface range コマンドは、Cisco IOS Release
12.1(5)T に統合されました。

Cisco IOS Release 12.2(2)DD では、interface range
コマンドが拡張され、サブインターフェイスの設定が
可能になりました。
この interface range コマンドは、Cisco IOS Release
12.2(4)B に統合されました。

VLAN レンジ機能が、Cisco IOS Release 12.2(8)T に
統合されました。
この VLAN レンジ機能は、Cisco IOS Release
12.2(13)T に統合されました。
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