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はじめに
このマニュアルでは、スイッチに関するの設定情報および例について説明します。
• 表記法, lix ページ
• マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート, lxi ページ

表記法
このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。
表記法

説明

^ または Ctrl

^ 記号と Ctrl は両方ともキーボードの Control（Ctrl）キーを表します。
たとえば、^D または Ctrl+D というキーの組み合わせは、Ctrl キーを押
しながら D キーを押すことを意味します（ここではキーを大文字で表記
していますが、小文字で入力してもかまいません）。

太字

コマンド、キーワード、およびユーザが入力するテキストは太字で記載
されます。

Italic フォント

文書のタイトル、新規用語、強調する用語、およびユーザが値を指定す
る引数は、イタリック体で示しています。

courier

フォント

太字の courier

フォン

システムが表示する端末セッションおよび情報は、courier フォントで
示しています。
ユーザが入力したテキストは、太字の courier フォントで示しています。

ト
[x]

角カッコの中の要素は、省略可能です。

...

構文要素の後の省略記号（3つの連続する太字ではないピリオドでスペー
スを含まない）は、その要素を繰り返すことができることを示します。
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表記法

説明

|

パイプと呼ばれる縦棒は、一連のキーワードまたは引数の選択肢である
ことを示します。

[x | y]

どれか 1 つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、縦
棒で区切って示しています。

{x | y}

どれか 1 つを選択しなければならない必須キーワードは、波カッコで囲
み、縦棒で区切って示しています。

[x {y | z}]

角カッコまたは波カッコが入れ子になっている箇所は、任意または必須
の要素内の任意または必須の選択肢であることを表します。角カッコ内
の波カッコと縦棒は、省略可能な要素内で選択すべき必須の要素を示し
ています。

string

引用符を付けない一組の文字。string の前後には引用符を使用しません。
引用符を使用すると、その引用符も含めて string とみなされます。

<>

パスワードのように出力されない文字は、山カッコで囲んで示していま
す。

[]

システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで示
しています。

!、#

コードの先頭に感嘆符（!）またはポンド記号（#）がある場合には、コ
メント行であることを示します。

読者への警告の表記法
このマニュアルでは、読者への警告に次の表記法を使用しています。

（注）

「注釈」です。役立つ情報やこのマニュアルに記載されていない参照資料を紹介しています。

ヒント

「問題解決に役立つ情報」です。

注意

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されて
います。
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ワンポイント アドバイス

警告

時間を節約する方法です。ここに紹介している方法で作業を行うと、時間を短縮できます。

安全上の重要事項
「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。装置の取り扱
い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止策に留意してください。
各警告の最後に記載されているステートメント番号を基に、装置に付属の安全についての警告
を参照してください。Statement 1071
SAVE THESE INSTRUCTIONS

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎
月更新される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規お
よび改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
『What's New in Cisco Product Documentation』は RSS フィードとして購読できます。また、リー
ダー アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定するこ
ともできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポー
トしています。
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章

コマンドライン インターフェイスの使用
• コマンドライン インターフェイスの使用に関する情報, 1 ページ
• CLI を使用して機能を設定する方法, 8 ページ

コマンドライン インターフェイスの使用に関する情報
コマンド モード
Cisco IOS ユーザ インターフェイスは、いくつかのモードに分かれています。使用可能なコマンド
は、現在のモードによって異なります。各コマンド モードで使用できるコマンドのリストを取得
するには、システム プロンプトで疑問符（?）を入力します。
CLI セッションを開始するには、コンソール接続、Telnet、SSH、またはブラウザを使用できま
す。
セッションを開始するときは、ユーザ モード（別名ユーザ EXEC モード）が有効です。ユーザ
EXEC モードでは、限られた一部のコマンドしか使用できません。たとえばユーザ EXEC コマン
ドの大部分は、show コマンド（現在のコンフィギュレーション ステータスを表示する）、clear
コマンド（カウンタまたはインターフェイスをクリアする）などのように、1 回限りのコマンド
です。ユーザ EXEC コマンドは、スイッチをリブートするときには保存されません。
すべてのコマンドにアクセスするには、特権 EXEC モードを開始する必要があります。特権 EXEC
モードを開始するには、通常、パスワードが必要です。このモードでは、任意の特権 EXEC コマ
ンドを入力でき、また、グローバルコンフィギュレーションモードを開始することもできます。
コンフィギュレーション モード（グローバル、インターフェイス、およびライン）を使用して、
実行コンフィギュレーションを変更できます。設定を保存した場合はこれらのコマンドが保存さ
れ、スイッチをリブートするときに使用されます。各種のコンフィギュレーション モードにアク
セスするには、まずグローバル コンフィギュレーション モードを開始する必要があります。グ
ローバル コンフィギュレーション モードから、インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドとラインにすることができます。
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コマンドライン インターフェイスの使用
コマンド モード

次の表に、主要なコマンド モード、各モードへのアクセス方法、各モードで表示されるプロンプ
ト、およびモードの終了方法を示します。
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コマンドライン インターフェイスの使用
コマンド モード

表 1：コマンド モードの概要

モード

アクセス方式

ユーザ EXEC

Telnet、SSH、ま
たはコンソールを
使用してセッショ
ンを開始します。

プロンプト
Switch>

終了方法

モードの用途

logout または このモードを使用
quit を入力し して次の作業を行
います。
ます。
• 端末の設定変
更
• 基本テストの
実行
• システム情報
の表示

特権 EXEC

ユーザ EXEC
モードで、enable
コマンドを入力し
ます。

グローバル コン 特権 EXEC モー
フィギュレーショ ドで、configure
ン
コマンドを入力し
ます。

VLAN コンフィ
ギュレーション

グローバル コン
フィギュレーショ
ン モードで、
vlan vlan-id コマ
ンドを入力しま
す。

Switch#

Switch(config)#

disable を入力 このモードを使用
して終了しま して、入力したコ
マンドを確認しま
す。
す。パスワードを
使用して、この
モードへのアクセ
スを保護します。
終了して特権
EXEC モード
に戻るには、
exit または
end コマンド
を入力する
か、Ctrl+Z を
押します。

このモードは、ス
イッチ全体に適用
するパラメータを
設定する場合に使
用します。

Switch(config-vlan)#
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コマンドライン インターフェイスの使用
コマンド モード

モード

アクセス方式

プロンプト

終了方法

モードの用途

グローバル コ
ンフィギュ
レーション
モードに戻る
場合は、exit
コマンドを入
力します。

このモードを使用
して、VLAN（仮
想 LAN）パラメー
タを設定します。
VTP モードがトラ
ンスペアレントで
あるときは、拡張
範囲 VLAN
特権 EXEC
（VLAN ID が
モードに戻る
1006 以上）を作成
には、Ctrl+Z
してスイッチのス
を押すか、
タートアップ コン
end を入力し
フィギュレーショ
ます。
ン ファイルに設定
を保存できます。
インターフェイス グローバル コン
コンフィギュレー フィギュレーショ
ション
ン モードで、
interface コマンド
を入力し、イン
ターフェイスを指
定します。

Switch(config-if)#

終了してグ
ローバル コン
フィギュレー
ション モード
に戻るには、
exit を入力し
ます。

このモードを使用
して、イーサネッ
ト ポートのパラ
メータを設定しま
す。

特権 EXEC
モードに戻る
には、Ctrl+Z
を押すか、
end を入力し
ます。
ライン コンフィ
ギュレーション

グローバル コン
フィギュレーショ
ン モードで、
line vty または
line console コマ
ンドを使用して回
線を指定します。

Switch(config-line)#
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このモードを使用
して、端末回線の
パラメータを設定
します。

コマンドライン インターフェイスの使用
コマンドの省略形

モード

アクセス方式

プロンプト

終了方法

モードの用途

終了してグ
ローバル コン
フィギュレー
ション モード
に戻るには、
exit を入力し
ます。
特権 EXEC
モードに戻る
には、Ctrl+Z
を押すか、
end を入力し
ます。

コマンドの省略形
スイッチでコマンドが一意に認識される長さまでコマンドを入力します。
show configuration 特権 EXEC コマンドを省略形で入力する方法を次に示します。
Switch# show conf

コマンドの no 形式および default 形式
大部分のコンフィギュレーション コマンドに、no 形式があります。no 形式は一般に、特定の機
能または動作をディセーブルにする場合、あるいはコマンドの動作を取り消す場合に使用します。
たとえば、no shutdown インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用すると、イン
ターフェイスのシャットダウンが取り消されます。no キーワードなしでコマンドを使用すると、
ディセーブルにされた機能を再度イネーブルにしたり、デフォルトでディセーブルになっている
機能をイネーブルにすることができます。
コンフィギュレーション コマンドには、default 形式もあります。コマンドの default 形式は、コ
マンドの設定値をデフォルトに戻します。大部分のコマンドはデフォルトでディセーブルに設定
されているので、default 形式は no 形式と同じになります。ただし、デフォルトでイネーブルに
設定されていて、なおかつ変数が特定のデフォルト値に設定されているコマンドもあります。こ
れらのコマンドについては、default コマンドを使用すると、コマンドがイネーブルになり、変数
がデフォルト値に設定されます。
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コマンドライン インターフェイスの使用
CLI のエラー メッセージ

CLI のエラー メッセージ
次の表に、CLI を使用してスイッチを設定するときに表示される可能性のあるエラー メッセージ
の一部を紹介します。
表 2：CLI の代表的なエラー メッセージ

エラー メッセージ

意味

ヘルプの表示方法

% Ambiguous command: "show
con"

スイッチがコマンドとして認識 コマンドを再入力し、最後に疑
できるだけの文字数が入力され 問符（?）を入力します。コマ
ていません。
ンドと疑問符の間にはスペース
を入れません。
コマンドとともに使用できる
キーワードが表示されます。

% Incomplete command.

コマンドに必須のキーワードま コマンドを再入力し、最後に疑
たは値が、一部入力されていま 問符（?）を入力します。コマ
せん。
ンドと疑問符の間にはスペース
を 1 つ入れます。
コマンドとともに使用できる
キーワードが表示されます。

% Invalid input detected at
‘^’ marker.

コマンドの入力ミスです。間
違っている箇所をキャレット
（^）記号で示しています。

疑問符（?）を入力すると、そ
のコマンド モードで利用でき
るすべてのコマンドが表示され
ます。
コマンドとともに使用できる
キーワードが表示されます。

コンフィギュレーション ロギング
スイッチの設定変更を記録して表示させることができます。Configuration Change Logging and
Notification 機能を使用することで、セッションまたはユーザ ベースごとに変更内容をトラッキン
グできます。ログに記録されるのは、適用された各コンフィギュレーション コマンド、コマンド
を入力したユーザ、コマンドの入力時間、コマンドに対するパーサからのリターン コードです。
この機能には、登録しているアプリケーションの設定が変更されるときに通知される非同期通知
方式もあります。Syslog へこの通知を送信することも選択できます。

（注）

CLI または HTTP の変更のみがログとして記録されます。
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コマンドライン インターフェイスの使用
ヘルプ システムの使用

ヘルプ システムの使用
システム プロンプトに疑問符（?）を入力すると、各コマンド モードで使用できるコマンドの一
覧が表示されます。また、任意のコマンドについて、関連するキーワードおよび引数の一覧を表
示することもできます。

手順の概要
1. help
2. abbreviated-command-entry?
3. abbreviated-command-entry <Tab>
4. ?
5. command ?
6. command keyword ?

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

help

コマンド モードのヘルプ システムの簡単な説明
を表示します。

例：
Switch# help

ステップ 2

abbreviated-command-entry?

特定のストリングで始まるコマンドのリストを表
示します。

例：
Switch# di?
dir disable disconnect

ステップ 3

abbreviated-command-entry <Tab>

特定のコマンド名を補完します。

例：
Switch# sh conf<tab>
Switch# show configuration

ステップ 4

特定のコマンド モードで使用可能なすべてのコ
マンドをリストします。

?
例：
Switch> ?

ステップ 5

command ?

コマンドに関連するキーワードを一覧表示しま
す。

例：
Switch> show ?

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーション
ガイド
7

コマンドライン インターフェイスの使用
CLI を使用して機能を設定する方法

ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

command keyword ?

キーワードに関連する引数を一覧表示します。

例：
Switch(config)# cdp holdtime ?
<10-255> Length of time (in sec) that
receiver must keep this packet

CLI を使用して機能を設定する方法
コマンド履歴の設定
入力したコマンドは、ソフトウェア側にコマンド履歴として残されます。コマンド履歴機能は、
アクセスコントロールリストの設定時など、長い複雑なコマンドまたはエントリを何度も入力し
なければならない場合、特に便利です。必要に応じて、この機能をカスタマイズできます。

コマンド履歴バッファ サイズの変更
デフォルトでは、スイッチは履歴バッファにコマンド ライン 10 行を記録します。現在の端末セッ
ションまたは特定回線のすべてのセッションで、この数を変更できます。この手順は任意です。

手順の概要
1. terminal history [size number-of-lines]

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

terminal history [size number-of-lines]

特権 EXEC モードで現在のターミナル セッション中にス
イッチが記録するコマンドラインの数を変更します。サイ
ズは 0 から 256 までの間で設定できます。

例：
Switch# terminal history size 200

コマンドの呼び出し
履歴バッファにあるコマンドを呼び出すには、次の表に示すいずれかの操作を行います。これら
の操作は任意です。
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コマンドライン インターフェイスの使用
コマンド履歴の設定

（注）

矢印キーが使用できるのは、VT100 などの ANSI 互換端末に限られます。

手順の概要
1. Ctrl-P または up arrow キーを使用
2. Ctrl-N または down arrow キーを使用
3. show history

手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Ctrl-P または up arrow キーを 履歴バッファ内のコマンドを呼び出します。最後に実行したコマン
ドが最初に呼び出されます。キーを押すたびに、より古いコマンド
使用
が順次表示されます。

ステップ 2

Ctrl-N または down arrow キー Ctrl+P または↑キーでコマンドを呼び出した後で、履歴バッファ内の
を使用
より新しいコマンドに戻ります。キーを押すたびに、より新しいコ
マンドが順次表示されます。

ステップ 3

show history
例：
Switch# show history

特権 EXEC モードで、直前に入力したコマンドをいくつか表示しま
す。表示されるコマンドの数は、terminal history グローバル コン
フィギュレーション コマンドおよび history ライン コンフィギュレー
ション コマンドの設定値によって制御されます。

コマンド履歴機能の無効化
コマンド履歴機能は、自動的にイネーブルになっています。現在の端末セッションまたはコマン
ドラインでディセーブルにできます。この手順は任意です。

手順の概要
1. terminal no history
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コマンドライン インターフェイスの使用
編集機能の有効化および無効化

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

terminal no history

特権 EXEC モードで現在のターミナル セッション中
のこの機能を無効にします。

例：
Switch# terminal no history

編集機能の有効化および無効化
拡張編集モードは自動的にイネーブルに設定されますが、ディセーブルにしたり、再びイネーブ
ルにしたりできます。

手順の概要
1. terminal editing
2. terminal no editing

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

terminal editing

特権 EXEC モードで現在のターミナル セッションにおけ
る拡張編集モードを再び有効にします。

例：
Switch# terminal editing

ステップ 2

terminal no editing

特権 EXEC モードで現在のターミナル セッションにおけ
る拡張編集モードを無効にします。

例：
Switch# terminal no editing

キー入力によるコマンドの編集
キーストロークは、コマンドラインの編集に役立ちます。これらのキーストロークは任意です。

（注）

矢印キーが使用できるのは、VT100 などの ANSI 互換端末に限られます。
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コマンドライン インターフェイスの使用
編集機能の有効化および無効化

表 3：編集コマンド

編集コマンド

説明

Ctrl-B または left arrow キーを使用

カーソルを 1 文字後退させます。

Ctrl-F または right arrow キーを使用

カーソルを 1 文字前進させます。

Ctrl-A

コマンドラインの先頭にカーソルを移動しま
す。

Ctrl-E

カーソルをコマンド ラインの末尾に移動しま
す。

Esc B

カーソルを 1 単語後退させます。

Esc F

カーソルを 1 単語前進させます。

Ctrl-T

カーソルの左にある文字を、カーソル位置の文
字と置き換えます。

Delete または Backspace キー

カーソルの左にある文字を消去します。

Ctrl-D

カーソル位置にある文字を削除します。

Ctrl-K

カーソル位置からコマンド ラインの末尾までの
すべての文字を削除します。

Ctrl-U または Ctrl-X

カーソル位置からコマンド ラインの先頭までの
すべての文字を削除します。

Ctrl-W

カーソルの左にある単語を削除します。

Esc D

カーソルの位置から単語の末尾までを削除しま
す。

Esc C

カーソル位置のワードを大文字にします。

Esc L

カーソルの場所にある単語を小文字にします。

Esc U

カーソルの位置から単語の末尾までを大文字に
します。

Ctrl-V または Esc Q

特定のキーストロークを実行可能なコマンド
（通常はショートカット）として指定します。
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コマンドライン インターフェイスの使用
編集機能の有効化および無効化

Return キー

1 行または 1 画面下へスクロールして、端末画
面に収まりきらない表示内容を表示させます。
（注）

show コマンドの出力など、端末画面
に一度に表示できない長い出力では、
More プロンプトが使用されます。
More プロンプトが表示された場合
は、Return キーおよび Space キーを使
用してスクロールできます。

Space バー

1 画面分下にスクロールします。

Ctrl-L または Ctrl-R

スイッチから画面に突然メッセージが出力され
た場合に、現在のコマンドラインを再表示しま
す。

画面幅よりも長いコマンドラインの編集
画面上で 1 行分を超える長いコマンドラインについては、コマンドのラップアラウンド機能を使
用できます。カーソルが右マージンに達すると、そのコマンドラインは10文字分だけ左へシフト
されます。コマンドラインの先頭から10文字までは見えなくなりますが、左へスクロールして、
コマンドの先頭部分の構文をチェックできます。これらのキー操作は任意です。
コマンドの先頭にスクロールして入力内容をチェックするには、Ctrl-Bキーまたは←キーを繰り
返し押します。コマンドラインの先頭に直接移動するには、Ctrl-Aを押します。

（注）

矢印キーが使用できるのは、VT100 などの ANSI 互換端末に限られます。
次に、画面上で 1 行を超える長いコマンドラインを折り返す例を示します。

手順の概要
1. access-list
2. Ctrl-A
3. Return キー
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コマンドライン インターフェイスの使用
show および more コマンド出力の検索およびフィルタリング

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

access-list

1 行分を超えるグローバル コンフィギュレーション コマンド
入力を表示します。

例：
Switch(config)# access-list 101 permit
tcp 10.15.22.25 255.255.255.0
10.15.22.35
Switch(config)# $ 101 permit tcp
10.15.22.25 255.255.255.0 10.15.22.35
255.25
Switch(config)# $t tcp 10.15.22.25
255.255.255.0 131.108.1.20
255.255.255.0 eq
Switch(config)# $15.22.25 255.255.255.0
10.15.22.35 255.255.255.0 eq 45

ステップ 2

Ctrl-A

完全な構文をチェックします。

例：

行末に表示されるドル記号（$）は、その行が右へスクロール
されたことを表します。

Switch(config)# access-list 101 permit
tcp 10.15.22.25 255.255.255.0 10.15.2$

ステップ 3

最初にカーソルが行末に達すると、その行は 10 文字分だけ左
へシフトされ、再表示されます。ドル記号（$）は、その行が
左へスクロールされたことを表します。カーソルが行末に達す
るたびに、その行は再び 10 文字分だけ左へシフトされます。

Return キー

コマンドを実行します。
ソフトウェアでは、端末画面は 80 カラム幅であると想定され
ています。画面の幅が異なる場合は、terminal width 特権 EXEC
コマンドを使用して端末の幅を設定します。
ラップアラウンド機能とコマンド履歴機能を併用すると、前に
入力した複雑なコマンドエントリを呼び出して変更できます。

show および more コマンド出力の検索およびフィルタリング
show および more コマンドの出力を検索およびフィルタリングできます。この機能は、大量の出
力をソートする場合や、出力から不要な情報を除外する場合に役立ちます。これらのコマンドの
使用は任意です。

手順の概要
1. {show | more} command | {begin | include | exclude} regular-expression

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーション
ガイド
13

コマンドライン インターフェイスの使用
スイッチ スタックでの CLI へのアクセス

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

{show | more} command | {begin | include | exclude}
regular-expression

出力を検索およびフィルタリングします。

例：
Switch# show interfaces | include protocol
Vlan1 is up, line protocol is up
Vlan10 is up, line protocol is down
GigabitEthernet1/0/1 is up, line protocol is down
GigabitEthernet1/0/2 is up, line protocol is up

文字列では、大文字と小文字が区別されます。た
とえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、output を含む行は
表示されます。

スイッチ スタックでの CLI へのアクセス
CLI にはコンソール接続、Telnet、SSH、またはブラウザを使用することによってアクセスできま
す。
スイッチ スタックおよびスタック メンバ インターフェイスは、アクティブ スイッチを経由して
管理します。スイッチごとにスタック メンバを管理することはできません。1 つまたは複数のス
タック メンバーのコンソール ポートまたはイーサネット管理ポートを経由してアクティブ スイッ
チへ接続できます。アクティブ スイッチで複数の CLI セッションを使用する場合は注意してくだ
さい。1 つのセッションで入力したコマンドは、別のセッションには表示されません。したがっ
て、コマンドを入力したセッションを追跡できない場合があります。

（注）

スイッチ スタックを管理する場合は、1 つの CLI セッションを使用することを推奨します。
特定のスタック メンバ ポートを設定する場合は、CLI コマンド インターフェイス表記にスタック
メンバ番号を含めてください。

コンソール接続または Telnet 経由の CLI へのアクセス
CLI にアクセスするには、スイッチに付属のハードウェア インストレーション ガイドに記載され
ているように、端末または PC をスイッチ コンソールに接続するか、PC をイーサネット管理ポー
トに接続して、スイッチの電源をオンにする必要があります。
スイッチがすでに設定されている場合は、ローカル コンソール接続またはリモート Telnet セッ
ションによって CLI にアクセスできますが、このタイプのアクセスに対応できるように、先にス
イッチを設定しておく必要があります。
次のいずれかの方法で、スイッチとの接続を確立できます。
• スイッチ コンソール ポートを管理ステーションまたはダイヤルアップ モデムに接続するか、
イーサネット管理ポートを PC に接続します。コンソール ポートまたはイーサネット管理ポー
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トへの接続方法については、スイッチのハードウェア インストレーション ガイドを参照し
てください。
• リモート管理ステーションから任意の Telnet TCP/IP または暗号化セキュア シェル（SSH）
パッケージを使用します。スイッチは Telnet または SSH クライアントとのネットワーク接続
が可能でなければなりません。また、スイッチにイネーブル シークレット パスワードを設
定しておくことも必要です。
• スイッチは同時に最大 16 の Telnet セッションをサポートします。1 人の Telnet ユーザ
によって行われた変更は、他のすべての Telnet セッションに反映されます。
• スイッチは最大 5 つの安全な SSH セッションを同時にサポートします。
コンソール ポート、イーサネット管理ポート、Telnet セッション、または SSH セッション経
由で接続したら、管理ステーション上にユーザ EXEC プロンプトが表示されます。

Bluetooth を使用した CLI へのアクセス
スイッチとコンピュータをペアにすることで、Bluetooth 接続を介して CLI にアクセスできます。

（注）

この機能は、Cisco IOS リリース 15.2(5)E2 以降で利用できます。
1 Bluetooth ドングルをスイッチの USB ポートに接続し、スイッチの電源をオンにします。
2 コンピュータの Bluetooth をオンにし、スイッチを検出します。
3 コンピュータをスイッチにペアリングします。
4 アクセス ポイントとしてスイッチに接続します。
• Windows コンピュータから接続する場合：[Devices & Printers] に進み、スイッチを選択し
て、[Connect Using] タブをクリックし、[Access point] を選択します。
• Mac コンピュータから接続する場合：メニュー バーで、[Bluetooth] アイコンをクリック
し、スイッチ名の上にカーソルを移動して、[Connect to Network] をクリックします。
接続が確立されると、管理ウィンドウを開いてスイッチを設定できます。
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表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シスコ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 からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

インターフェイス特性の設定に関する情報
インターフェイス タイプ
ここでは、スイッチでサポートされているインターフェイスの異なるタイプについて説明します。
また、インターフェイスの物理特性に応じた設定手順についても説明します。
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（注）

このスタック対応スイッチの背面にあるスタック ポートはイーサネット ポートではないため、
設定できません。

ポートベースの VLAN
VLAN は、ユーザの物理的な位置に関係なく、機能、チーム、またはアプリケーションなどで論
理的に分割された、スイッチによるネットワークです。ポートで受信したパケットが転送される
のは、その受信ポートと同じ VLAN に属するポートに限られます。異なる VLAN 上のネットワー
ク デバイスは、VLAN 間でトラフィックをルーティングするレイヤ 3 デバイスがなければ、互い
に通信できません。
VLAN に分割することにより、VLAN 内でトラフィック用の堅固なファイアウォールを実現しま
す。また、各 VLAN には固有の MAC アドレス テーブルがあります。VLAN が認識されるのは、
ローカル ポートが VLAN に対応するように設定されたとき、VLAN トランキング プロトコル
（VTP）トランク上のネイバーからその存在を学習したとき、またはユーザが VLAN を作成した
ときです。スタック全体のポートを使用して VLAN を形成できます。
VLAN を設定するには、vlan vlan-id グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、
VLAN コンフィギュレーション モードを開始します。標準範囲 VLAN（VLAN ID 1 ～ 1005）の
VLAN 設定は、VLAN データベースに保存されます。VTP がバージョン 1 または 2 の場合に、拡
張範囲 VLAN（VLAN ID が 1006 ～ 4094）を設定するには、最初に VTP モードをトランスペアレ
ントに設定する必要があります。トランスペアレント モードで作成された拡張範囲 VLAN は、
VLAN データベースには追加されませんが、スイッチの実行コンフィギュレーションに保存され
ます。VTP バージョン 3 では、クライアントまたはサーバ モードで拡張範囲 VLAN を作成できま
す。これらの VLAN は VLAN データベースに格納されます。
スイッチ スタックでは、VLAN データベースはスタック内のすべてのスイッチにダウンロードさ
れ、スタック内のすべてのスイッチによって同じ VLAN データベースが構築されます。スタック
のすべてのスイッチで実行コンフィギュレーションおよび保存済みコンフィギュレーションが同
一です。
switchport インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用すると、VLAN にポートが
追加されます。
• インターフェイスを特定します。
• トランク ポートには、トランク特性を設定し、必要に応じて所属できる VLAN を定義しま
す。
• アクセス ポートには、所属する VLAN を設定して定義します。

スイッチ ポート
スイッチ ポートは、物理ポートに対応付けられたレイヤ 2 専用インターフェイスです。スイッチ
ポートは 1 つまたは複数の VLAN に所属します。スイッチ ポートは、アクセス ポートまたはト
ランク ポートにも使用できます。ポートは、アクセス ポートまたはトランク ポートに設定でき

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
20

インターフェイス特性の設定に関する情報

ます。また、ポート単位で Dynamic Trunking Protocol（DTP）を稼働させ、リンクのもう一端の
ポートとネゴシエートすることで、スイッチ ポート モードも設定できます。スイッチ ポートは、
物理インターフェイスおよび関連付けられているレイヤ 2 プロトコルの管理に使用され、ルーティ
ングやブリッジングは処理しません。
スイッチ ポートの設定には、switchport インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使
用します。
アクセス ポート
アクセス ポートは（音声 VLAN ポートとして設定されている場合を除き）1 つの VLAN だけに所
属し、その VLAN のトラフィックだけを伝送します。トラフィックは、VLAN タグが付いていな
いネイティブ形式で送受信されます。アクセス ポートに着信したトラフィックは、ポートに割り
当てられている VLAN に所属すると見なされます。アクセス ポートがタグ付きパケット（スイッ
チ間リンク（ISL）またはタグ付き IEEE 802.1Q）を受信した場合、そのパケットはドロップされ、
送信元アドレスは学習されません。
サポートされているアクセス ポートのタイプは、次のとおりです。
• スタティック アクセス ポート。このポートは、手動で VLAN に割り当てます（IEEE 802.1x
で使用する場合は RADIUS サーバを使用します。
• ダイナミック アクセス ポートの VLAN メンバーシップは、着信パケットを通じて学習され
ます。デフォルトでは、ダイナミック アクセス ポートはどの VLAN のメンバーでもなく、
ポートとの伝送はポートの VLAN メンバーシップが検出されたときにだけイネーブルになり
ます。スイッチ上のダイナミック アクセス ポートは、VLAN メンバーシップ ポリシー サー
バ（VMPS）によって VLAN に割り当てられます。Catalyst 6500 シリーズ スイッチを VMPS
にできます。このスイッチを VMPS サーバにすることはできません。
また、Cisco IP Phone と接続するアクセス ポートを、1 つの VLAN は音声トラフィック用に、もう
1 つの VLAN は Cisco IP Phone に接続しているデバイスからのデータ トラフィック用に使用する
ように設定できます。
トランク ポート
トランク ポートは複数の VLAN のトラフィックを伝送し、デフォルトで VLAN データベース内
のすべての VLAN のメンバとなります。
スイッチは IEEE 802.1Q トランク ポートだけをサポートします。IEEE 802.1Q トランク ポートは、
タグ付きとタグなしの両方のトラフィックを同時にサポートします。IEEE 802.1Q トランク ポー
トは、デフォルトのポート VLAN ID（PVID）に割り当てられ、すべてのタグなしトラフィックは
ポートのデフォルト PVID 上を流れます。NULL VLAN ID を備えたすべてのタグなしおよびタグ
付きトラフィックは、ポートのデフォルト PVID に所属するものと見なされます。発信ポートの
デフォルト PVID と等しい VLAN ID を持つパケットは、タグなしで送信されます。残りのトラ
フィックはすべて、VLAN タグ付きで送信されます。
デフォルトでは、トランク ポートは、VTP に認識されているすべての VLAN のメンバですが、ト
ランク ポートごとに VLAN の許可リストを設定して、VLAN メンバーシップを制限できます。許
可 VLAN のリストは、その他のポートには影響を与えませんが、対応トランク ポートには影響を
与えます。デフォルトでは、使用可能なすべての VLAN（VLAN ID 1 ～ 4094）が許可リストに含
まれます。トランク ポートは、VTP が VLAN を認識し、VLAN がイネーブル状態にある場合に限
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り、VLAN のメンバーになることができます。VTP が新しいイネーブル VLAN を認識し、その
VLAN がトランク ポートの許可リストに登録されている場合、トランク ポートは自動的にその
VLAN のメンバになり、トラフィックはその VLAN のトランク ポート間で転送されます。VTP
が、VLAN のトランク ポートの許可リストに登録されていない、新しいイネーブル VLAN を認識
した場合、ポートはその VLAN のメンバーにはならず、その VLAN のトラフィックはそのポート
間で転送されません。

スイッチ仮想インターフェイス
スイッチ仮想インターフェイス（SVI）は、スイッチ ポートの VLAN を、システムのルーティン
グ機能またはブリッジング機能に対する 1 つのインターフェイスとして表します。1 つの VLAN
に関連付けることができる SVI は 1 つだけです。VLAN に対して SVI を設定するのは、VLAN 間
でルーティングするため、またはスイッチに IP ホスト接続を提供するためだけです。デフォルト
では、SVI はデフォルト VLAN（VLAN 1）用に作成され、リモート スイッチの管理を可能にしま
す。追加の SVI は明示的に設定する必要があります。

（注）

インターフェイス VLAN 1 は削除できません。
SVI はシステムにしか IP ホスト接続を行いません。SVI は、VLAN インターフェイスに対して
vlan インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを実行したときに初めて作成されます。
VLAN は、ISL または IEEE 802.1Q カプセル化トランク上のデータ フレームに関連付けられた
VLAN タグ、あるいはアクセス ポート用に設定された VLAN ID に対応します。トラフィックを
ルーティングするそれぞれの VLAN に対して VLAN インターフェイスを設定し、IP アドレスを割
り当ててください。
スイッチ スタックまたはスイッチは合計 1005 個の VLAN および SVI をサポートしますが、ハー
ドウェアの制限のため、SVI およびルーテッド ポートの数と設定する他の機能の数との相互関係
によって、CPU のパフォーマンスに影響が及ぶことがあります。
物理ポートと関連付けられていない場合、SVI を作成してもアクティブにはなりません。

EtherChannel ポート グループ
EtherChannel ポート グループは、複数のスイッチ ポートを 1 つのスイッチ ポートとして扱いま
す。このようなポート グループは、スイッチ間、またはスイッチおよびサーバ間で高帯域接続を
行う単一論理ポートとして動作します。EtherChannel は、チャネルのリンク全体でトラフィック
の負荷を分散させます。EtherChannel 内のリンクで障害が発生すると、それまでその障害リンク
で伝送されていたトラフィックが残りのリンクに切り替えられます。複数のトランク ポートを 1
つの論理トランク ポートに、または複数のアクセス ポートを 1 つの論理アクセス ポートにまと
めることができます。ほとんどのプロトコルは単一のまたは集約スイッチ ポートで動作し、ポー
ト グループ内の物理ポートを認識しません。例外は、DTP、Cisco Discovery Protocol（CDP）、お
よびポート集約プロトコル（PAgP）で、物理ポート上でしか動作しません。
EtherChannel を設定するとき、ポートチャネル論理インターフェイスを作成し、EtherChannel にイ
ンターフェイスを割り当てます。レイヤ 2 インターフェイスの場合は、channel-group インター
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フェイスコンフィギュレーションコマンドを使用して、ポートチャネル論理インターフェイスを
ダイナミックに作成します。このコマンドは物理および論理ポートをバインドします。

Power over Ethernet（PoE）ポート
Power over Ethernet（PoE）対応スイッチ ポートでは、回路に電力が供給されていないことをスイッ
チが検出した場合、接続している次のデバイスに電力が自動的に供給されます。
• シスコ先行標準受電デバイス（Cisco IP Phone や Cisco Aironet アクセス ポイントなど）
• IEEE 802.3af 準拠の受電装置
受電デバイスが PoE スイッチ ポートおよび AC 電源に接続されている場合、冗長電力として利用
できます。受電装置が PoE ポートにだけ接続されている場合、受電装置には冗長電力は供給され
ません。

スイッチの USB ポートの使用
スイッチには、USB ミニ タイプ B コンソール ポートと 2 つの USB タイプ A ポートの 3 つの USB
ポートが前面パネルにあります。

USB ミニタイプ B コンソール ポート
スイッチには、次のコンソール ポートがあります。
• USB ミニタイプ B コンソール接続
• RJ-45 コンソール ポート
コンソール出力は両方のポートに接続されたデバイスに表示されますが、コンソール入力は一度
に 1 つのポートしかアクティブになりません。デフォルトでは、USB コネクタは RJ-45 コネクタ
よりも優先されます。

（注）

Windows PC には、USB ポートのドライバが必要です。ドライバ インストレーションの手順に
ついては、ハードウェア インストレーション ガイドを参照してください。
付属の USB タイプ A ツー USB ミニタイプ B ケーブルを使用して、PC またはその他のデバイス
をスイッチに接続します。接続されたデバイスには、ターミナル エミュレーション アプリケー
ションが必要です。スイッチが、ホスト機能をサポートする電源投入デバイス（PC など）への有
効な USB 接続を検出すると、RJ-45 コンソールからの入力はただちにディセーブルになり、USB
コンソールからの入力がイネーブルになります。USB 接続が削除されると、RJ-45 コンソールか
らの入力はただちに再度イネーブルになります。スイッチの LED は、どのコンソール接続が使用
中であるかを示します。
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コンソール ポート変更ログ
ソフトウェア起動時に、ログに USB または RJ-45 コンソールのいずれがアクティブであるかが示
されます。スタックの各スイッチがこのログを生成します。すべてのスイッチは常にまず RJ-45
メディア タイプを表示します。
サンプル出力では、Switch 1 には接続された USB コンソール ケーブルがあります。ブートローダ
が USB コンソールに変わらなかったため、Switch 1 からの最初のログは、RJ-45 コンソールを示
しています。少したってから、コンソールが変更され、USB コンソール ログが表示されます。
Switch 2 およびSwitch 3 には接続された RJ-45 コンソール ケーブルがあります。
switch-stack-1
*Mar 1 00:01:00.171: %USB_CONSOLE-6-MEDIA_RJ45: Console media-type is RJ45.
*Mar 1 00:01:00.431: %USB_CONSOLE-6-MEDIA_USB: Console media-type is USB.
switch-stack-2
*Mar 1 00:01:09.835: %USB_CONSOLE-6-MEDIA_RJ45: Console media-type is RJ45.
switch-stack-3
*Mar 1 00:01:10.523: %USB_CONSOLE-6-MEDIA_RJ45: Console media-type is RJ45.

USB ケーブルが取り外されるか、PC が USB 接続を非アクティブ化すると、ハードウェアは自動
的に RJ-45 コンソール インターフェイスに変わります。
switch-stack-1
Mar 1 00:20:48.635: %USB_CONSOLE-6-MEDIA_RJ45: Console media-type is RJ45.

コンソール タイプが常に RJ-45 であるように設定でき、さらに USB コネクタの無活動タイムアウ
トを設定できます。

USB タイプ A ポート
USB タイプ A ポートは、外部 USB フラッシュ デバイス（サム ドライブまたは USB キーとも呼
ばれる）へのアクセスを提供します。スイッチで Cisco 64 MB、256 MB、512 MB、1 GB、4 GB、
および 8 GB のフラッシュ ドライブがサポートされます。標準 Cisco IOS コマンドライン インター
フェイス（CLI）コマンドを使用して、フラッシュ デバイスの読み取り、書き込み、および、コ
ピー元やコピー先として使用できます。スイッチを USB フラッシュ ドライブから起動するように
も設定できます。
スイッチを USB フラッシュ ドライブから起動するように設定する方法については、『Catalyst
2960-X Switch System Management Configuration Guide』を参照してください。
フラッシュ デバイスとのファイルの読み取り、書き込み、消去、および、コピーについては、
『Catalyst 2960-X Switch Managing Cisco IOS Image Files Configuration Guide』を参照してください。

インターフェイスの接続
単一 VLAN 内のデバイスは、スイッチを通じて直接通信できます。異なる VLAN に属すポート間
では、ルーティングデバイスを介さなければデータを交換できません。

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
24

インターフェイス特性の設定に関する情報

次の設定例では、VLAN 20 のホスト A が VLAN 30 のホスト B にデータを送信する場合は、デー
タはホスト A からスイッチを経由してルータへ送られた後、再びスイッチに戻ってからホスト B
へ送信される必要があります。
図 1：スイッチと VLAN との接続

標準のレイヤ 2 スイッチを使用すると、異なる VLAN のポートは、ルータを通じて情報を交換す
る必要があります。

インターフェイス コンフィギュレーション モード
スイッチは、次のインターフェイス タイプをサポートします。
• 物理ポート：スイッチ ポートおよびルーテッド ポート
• VLAN：スイッチ仮想インターフェイス
• ポート チャネル：EtherChannel インターフェイス
インターフェイス範囲も設定できます。
物理インターフェイス（ポート）を設定するには、インターフェイス タイプ、モジュール番号、
およびスイッチ ポート番号を指定して、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開
始します。
• タイプ：10/100/1000 Mbps イーサネット ポートの場合はギガビット イーサネット
（gigabitethernet または gi）、または Small Form-Factor Pluggable（SFP）モジュール ギガビッ
ト イーサネット インターフェイス（gigabitethernet または gi）。
• スタック メンバー番号：スタック内のスイッチを識別するための番号。範囲は、Catalyst
2960-X スイッチのスタックで 1 ～ 8 で、Catalyst 2960-X および Catalyst 2960-S スイッチの混
合スタックで 1 ～ 4 です。スイッチ番号は、スイッチの初回初期化時に割り当てられます。
スイッチ スタックに組み込まれる前のデフォルトのスイッチ番号は 1 です。スイッチにス
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タック メンバー番号が割り当てられると、別の番号が割り当てられるまではその番号が保持
されます。
スタック モードでのスイッチ ポート LED を使用して、スイッチ内のスタック メンバー番号
を識別できます。
• モジュール番号：スイッチのモジュールまたはスロット番号（常に 0）。
• ポート番号：スイッチ上のインターフェイス番号。10/100/1000 ポート番号は常に 1 から始ま
り、スイッチに向かって左のポートから順番に付けられています。たとえば、
gigabitethernet1/0/1 または gigabitethernet1/0/8 のようになります。10/100/1000 ポートと SFP モ
ジュール ポートのあるスイッチの場合、SFP モジュール ポートの番号は 10/100/1000 ポート
の後に連続して付けられます。
スイッチ上のインターフェイスの位置を物理的に確認することで、物理インターフェイスを識別
できます。show 特権 EXEC コマンドを使用して、スイッチ上の特定のインターフェイスまたはす
べてのインターフェイスに関する情報を表示することもできます。以降、この章では、主に物理
インターフェイスの設定手順について説明します。
次に、スタッキング対応スイッチでインターフェイスを識別する例を示します。
• スタンドアロン スイッチの 10/100/1000 ポート 4 を設定するには、次のコマンドを入力しま
す。
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/4

• スタック メンバ 3 の 10/100/1000 ポート 4 を設定するには、次のコマンドを入力します。
Switch(config)# interface gigabitethernet3/0/4

イーサネット インターフェイスのデフォルト設定
次の表は、レイヤ 2 インターフェイスにだけ適用される一部の機能を含む、イーサネット イン
ターフェイスのデフォルト設定を示しています。
表 4：レイヤ 2 イーサネット インターフェイスのデフォルト設定

機能

デフォルト設定

動作モード

レイヤ 2 またはスイッチング モード（switchport
コマンド）

VLAN 許容範囲

VLAN 1 ～ 4094

デフォルト VLAN（アクセス ポート用）

VLAN 1

ネイティブ VLAN（IEEE 802.1Q トランク用） VLAN 1
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機能

デフォルト設定

802.1p プライオリティ タグ付きトラフィック

VLAN0のタグが付いたパケットをすべてドロッ
プします。

VLAN トランキング

Switchport mode dynamic auto（DTP をサポート）

ポート イネーブル ステート

すべてのポートがイネーブル

ポート記述

未定義

速度

自動ネゴシエーション（10 ギガビット インター
フェイス上では未サポート）

デュプレックス モード

自動ネゴシエーション（10 ギガビット インター
フェイス上では未サポート）

フロー制御

フロー制御は receive: off に設定されます。送信
パケットでは常にオフです。

EtherChannel（PAgP）

すべてのイーサネット ポートでディセーブル。

ポート ブロッキング（不明マルチキャストおよ ディセーブル（ブロッキングされない）。
び不明ユニキャスト トラフィック）
ブロードキャスト、マルチキャスト、およびユ ディセーブル
ニキャスト ストーム制御
保護ポート

ディセーブル

ポート セキュリティ

ディセーブル

PortFast

ディセーブル

Auto-MDIX

イネーブル
（注）

受電デバイスがクロス ケーブルでス
イッチに接続されている場合、スイッ
チは、IEEE 802.3af に完全には準拠し
ていない、Cisco IP Phone やアクセス
ポイントなどの準規格の受電をサポー
トしていない場合があります。これ
は、スイッチ ポート上で Automatic
Medium-Dependent Interface Crossover
（Auto-MIDX）がイネーブルかどうか
は関係ありません。
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機能

デフォルト設定

Power over Ethernet（PoE）

イネーブル（auto）

キープアライブ メッセージ

SFP モジュールでディセーブル。他のすべての
ポートでイネーブル。

インターフェイス速度およびデュプレックス モード
スイッチのイーサネット インターフェイスは、全二重または半二重モードのいずれかで、10、
100、または 1000 Mb/s で動作します。全二重モードの場合、2 つのステーションが同時にトラ
フィックを送受信できます。通常、10 Mbps ポートは半二重モードで動作します。これは、各ス
テーションがトラフィックを受信するか、送信するかのどちらか一方しかできないことを意味し
ます。
スイッチ モジュールには、ギガビット イーサネット（10/100/1000 Mbps）ポートおよび SFP モ
ジュールをサポートする Small Form-Factor Pluggable（SFP）モジュール スロットが含まれます。

速度とデュプレックス モードの設定時の注意事項
インターフェイス速度とデュプレックス モードを設定する際には、次のガイドラインに注意して
ください。
• PoE スイッチで自動ネゴシエーションを無効にしないでください。
• ギガビット イーサネット（10/100/1000 Mbps）ポートは、すべての速度オプションとデュプ
レックス オプション（自動、半二重、全二重）をサポートします。ただし、1000 Mbps で稼
働させているギガビット イーサネット ポートは、半二重モードをサポートしません。
• SFP モジュール ポートの場合、次の SFP モジュール タイプによって速度とデュプレックス
の CLI（コマンドライン インターフェイス）オプションが変わります。
◦ 1000 BASE-x（x は、BX、CWDM、LX、SX、および ZX）SFP モジュール ポートは、
speed インターフェイス コンフィギュレーション コマンドで nonegotiate キーワードを
サポートします。デュプレックス オプションはサポートされません。
◦ 1000BASE-T SFP モジュール ポートは、10/100/1000 Mbps ポートと同一の速度とデュプ
レックス オプションをサポートします。
• 回線の両側で自動ネゴシエーションがサポートされる場合は、デフォルトの auto ネゴシエー
ションを使用することを強くお勧めします。
• 一方のインターフェイスが自動ネゴシエーションをサポートし、もう一方がサポートしない
場合は、両方のインターフェイス上でデュプレックスと速度を設定します。サポートする側
で auto 設定を使用しないでください。
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• STP がイネーブルの場合にポートを再設定すると、スイッチがループの有無を調べるために
最大で 30 秒かかる可能性があります。STP の再設定時に、ポート LED はオレンジになりま
す。ベスト プラクティスとして、両端で自動または固定へのリンクに速度とデュプレックス
のオプションを設定することを推奨します。リンクの片側が自動に設定され、反対側が固定
に設定されている場合、リンクは起動せず、これは予期されることです。
• ベスト プラクティスとして、両端で自動または固定へのリンクに速度とデュプレックスのオ
プションを設定することを推奨します。リンクの片側が自動に設定され、反対側が固定に設
定されている場合、リンクは起動せず、これは予期されることです。

注意

インターフェイス速度とデュプレックス モードの設定を変更すると、再設定中にインターフェ
イスがシャットダウンし、再びイネーブルになる場合があります。

IEEE 802.3x フロー制御
フロー制御により、接続しているイーサネット ポートは、輻輳しているノードがリンク動作をも
う一方の端で一時停止できるようにすることによって、輻輳時のトラフィック レートを制御でき
ます。あるポートで輻輳が生じ、それ以上はトラフィックを受信できなくなった場合、ポーズ フ
レームを送信することによって、その状態が解消されるまで送信を中止するように、そのポート
から相手ポートに通知します。ポーズフレームを受信すると、送信側デバイスはデータパケット
の送信を中止するので、輻輳時のデータ パケット損失が防止されます。

（注）

スイッチ ポートは、ポーズ フレームを受信できますが、送信はできません。
flowcontrolflowcontrolインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して、インター
フェイスのポーズ フレームを受信（receive）する能力を on、off、または desired に設定します。
デフォルトの状態は off です。
desired に設定した場合、インターフェイスはフロー制御パケットの送信を必要とする接続デバイ
ス、または必要ではないがフロー制御パケットを送信できる接続デバイスに対して動作できます。
デバイスのフロー制御設定には、次のルールが適用されます。
• receive on （または desired）：ポートはポーズ フレームを送信できませんが、ポーズ フレー
ムを送信する必要のある、または送信できる接続デバイスと組み合わせて使用できます。
ポーズ フレームの受信は可能です。
• receive off：フロー制御はどちらの方向にも動作しません。輻輳が生じても、リンクの相手側
に通知はなく、どちら側の装置も休止フレームの送受信を行いません。
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（注）

コマンドの設定と、その結果生じるローカルおよびリモート ポートでのフロー制御解決の詳
細については、このリリースのコマンド リファレンスに記載された flowcontrolflowcontrolイン
ターフェイス コンフィギュレーション コマンドを参照してください。

インターフェイスの特性の設定方法
インターフェイスの設定
次の一般的な手順は、すべてのインターフェイス設定プロセスに当てはまります。

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。パスワードを入力しま
す（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

interface
例：

インターフェイス タイプ、スイッチ番号（スタック対応スイッチ
のみ）、およびコネクタの数を識別します。
（注）

Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)#

インターフェイス タイプとインターフェイス番号の間
にスペースを入れる必要はありません。たとえば、前
出の行の場合は、gigabitethernet 1/0/1、
gigabitethernet1/0/1、gi 1/0/1、または gi1/0/1 のいずれ
かを指定できます。

ステップ 4

各 interface コマンドの後ろに、イ
ンターフェイスに必要なインター
フェイス コンフィギュレーション
コマンドを続けて入力します。

インターフェイス上で実行するプロトコルとアプリケーションを
定義します。別のインターフェイス コマンドまたは end を入力し
て特権 EXEC モードに戻ると、コマンドが収集されてインター
フェイスに適用されます。

ステップ 5

interface range または interface
range macro

（任意）インターフェイスの範囲を設定します。
（注）

ある範囲内で設定したインターフェイスは、同じタイ
プである必要があります。また、同じ機能オプション
を指定して設定しなければなりません。
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

show interfaces

スイッチ上のまたはスイッチに対して設定されたすべてのイン
ターフェイスのリストを表示します。デバイスがサポートする各
インターフェイスまたは指定したインターフェイスのレポートが
出力されます。

インターフェイスに関する記述の追加
手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. interface interface-id
4. description string
5. end
6. show interfaces interface-iddescription
7. 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。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Switch> 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：
Switch# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id
例：

記述を追加するインターフェイスを指定し、イン
ターフェイス コンフィギュレーション モードを開
始します。

Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/2
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

description string

インターフェイスに関する説明を追加します（最大
240 文字）。

例：
Switch(config-if)# description Connects
to Marketing

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config-if)# end

ステップ 6

show interfaces interface-iddescription

入力を確認します。

ステップ 7

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定
を保存します。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

インターフェイス範囲の設定
同じ設定パラメータを持つ複数のインターフェイスを設定するには、interface range グローバル
コンフィギュレーション コマンドを使用します。インターフェイス レンジ コンフィギュレーショ
ンモードを開始すると、このモードを終了するまで、入力されたすべてのコマンドパラメータは
その範囲内のすべてのインターフェイスに対するものと見なされます。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. interface range {port-range | macro macro_name}
4. end
5. show interfaces [interface-id]
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。パスワードを入力します
（要求された場合）。

例：
Switch> 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：
Switch# configure terminal

ステップ 3

interface range {port-range | macro 設定するインターフェイス範囲（VLAN または物理ポート）を指定
macro_name}
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：

• interface range コマンドを使用すると、最大 5 つのポート範囲

Switch(config)# interface range
macro

または定義済みマクロを 1 つ設定できます。
• macro 変数については、インターフェイス レンジ マクロの設
定および使用方法, （34 ページ）を参照してください。
• カンマで区切った port-range では、各エントリに対応するイン
ターフェイス タイプを入力し、カンマの前後にスペースを含
めます。
• ハイフンで区切った port-range では、インターフェイス タイ
プの再入力は不要ですが、ハイフンの前後にスペースを入力
する必要があります。
（注）

ステップ 4

この時点で、通常のコンフィギュレーション コマンドを
使用して、範囲内のすべてのインターフェイスにコンフィ
ギュレーション パラメータを適用します。各コマンド
は、入力されたとおりに実行されます。

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 5

show interfaces [interface-id]

指定した範囲内のインターフェイスの設定を確認します。

例：
Switch# show interfaces
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コマンドまたはアクション
ステップ 6

目的

copy running-config startup-config （任意）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：
Switch# copy running-config
startup-config

インターフェイス レンジ マクロの設定および使用方法
インターフェイスレンジマクロを作成すると、設定するインターフェイスの範囲を自動的に選択
できます。interface range macro グローバル コンフィギュレーション コマンドで macro キーワー
ドを使用するには、まず define interface-range グローバル コンフィギュレーション コマンドでマ
クロを定義する必要があります。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. define interface-range macro_name interface-range
4. interface range macro macro_name
5. end
6. show running-config|include define
7. 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。パスワードを入力
します（要求された場合）。

例：
Switch> 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：
Switch# 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

define interface-range macro_name
interface-range

インターフェイス範囲マクロを定義して、NVRAM に保存し
ます。
• macro_name は、最大 32 文字の文字列です。

例：
Switch(config)# define
interface-range enet_list
gigabitethernet1/0/1 - 2

• マクロには、カンマで区切ったインターフェイスを 5 つ
まで指定できます。
• それぞれの interface-range は、同じポート タイプで構成
されていなければなりません。
（注）

ステップ 4

interface range macro macro_name
例：

ステップ 5

interface range macro グローバル コンフィギュレー
ション コマンドで macro キーワードを使用するに
は、まず define interface-range グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドでマクロを定義する必要が
あります。

macro_name の名前でインターフェイス範囲マクロに保存され
た値を使用することによって、設定するインターフェイスの
範囲を選択します。

Switch(config)# interface range
macro enet_list

ここで、通常のコンフィギュレーションコマンドを使用して、
定義したマクロ内のすべてのインターフェイスに設定を適用
できます。

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# end

ステップ 6

show running-config|include define

定義済みのインターフェイス範囲マクロの設定を表示します。

例：
Switch# show running-config |
include define

ステップ 7

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存しま
す。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーション
ガイド
35

インターフェイスの特性の設定方法

イーサネット インターフェイスの設定
インターフェイス速度およびデュプレックス パラメータの設定
手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. interface interface-id
4. speed {10 | 100 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | auto [10 | 100 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000] | nonegotiate}
5. duplex {auto | full | half}
6. end
7. show interfaces interface-id
8. copyrunning-configstartup-config
9. 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。パスワードを入力し
ます（要求された場合）。

例：
Switch> 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：
Switch# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id

設定する物理インターフェイスを指定し、インターフェイス コ
ンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/3

ステップ 4

speed {10 | 100 | 1000 | 2500 | 5000 |
10000 | auto [10 | 100 | 1000 | 2500 |
5000 | 10000] | nonegotiate}

インターフェイスに対する適切な速度パラメータを入力します。
• インターフェイスの特定の速度を設定するには、10、100、
1000 2500、5000、または 10000 を入力します。

例：
Switch(config-if)# speed 10

• インターフェイスに接続されたデバイスと自動ネゴシエー
ションが行えるようにするには、auto を入力します。速度
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コマンドまたはアクション

目的
を指定しする際に auto キーワードも設定する場合、ポート
は指定の速度でのみ自動ネゴシエートします。
• nonegotiate キーワードを使用できるのは、SFP モジュール
ポートに対してだけです。SFP モジュール ポートは 1000
Mbps だけで動作しますが、自動ネゴシエーションをサポー
トしていないデバイスに接続されている場合は、ネゴシエー
トしないように設定できます。

ステップ 5

duplex {auto | full | half}
例：

このコマンドは、10 ギガビット イーサネット インターフェイス
では使用できません。
インターフェイスのデュプレックス パラメータを入力します。

Switch(config-if)# duplex half

半二重モードをイネーブルにします（10 または 100Mbps のみで
動作するインターフェイスの場合）。1000 Mbps で動作するイン
ターフェイスには半二重モードを設定できません。
デュプレックス設定を行うことができるのは、速度が auto に設
定されている場合です。

ステップ 6

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config-if)# end

ステップ 7

show interfaces interface-id

インターフェイス速度およびデュプレックス モードの設定を表
示します。

例：
Switch# show interfaces
gigabitethernet1/0/3

ステップ 8

copyrunning-configstartup-config

（任意）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：
Switch# copy running-config
startup-config

ステップ 9

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。

例：
Switch# copy running-config
startup-config
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IEEE 802.3x フロー制御の設定
手順の概要
1. configure terminal
2. interface interface-id
3. flowcontrol {receive} {on | off | desired}
4. end
5. show interfaces interface-id
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

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id
例：

設定する物理インターフェイスを指定し、イン
ターフェイス コンフィギュレーション モードを
開始します。

Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 3

flowcontrol {receive} {on | off | desired}

ポートのフロー制御モードを設定します。

例：
Switch(config-if)# flowcontrol receive on

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config-if)# end

ステップ 5

show interfaces interface-id

インターフェイス フロー制御の設定を確認しま
す。

例：
Switch# show interfaces gigabitethernet1/0/1
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

copy running-config startup-config

（任意）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：
Switch# copy running-config startup-config

インターフェイスのシャットダウンおよび再起動
インターフェイスをシャットダウンすると、指定されたインターフェイスのすべての機能がディ
セーブルになり、使用不可能であることがすべてのモニタ コマンドの出力に表示されます。この
情報は、すべてのダイナミック ルーティング プロトコルを通じて、他のネットワーク サーバに
伝達されます。ルーティング アップデートには、インターフェイス情報は含まれません。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. interface {vlan vlan-id} | {gigabitethernetinterface-id} | {port-channel port-channel-number}
4. shutdown
5. no shutdown
6. end
7. show running-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。パ
スワードを入力します（要求された場合）。

例：
Switch> 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：
Switch# 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

interface {vlan vlan-id} |
{gigabitethernetinterface-id} | {port-channel
port-channel-number}

設定するインターフェイスを選択します。

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/2

ステップ 4

shutdown

インターフェイスをシャットダウンします。

例：
Switch(config-if)# shutdown

ステップ 5

no shutdown

インターフェイスを再起動します。

例：
Switch(config-if)# no shutdown

ステップ 6

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config-if)# end

ステップ 7

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

コンソール メディア タイプの設定
コンソール メディア タイプを RJ-45 に設定するには、次の手順を実行します。RJ-45 としてコン
ソールを設定すると、USB コンソール オペレーションはディセーブルになり、入力は RJ-45 コネ
クタからのみ供給されます。
この設定はスタックのすべてのスイッチに適用されます。

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
40

インターフェイスの特性の設定方法

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. lineconsole 0
4. media-typerj45
5. end
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。パスワードを
入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

lineconsole 0

コンソールを設定し、ライン コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
Switch(config)# line console 0

ステップ 4

Switch(config-line)# media-type rj45

コンソール メディア タイプが RJ-45 ポート以外に設定さ
れないようにします。このコマンドを入力せず、両方の
タイプが接続された場合は、デフォルトで USB ポートが
使用されます。

end

特権 EXEC モードに戻ります。

media-typerj45
例：

ステップ 5

例：
Switch(config)# end

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存
します。

例：
Switch# copy running-config
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コマンドまたはアクション

目的

startup-config

USB 無活動タイムアウトの設定
無活動タイムアウトを設定している場合、USB コンソール ポートがアクティブ化されているもの
の、指定された時間内にポートで入力アクティビティがないときに、RJ-45 コンソール ポートが
再度アクティブになります。タイムアウトのために USB コンソール ポートは非アクティブ化され
た場合、USB ポートを切断し、再接続すると、動作を回復できます。

（注）

設定された無活動タイムアウトはスタックのすべてのスイッチに適用されます。しかし、ある
スイッチのタイムアウトはスタック内の別のスイッチにタイムアウトを発生させません。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. lineconsole 0
4. usb-inactivity-timeout timeout-minutes
5. 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。パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Switch# 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

lineconsole 0

コンソールを設定し、ライン コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
Switch(config)# line console 0

ステップ 4

usb-inactivity-timeout timeout-minutes
例：

コンソールポートの無活動タイムアウトを指定します。
指定できる範囲は 1 ～ 240 分です。デフォルトでは、
タイムアウトが設定されていません。

Switch(config-line)#
usb-inactivity-timeout 30

ステップ 5

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保
存します。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

インターフェイス特性のモニタ
インターフェイス ステータスのモニタ
特権 EXEC プロンプトにコマンドを入力することによって、ソフトウェアおよびハードウェアの
バージョン、コンフィギュレーション、インターフェイスに関する統計情報などのインターフェ
イス情報を表示できます。
表 5：インターフェイス用の show コマンド

コマンド

目的

show interfaces interface-numberdownshift
modulemodule-number

指定したインターフェイスとモジュールのダウ
ンシフト ステータスの詳細を表示します。

show interfaces interface-idstatus [err-disabled]

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

目的

show interfaces [interface-id] switchport

スイッチング（非ルーティング）ポートの管理
上および動作上のステータスを表示します。こ
のコマンドを使用すると、ポートがルーティン
グまたはスイッチングのどちらのモードにある
かが判別できます。

show interfaces [interface-id] description

1つのインターフェイスまたはすべてのインター
フェイスに関する記述とインターフェイスのス
テータスを表示します。

show ip interface [interface-id]

IP ルーティング用に設定されたすべてのイン
ターフェイスまたは特定のインターフェイスに
ついて、使用できるかどうかを表示します。

show interface [interface-id] stats

インターフェイスのパスごとに入出力パケット
を表示します。

show interfaces interface-id

（任意）インターフェイスの速度およびデュプ
レックスを表示します。

show interfacestransceiverdom-supported-list

（任意）接続 SFP モジュールの Digital Optical
Monitoring（DOM）ステータスを表示します。

show interfaces transceiver properties

（任意）インターフェイスの温度、電圧、電流
量を表示します。

show interfaces [interface-id] [{transceiver
properties | detail}] module number]

SFP モジュールに関する物理および動作ステー
タスを表示します。

show running-config interface [interface-id]

インターフェイスに対応する RAM 上の実行コ
ンフィギュレーションを表示します。

show version

ハードウェア設定、ソフトウェア バージョン、
コンフィギュレーション ファイルの名前と送信
元、およびブート イメージを表示します。

show controllers ethernet-controller interface-idphy インターフェイスの Auto-MDIX 動作ステート
を表示します。
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インターフェイスおよびカウンタのクリアとリセット
表 6：インターフェイス用の clear コマンド

（注）

コマンド

目的

clear counters [interface-id]

インターフェイス カウンタをクリアします。

clear interface interface-id

インターフェイスのハードウェア ロジックをリ
セットします。

clear line [number | console 0 | vty number]

非同期シリアル回線に関するハードウェア ロ
ジックをリセットします。

clear counters 特権 EXEC コマンドは、簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）を使用して
取得されたカウンタをクリアしません。show interface 特権 EXEC コマンドで表示されるカウ
ンタのみをクリアします。

インターフェイス特性の設定例
インターフェイスの説明の追加：例
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTRL/Z.
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config-if)# description Connects to Marketing
Switch(config-if)# end
Switch# show interfaces gigabitethernet1/0/2 description
Interface Status
Protocol Description
Gi1/0/2
admin down
down
Connects to Marketing

インターフェイス範囲の設定：例
次に、interface range グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、スイッチ 1 上の
ポート 1 ～ 4 で速度を 100 Mb/s に設定する例を示します。
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface range gigabitethernet1/0/1 - 4
Switch(config-if-range)# speed 100
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この例では、カンマを使用して範囲に異なるインターフェイスタイプストリングを追加して、ギ
ガビット イーサネット ポート 1 ～ 3 と、10 ギガビット イーサネット ポート 1 および 2 の両方を
イネーブルにし、フロー制御ポーズ フレームを受信できるようにします。
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface range gigabitethernet1/0/1 - 3 , tengigabitethernet1/0/1 - 2
Switch(config-if-range)# flowcontrol receive on

インターフェイス レンジ モードで複数のコンフィギュレーション コマンドを入力した場合、各
コマンドは入力した時点で実行されます。インターフェイスレンジモードを終了した後で、コマ
ンドがバッチ処理されるわけではありません。コマンドの実行中にインターフェイスレンジコン
フィギュレーション モードを終了すると、一部のコマンドが範囲内のすべてのインターフェイス
に対して実行されない場合もあります。コマンド プロンプトが再表示されるのを待ってから、イ
ンターフェイス範囲コンフィギュレーション モードを終了してください。

インターフェイス レンジ マクロの設定および使用方法：例
次に、enet_list という名前のインターフェイス範囲マクロを定義してスイッチ 1 上のポート 1 およ
び 2 を含め、マクロ設定を確認する例を示します。
Switch# configure terminal
Switch(config)# define interface-range enet_list gigabitethernet1/0/1 - 2
Switch(config)# end
Switch# show running-config | include define
define interface-range enet_list GigabitEthernet1/0/1 - 2

次に、複数のタイプのインターフェイスを含む マクロ macro1 を作成する例を示します。
Switch# configure terminal
Switch(config)# define interface-range macro1 gigabitethernet1/0/1 - 2, gigabitethernet1/0/5
- 7, tengigabitethernet1/0/1 -2
Switch(config)# end

次に、インターフェイス レンジ マクロ enet_list に対するインターフェイス レンジ コンフィギュ
レーション モードを開始する例を示します。
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface range macro enet_list
Switch(config-if-range)#

次に、インターフェイス レンジ マクロ enet_list を削除し、処理を確認する例を示します。
Switch# configure terminal
Switch(config)# no define interface-range enet_list
Switch(config)# end
Switch# show run | include define
Switch#

インターフェイス速度およびデュプレックス モードの設定：例
次に、インターフェイス速度を 100 Mb/s に、10/100/1000 Mbps ポートのデュプレックス モードを
半二重に設定する例を示します。
Switch# configure terminal
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Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/3
Switch(config-if)# speed 10
Switch(config-if)# duplex half

次に、10/100/1000 Mbps ポートで、インターフェイスの速度を 100 Mbps に設定する例を示しま
す。
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config-if)# speed 100

コンソール メディア タイプの設定：例
次に、USB コンソール メディア タイプをディセーブルにし、RJ-45 コンソール メディア タイプ
をイネーブルにする例を示します。
Switch# configure terminal
Switch(config)# line console 0
Switch(config-line)# media-type rj45

この設定は、スタック内のすべてのアクティブな USB コンソール メディア タイプを終了します。
ログにはこの終了の発生が示されます。次に、スイッチ 1 のコンソールが RJ-45 に戻る例を示し
ます。
*Mar 1 00:25:36.860: %USB_CONSOLE-6-CONFIG_DISABLE: Console media-type USB disabled by
system configuration, media-type reverted to RJ45.

この時点で、スタック内のどのスイッチも USB コンソールでの入力を受け付けません。ログのエ
ントリには、コンソール ケーブルがいつ接続されたかが示されています。USB コンソール ケーブ
ルが switch 2 に接続されている場合、入力は提供されません。
*Mar 1 00:34:27.498: %USB_CONSOLE-6-CONFIG_DISALLOW: Console media-type USB is disallowed
by system configuration, media-type remains RJ45. (switch-stk-2)

次に、前の設定を逆にして、ただちにすべての接続された USB コンソールをアクティブにする例
を示します。
Switch# configure terminal
Switch(config)# line console 0
Switch(config-line)# no media-type rj45

USB 無活動タイムアウトの設定：例
次に、無活動タイムアウトを 30 分に設定する例を示します。
Switch# configure terminal
Switch(config)# line console 0
Switch(config-line)# usb-inactivity-timeout 30

設定をディセーブルにするには、次のコマンドを使用します。
Switch# configure terminal
Switch(config)# line console 0
Switch(config-line)# no usb-inactivity-timeout
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設定された分数の間に USB コンソール ポートで（入力）アクティビティがなかった場合、無活動
タイムアウト設定が RJ-45 ポートに適用され、ログにこの発生が示されます。
*Mar 1 00:47:25.625: %USB_CONSOLE-6-INACTIVITY_DISABLE: Console media-type USB disabled
due to inactivity, media-type reverted to RJ45.

この時点で、USB コンソール ポートを再度アクティブ化する唯一の方法は、ケーブルを取り外
し、再接続することです。
スイッチの USB ケーブルが取り外され再接続された場合、ログは次のような表示になります。
*Mar

1 00:48:28.640: %USB_CONSOLE-6-MEDIA_USB: Console media-type is USB.

インターフェイス特性機能の追加情報
標準および RFC
標準/RFC

タイトル

なし

--

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探して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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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

インターフェイス特性の設定の機能履歴と情報
リリース

変更内容

Cisco IOS Release 15.0(2)EXCisco IOS Release 15.2(5)E この機能が導入されました。
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Auto-MDIX の設定
• Auto-MDIX の前提条件, 51 ページ
• Auto-MDIX の制約事項, 51 ページ
• Auto-MDIX の設定に関する情報, 52 ページ
• Auto-MDIX の設定方法, 52 ページ
• Auto-MDIX の設定例, 54 ページ
• その他の参考資料, 54 ページ
• Auto-MDIX の機能履歴と情報, 55 ページ

Auto-MDIX の前提条件
デフォルトで Automatic Medium-Dependent Interface Crossover（Auto-MDIX）機能がイネーブルに
設定されます。
Auto-MDIX は、すべての 10/100/1000 Mbps インターフェイスと、10/100/1000BASE-TX Small
Form-Factor Pluggable（SFP）モジュール インターフェイスでサポートされています。1000BASE-SX
または 1000BASE-LX SFP モジュール インターフェイスではサポートされません。

Auto-MDIX の制約事項
受電デバイスがクロス ケーブルでスイッチに接続されている場合、スイッチは、IEEE 802.3af に
完全には準拠していない、Cisco IP Phone やアクセス ポイントなどの準規格の受電をサポートして
いない場合があります。これは、スイッチ ポート上で Automatic Medium-Dependent Interface Crossover
（Auto-MIDX）がイネーブルかどうかは関係ありません。
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Auto-MDIX の設定に関する情報
インターフェイスでの Auto-MDIX
自動メディア依存型インターフェイス クロスオーバー（MDIX）がイネーブルになっているイン
ターフェイスでは、必要なケーブル接続タイプ（ストレートまたはクロス）が自動的に検出され、
接続が適切に設定されます。Auto-MDIX 機能を使用せずにスイッチを接続する場合、サーバ、
ワークステーション、またはルータなどのデバイスの接続にはストレート ケーブルを使用し、他
のスイッチやリピータの接続にはクロス ケーブルを使用する必要があります。Auto-MDIX がイ
ネーブルの場合、他のデバイスとの接続にはどちらのケーブルでも使用でき、ケーブルが正しく
ない場合はインターフェイスが自動的に修正を行います。ケーブル接続の詳細については、ハー
ドウェア インストレーション ガイドを参照してください。
次の表に、Auto-MDIX の設定およびケーブル接続ごとのリンク ステートを示します。
表 7：リンク状態と Auto-MDIX の設定

ローカル側の
Auto-MDIX

リモート側の
Auto-MDIX

ケーブル接続が正しい ケーブル接続が正しく
場合
ない場合

点灯

点灯

リンク アップ

リンク アップ

点灯

消灯

リンク アップ

リンク アップ

消灯

点灯

リンク アップ

リンク アップ

消灯

消灯

リンク アップ

リンク ダウン

Auto-MDIX の設定方法
インターフェイスでの Auto-MDIX の設定
手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. interface interface-id
4. speed auto
5. duplex auto
6. end
7. 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。パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

configure terminal
例：
Switch#

ステップ 3

configure terminal

interface interface-id

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

例：

interface
gigabitethernet1/0/1
Switch(config)#

ステップ 4

接続されたデバイスと速度の自動ネゴシエーションを
行うようにインターフェイスを設定します。

speed auto
例：
Switch(config-if)#

ステップ 5

speed auto
接続されたデバイスとデュプレックス モードの自動ネ
ゴシエーションを行うようにインターフェイスを設定
します。

duplex auto
例：
Switch(config-if)#

ステップ 6

duplex auto
特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config-if)#

ステップ 7

end

copy running-config startup-config

（任意）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：
Switch# copy running-config
startup-config
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Auto-MDIX の設定例
次の例では、ポートの Auto MDIX をイネーブルにする方法を示します。
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# speed auto
Switch(config-if)# duplex auto
Switch(config-if)# mdix auto
Switch(config-if)# end

その他の参考資料
MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探して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

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。
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Auto-MDIX の機能履歴と情報
リリース

変更内容

Cisco IOS Release 15.0(2)EXCisco IOS Release 15.2(5)E

この機能が導入されました。
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LLDP、LLDP-MED、およびワイヤードロケー
ション サービスの設定
• 機能情報の確認, 57 ページ
• LLDP、LLDP-MED、および有線ロケーション サービスに関する情報, 58 ページ
• LLDP、LLDP-MED、およびワイヤード ロケーション サービスの設定方法, 61 ページ
• LLDP、LLDP-MED、およびワイヤード ロケーション サービスの設定例, 70 ページ
• LLDP、LLDP-MED、ワイヤード ロケーション サービスのモニタリングとメンテナンス, 70
ページ
• LLDP、LLDP-MED、およびワイヤード ロケーション サービスの追加情報, 72 ページ
• LLDP、LLDP-MED、およびワイヤード ロケーション サービスの機能情報, 72 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表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シスコ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 からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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LLDP、LLDP-MED、および有線ロケーション サービスに関する情報
LLDP
Cisco Discovery Protocol（CDP）は、すべてのシスコ製デバイス（ルータ、ブリッジ、アクセス
サーバ、スイッチ、およびコントローラ）のレイヤ 2（データ リンク層）上で動作するデバイス
検出プロトコルです。ネットワーク管理アプリケーションは CDP を使用することにより、ネット
ワーク接続されている他のシスコ デバイスを自動的に検出し、識別できます。
スイッチでは他社製のデバイスをサポートし他のデバイス間の相互運用性を確保するために、IEEE
802.1AB リンク層検出プロトコル（LLDP）をサポートしています。LLDP は、ネットワーク デバ
イスがネットワーク上の他のデバイスに自分の情報をアドバタイズするために使用するネイバー
探索プロトコルです。このプロトコルはデータリンク層で動作するため、異なるネットワーク層
プロトコルが稼働する 2 つのシステムで互いの情報を学習できます。

LLDP でサポートされる TLV
LLDP は一連の属性をサポートし、これらを使用してネイバー デバイスを検出します。属性には、
Type、Length、および Value の説明が含まれていて、これらを TLV と呼びます。LLDP をサポー
トするデバイスは、ネイバーとの情報の送受信に TLV を使用できます。このプロトコルは、設定
情報、デバイス機能、およびデバイス ID などの詳細情報をアドバタイズできます。
スイッチは、次の基本管理 TLV をサポートします。これらは必須の LLDP TLV です。
• ポート記述 TLV
• システム名 TLV
• システム記述 TLV
• システム機能 TLV
• 管理アドレス TLV
次の IEEE 固有の LLDP TLV もアドバタイズに使用されて LLDP-MED をサポートします。
• ポート VLAN ID TLV（IEEE 802.1 に固有の TLV）
• MAC/PHY コンフィギュレーション/ステータス TLV（IEEE 802.3 に固有の TLV）

LLDP および Cisco Medianet
LLDP または CDP のロケーション情報をポート単位で設定すると、リモート デバイスからスイッ
チに Cisco Medianet のロケーション情報を送信できます。詳細については、 http://www.cisco.com/
en/US/docs/ios/netmgmt/configuration/guide/nm_cdp_discover.html を参照してください。

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
58

LLDP、LLDP-MED、および有線ロケーション サービスに関する情報

LLDP-MED
LLDP for Media Endpoint Devices（LLDP-MED）は LLDP の拡張版で、IP 電話などのエンドポイン
ト デバイスとスイッチなどのネットワーク デバイスの間で動作します。特に VoIP アプリケーショ
ンをサポートし、検出機能、ネットワーク ポリシー、Power over Ethernet（PoE）、インベントリ
管理、およびロケーション情報に関する TLV を提供します。デフォルトで、すべての LLDP-MED
TLV がイネーブルです。

LLDP-MED でサポートされる TLV
LLDP-MED では、次の TLV がサポートされます。
• LLDP-MED 機能 TLV
LLDP-MED エンドポイントは、接続装置がサポートする機能と現在イネーブルになっている
機能を識別できます。
• ネットワーク ポリシー TLV
ネットワーク接続デバイスとエンドポイントはともに、VLAN 設定、および関連するレイヤ
2 とレイヤ 3 属性をポート上の特定アプリケーションにアドバタイズできます。たとえば、
スイッチは使用する VLAN 番号を IP 電話に通知できます。IP 電話は任意のスイッチに接続
し、VLAN 番号を取得してから、コール制御の通信を開始できます。
ネットワーク ポリシー プロファイル TLV を定義することによって、VLAN、サービス クラ
ス（CoS）、Diffserv コード ポイント（DSCP）、およびタギング モードの値を指定して、音
声と音声信号のプロファイルを作成できます。その後、これらのプロファイル属性は、ス
イッチで中央集約的に保守され、IP 電話に伝播されます。
• 電源管理 TLV
LLDP-MED エンドポイントとネットワーク接続デバイスの間で拡張電源管理を可能にしま
す。スイッチおよび IP 電話は、デバイスの受電方法、電源プライオリティ、デバイスの消費
電力などの電源情報を通知することができます。
LLDP-MED は拡張電源 TLV もサポートして、きめ細かな電力要件、エンドポイント電源プ
ライオリティ、およびエンドポイントとネットワークの接続デバイスの電源ステータスをア
ドバタイズします。LLDP がイネーブルでポートに電力が供給されているときは、電力 TLV
によってエンドポイント デバイスの実際の電力要件が決定するので、それに応じてシステム
の電力バジェットを調整することができます。スイッチは要求を処理し、現在の電力バジェッ
トに基づいて電力を許可または拒否します。要求が許可されると、スイッチは電力バジェッ
トを更新します。要求が拒否された場合、スイッチは、ポートの電力をオフに切り替え、
Syslog メッセージを生成して電力バジェットを更新します。LLDP-MED がディセーブルの場
合や、エンドポイントが LLDP-MED 電力 TLV をサポートしていない場合は、初期割り当て
値が接続終了まで使用されます。
power inline {auto [max max-wattage] | never | static [max max-wattage]} インターフェイス コン
フィギュレーション コマンドを入力して、電力設定を変更できます。PoE インターフェイス
はデフォルトで auto モードに設定されています。値を指定しない場合は、最大電力（30 W）
が供給されます。
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• インベントリ管理 TLV
エンドポイントは、スイッチにエンドポイントの詳細なインベントリ情報を送信することが
可能です。インベントリ情報には、ハードウェア リビジョン、ファームウェア バージョン、
ソフトウェア バージョン、シリアル番号、メーカー名、モデル名、Asset ID TLV などがあり
ます。
• ロケーション TLV
スイッチからのロケーション情報をエンドポイント デバイスに提供します。ロケーション
TLV はこの情報を送信することができます。
◦ 都市ロケーション情報
都市アドレス情報および郵便番号情報を提供します。都市ロケーション情報の例には、
地名、番地、郵便番号などがあります。
◦ ELIN ロケーション情報
発信側のロケーション情報を提供します。ロケーションは、緊急ロケーション識別番号
（ELIN）によって決定されます。これは、緊急通報を Public Safety Answering Point
（PSAP）にルーティングする電話番号で、PSAP はこれを使用して緊急通報者にコール
バックすることができます。

デフォルトの LLDP 設定
表 8：デフォルトの LLDP 設定

機能

デフォルト設定

LLDP グローバル ステート

ディセーブル

LLDP ホールドタイム（廃棄までの 120 秒
時間）
LLDP タイマー（パケット更新頻
度）

30 秒

LLDP 再初期化遅延

2秒

LLDP tlv-select

ディセーブル（すべての TLV との送受信）

LLDP インターフェイス ステート

ディセーブル

LLDP 受信

ディセーブル

LLDP 転送

ディセーブル
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機能

デフォルト設定

LLDP med-tlv-select

ディセーブル（すべての LLDP-MED TLV への送信）。
LLDP がグローバルにイネーブルにされると、
LLDP-MED-TLV もイネーブルになります。

LLDP に関する制約事項
• インターフェイスがトンネル ポートに設定されていると、LLDP は自動的にディセーブルに
なります。
• 最初にインターフェイス上にネットワークポリシー プロファイルを設定した場合、インター
フェイス上に switchport voice vlan コマンドを適用できません。switchport voice vlan vlan-id
がすでに設定されているインターフェイスには、ネットワーク ポリシー プロファイルを適
用できます。このように、そのインターフェイスには、音声または音声シグナリング VLAN
ネットワーク ポリシー プロファイルが適用されます。
• ネットワーク ポリシー プロファイルを持つインターフェイス上では、スタティック セキュ
ア MAC アドレスを設定できません。
• Cisco Discovery Protocol と LLDP が両方とも同じスイッチ内で使用されている場合、Cisco
Discovery Protocol が電源ネゴシエーションに使用されているインターフェイスで LLDP を無
効にする必要があります。LLDP は、コマンド no lldp tlv-select power-management または no
lldp transmit / no lldp receive を使用してインターフェイス レベルで無効にできます。

LLDP、LLDP-MED、およびワイヤード ロケーション サービスの設定方
法
LLDP のイネーブル化
手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. lldp run
4. interface interface-id
5. lldp transmit
6. lldp receive
7. end
8. show lldp
9. 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。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Switch> 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：
Switch# configure terminal

ステップ 3

lldp run

スイッチで LLDP をグローバルにイネーブルにしま
す。

例：
Switch (config)# lldp run

ステップ 4

interface interface-id
例：

LLDP をイネーブルにするインターフェイスを指定
し、インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

Switch (config)# interface
gigabitethernet2/0/1

ステップ 5

lldp transmit

LLDP パケットを送信するようにインターフェイスを
イネーブルにします。

例：
Switch(config-if)# lldp transmit

ステップ 6

lldp receive

LLDP パケットを受信するようにインターフェイスを
イネーブルにします。

例：
Switch(config-if)# lldp receive

ステップ 7

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config-if)# end
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

show lldp

設定を確認します。

例：
Switch# show lldp

ステップ 9

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を
保存します。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

LLDP 特性の設定
LLDP 更新の頻度、情報を廃棄するまでの保持期間、および初期化遅延時間を設定できます。送
受信する LLDP および LLDP-MED TLV も選択できます。

（注）

ステップ 2 ～ 5 は任意であり、どの順番で実行してもかまいません。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. lldp holdtime seconds
4. lldp reinit delay
5. lldp timer rate
6. lldp tlv-select
7. interface interface-id
8. lldp med-tlv-select
9. end
10. show lldp
11. 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。パスワードを
入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

lldp holdtime seconds
例：
Switch(config)# lldp holdtime 120

ステップ 4

lldp reinit delay
例：
Switch(config)# lldp reinit 2

ステップ 5

lldp timer rate
例：

ステップ 6

（任意）デバイスから送信された情報を受信側デバイス
が廃棄するまで保持する必要がある期間を指定します。
指定できる範囲は 0 ～ 65535 秒です。デフォルトは 120
秒です。
（任意）任意のインターフェイス上で LLDP の初期化の
遅延時間（秒）を指定します。
指定できる範囲は 2 ～ 5 秒です。デフォルトは 2 秒で
す。
（任意）インターフェイス上で LLDP の更新の遅延時間
（秒）を指定します。

Switch(config)# lldp timer 30

指定できる範囲は 5 ～ 65534 秒です。デフォルトは 30
秒です。

lldp tlv-select

（任意）送受信する LLDP TLV を指定します。

例：
Switch(config)# tlv-select

ステップ 7

interface interface-id
例：

LLDP をイネーブルにするインターフェイスを指定し、
インターフェイス コンフィギュレーション モードを開
始します。

Switch (config)# interface
gigabitethernet2/0/1
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

lldp med-tlv-select

（任意）送受信する LLDP-MED TLV を指定します。

例：
Switch (config-if)# lldp
med-tlv-select inventory management

ステップ 9

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch (config-if)# end

ステップ 10

show lldp

設定を確認します。

例：
Switch# show lldp

ステップ 11

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存
します。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

LLDP-MED TLV の設定
デフォルトでは、スイッチはエンド デバイスから LLDP-MED パケットを受信するまで、LLDP パ
ケットだけを送信します。スイッチは、MED TLV を持つ LLDP も送信します。LLDP-MED エン
トリが期限切れになった場合は、スイッチは再び LLDP パケットだけを送信します。
lldp インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して、インターフェイスが次の表
にリストされている TLV を送信しないように設定できます。
表 9：LLDP-MED TLV

LLDP-MED TLV

説明

inventory-management

LLDP-MED インベントリ管理 TLV

location

LLDP-MED ロケーション TLV

network-policy

LLDP-MED ネットワーク ポリシー TLV
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LLDP-MED TLV

説明

power-management

LLDP-MED 電源管理 TLV

インターフェイスで TLV をイネーブルにするには、次の手順に従います。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. interface interface-id
4. lldp med-tlv-select
5. end
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。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id
例：

LLDP をイネーブルにするインターフェイスを指定
し、インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

Switch (config)# interface
gigabitethernet2/0/1

ステップ 4

lldp med-tlv-select

イネーブルにする TLV を指定します。

例：
Switch(config-if)# lldp med-tlv-select
inventory management
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ステップ 5

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：
Switch(config-if)# end

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を
保存します。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

Network-Policy TLV の設定
手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. network-policy profile profile number
4. {voice | voice-signaling} vlan [vlan-id {cos cvalue | dscp dvalue}] | [[dot1p {cos cvalue | dscp dvalue}]
| none | untagged]
5. exit
6. interface interface-id
7. network-policy profile number
8. lldp med-tlv-select network-policy
9. end
10. show network-policy profile
11. 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。パスワードを入力し
ます（要求された場合）。

例：
Switch> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

network-policy profile profile number ネットワーク ポリシー プロファイル番号を指定し、ネットワー
ク ポリシー コンフィギュレーション モードを開始します。指
例：
定できる範囲は 1 ～ 4294967295 です。
Switch(config)# network-policy
profile 1

ステップ 4

{voice | voice-signaling} vlan [vlan-id ポリシー属性の設定：
{cos cvalue | dscp dvalue}] | [[dot1p
• voice：音声アプリケーション タイプを指定します。
{cos cvalue | dscp dvalue}] | none |
untagged]
• voice-signaling：音声シグナリング アプリケーション タイ
プを指定します。
例：

Switch(config-network-policy)#
voice vlan 100 cos 4

• vlan：音声トラフィックのネイティブ VLAN を指定しま
す。
• vlan-id：（任意）音声トラフィックの VLAN を指定しま
す。指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。
• cos cvalue：（任意）設定された VLAN に対するレイヤ 2
プライオリティ Class of Service（CoS）を指定します。指
定できる範囲は 0 ～ 7 です。デフォルト値は 5 です。
• dscp dvalue：（任意）設定された VLAN の Differentiated
Services Code Point（DSCP）値を指定します。指定できる
範囲は 0 ～ 63 です。デフォルト値は 46 です。
• dot1p：（任意）IEEE 802.1p プライオリティ タギングおよ
び VLAN 0（ネイティブ VLAN）を使用するように電話を
設定します。
• none：（任意）音声 VLAN に関して IP Phone に指示しま
せん。IP Phone のキー パッドから入力された設定を使用し
ます。
• untagged：（任意）IP Phone をタグなしの音声トラフィッ
クを送信するよう設定します。これが IP Phone のデフォル
ト設定になります。
• untagged：（任意）IP Phone をタグなしの音声トラフィッ
クを送信するよう設定します。これが IP Phone のデフォル
ト設定になります。
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

exit

グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

例：
Switch(config)# exit

ステップ 6

interface interface-id
例：

ネットワーク ポリシー プロファイルを設定するインターフェイ
スを指定し、インターフェイス コンフィギュレーション モード
を開始します。

Switch (config)# interface
gigabitethernet2/0/1

ステップ 7

network-policy profile number

ネットワーク ポリシー プロファイル番号を指定します。

例：
Switch(config-if)# network-policy
1

ステップ 8

lldp med-tlv-select network-policy

ネットワーク ポリシー TLV を指定します。

例：
Switch(config-if)# lldp
med-tlv-select network-policy

ステップ 9

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 10

show network-policy profile

設定を確認します。

例：
Switch# show network-policy profile

ステップ 11

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存しま
す。

例：
Switch# copy running-config
startup-config
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LLDP、LLDP-MED、およびワイヤード ロケーション サービスの設定例
Network-Policy TLV の設定：例
次に、CoS を持つ音声アプリケーションの VLAN 100 を設定して、インターフェイス上のネット
ワーク ポリシー プロファイルおよびネットワーク ポリシー TLV をイネーブルにする例を示しま
す。
Switch# configure terminal
Switch(config)# network-policy 1
Switch(config-network-policy)# voice vlan 100 cos 4
Switch(config-network-policy)# exit
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# network-policy profile 1
Switch(config-if)# lldp med-tlv-select network-policy

次の例では、プライオリティ タギングを持つネイティブ VLAN 用の音声アプリケーション タイ
プを設定する方法を示します。
Switchconfig-network-policy)# voice vlan dot1p cos 4
Switchconfig-network-policy)# voice vlan dot1p dscp 34

LLDP、LLDP-MED、ワイヤード ロケーション サービスのモニタリング
とメンテナンス
LLDP、LLDP-MED、ワイヤード ロケーション サービスのモニタリングとメンテナンスのコマン
ド
コマンド

説明

clear lldp counters

トラフィック カウンタを 0 にリセットします。

clear lldp table

LLDP ネイバー情報テーブルを削除します。

clear nmsp statistics

NMSP 統計カウンタをクリアします。

show lldp

送信頻度、送信するパケットのホールドタイ
ム、LLDP初期化の遅延時間のような、インター
フェイス上のグローバル情報を表示します。

show lldp entry entry-name

特定のネイバーに関する情報を表示します。
アスタリスク（*）を入力すると、すべてのネ
イバーの表示、またはネイバーの名前の入力が
可能です。

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
70

LLDP、LLDP-MED、ワイヤード ロケーション サービスのモニタリングとメンテナンス

コマンド

説明

show lldp interface [interface-id]

LLDP がイネーブルに設定されているインター
フェイスに関する情報を表示します。
表示対象を特定のインターフェイスに限定でき
ます。

show lldp neighbors [interface-id] [detail]

デバイス タイプ、インターフェイスのタイプや
番号、ホールドタイム設定、機能、ポート ID
など、ネイバーに関する情報を表示します。
特定のインターフェイスに関するネイバー情報
だけを表示したり、詳細表示にするため表示内
容を拡張したりできます。

show lldp traffic

送受信パケットの数、廃棄したパケットの数、
認識できない TLV の数など、LLDP カウンタを
表示します。

show location admin-tag string

指定した管理タグまたはサイトのロケーション
情報を表示します。

show location civic-location identifier id

特定のグローバル都市ロケーションのロケー
ション情報を表示します。

show location elin-location identifier id

緊急ロケーションのロケーション情報を表示し
ます。

show network-policy profile

設定されたネットワークポリシー プロファイル
を表示します。

show nmsp

NMSP 情報を表示します。
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LLDP、LLDP-MED、およびワイヤード ロケーション サービスの追加情
報
MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探して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

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

LLDP、LLDP-MED、およびワイヤード ロケーション サービスの機能情
報
リリース

変更内容

Cisco IOS Release 15.0(2)EXCisco この機能が導入されました。
IOS Release 15.2(5)E
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システム MTU の設定
• 機能情報の確認, 73 ページ
• MTU に関する情報, 73 ページ
• MTU の設定方法, 74 ページ
• システム MTU の設定例, 75 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表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シスコ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 からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

MTU に関する情報
すべてのインターフェイスで送受信されるフレームのデフォルト最大伝送ユニット（MTU）サイ
ズは 1522 バイトです。system mtu jumbo グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用し
て、すべてのギガビット イーサネット インターフェイスでジャンボ フレームをサポートするた
めに MTU サイズを増やすことができます。

（注）

スイッチは CPU でジャンボ フレームをサポートします。
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MTU の設定方法
システム MTU の設定
10/100 インターフェイスまたはギガビット イーサネット インターフェイスすべての MTU サイズ
を変更するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順の概要
1. configure terminal
2. system mtu bytes
3. system mtujumbo bytes
4. end
5. copyrunning-config startup-config
6. do show system mtu

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

system mtu bytes

（任意）10 または 100 Mbps で稼働するスイッチ スタッ
クのすべてのインターフェイスに対して MTU サイズを
変更します。

例：
Switch(config)# system mtu 2500

ステップ 3

system mtujumbo bytes
例：
Switch(config)# system mtu jumbo 7500

ステップ 4

1522、2048、または jumbo と入力して MTU サイズを指
定します。
（任意）スイッチまたはスイッチ スタックのすべてのギ
ガビット イーサネット インターフェイスに対して MTU
サイズを変更します。
1522、2048、または jumbo と入力して MTU サイズを指
定します。
特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)#

end
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

copyrunning-config startup-config

コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

ステップ 6

do show system mtu
例：
Switch# do show system mtu

システム MTU の設定例
次に、ギガビット イーサネット ポートの最大パケット サイズを 7500 バイトに設定する例を示し
ます。
Switch(config)# system mtu 7500system mtu 1900
Switch(config)# system mtu jumbo 7500
Switch(config)# exit

次の例では、show system mtu コマンドの出力を示します。
Switch# show system mtu
Global Ethernet MTU is 1500 bytes.

次の例では、do show system mtu コマンドの出力を示します。
Switch# do show system mtu
Global Ethernet MTU is 1522 bytes.
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PoE の設定
• 機能情報の確認, 77 ページ
• PoE について, 77 ページ
• PoE の設定方法, 84 ページ
• 電力ステータスのモニタ, 94 ページ
• PoE の設定例, 94 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表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シスコ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 からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

PoE について
Power over Ethernet（PoE）ポート
Power over Ethernet（PoE）対応スイッチ ポートでは、回路に電力が供給されていないことをスイッ
チが検出した場合、接続している次のデバイスに電力が自動的に供給されます。
• シスコ先行標準受電デバイス（Cisco IP Phone や Cisco Aironet アクセス ポイントなど）
• IEEE 802.3af 準拠の受電装置
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受電デバイスが PoE スイッチ ポートおよび AC 電源に接続されている場合、冗長電力として利用
できます。受電装置が PoE ポートにだけ接続されている場合、受電装置には冗長電力は供給され
ません。

サポート対象のプロトコルおよび標準
スイッチは PoE のサポートで次のプロトコルと規格を使用します。
• 電力消費について CDP を使用：受電装置は、消費している電力量をスイッチに通知します。
スイッチはこの電力消費に関するメッセージに応答しません。スイッチは、PoE ポートに電
力を供給するか、このポートへの電力を取り除くだけです。
• シスコ インテリジェント電力管理：受電装置およびスイッチは、電力ネゴシエーション CDP
メッセージによって電力消費レベルについてネゴシエーションを行います。このネゴシエー
ションにより、7 W より多くを消費する高電力のシスコ受電デバイスは、最も高い電力モー
ドで動作できるようになります。受電デバイスは、最初に低電力モードでブートして 7 W 未
満の電力を消費し、ネゴシエーションを行って高電力モードで動作するための十分な電力を
取得します。受電装置が高電力モードに切り替わるのは、スイッチから確認を受信した場合
に限られます。
高電力装置は、電力ネゴシエーション CDP をサポートしないスイッチで低電力モードで動作
できます。
シスコのインテリジェントな電力管理の機能には、電力消費に関して CDP との下位互換性が
あるため、スイッチは、受信する CDP メッセージに従って応答します。CDP はサードパー
ティの受電デバイスをサポートしません。このため、スイッチは IEEE 分類を使用して装置
の消費電力を判断します。
• IEEE 802.3a：この規格の主な機能は、受電装置の検出、電力の管理、切断の検出です。オプ
ションとして受電装置の電力分類があります。詳細については、この規格を参照してくださ
い。

受電装置の検出および初期電力割り当て
スイッチは、PoE 対応ポートがシャットダウンの状態でなく、PoE はイネーブルになっていて（デ
フォルト）、接続した装置は AC アダプタから電力供給されていない場合、シスコの先行標準受
電装置または IEEE 準拠の受電装置を検出します。
装置の検出後、スイッチは、次のように装置のタイプに応じて電力要件を判断します。
• 初期電力割り当ては、受電デバイスが要求する最大電力量です。スイッチは、受電装置を検
出および電力供給する場合、この電力を最初に割り当てます。スイッチが受電装置から CDP
メッセージを受信し、受電装置が CDP 電力ネゴシエーション メッセージを通じてスイッチ
と電力レベルをネゴシエートしたときに、初期電力割り当てが調整される場合があります。
• スイッチは検出した IEEE 装置を消費電力クラス内で分類します。スイッチは、電力バジェッ
トに使用可能な電力量に基づいて、ポートに通電できるかどうかを決定します。 表 10：IEEE
電力分類, （79 ページ） に、各種レベルの一覧を示します。
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表 10：IEEE 電力分類

クラス

switchから要求される最大電力レベル

0（クラス ステータスは不明）

15.4 W

1

4W

2

7W

3

15.4 W

4

30 W（IEEE 802.3at タイプ 2 準拠の受電デバイ
スの場合）

スイッチは電力要求をモニタリングおよび追跡して必要な場合にだけ電力供給を許可します。ス
イッチは自身の電力バジェット（PoE のスイッチで使用可能な電力量）を追跡します。電力の供
給許可または拒否がポートで行われると、スイッチはパワーアカウンティング計算を実行し、電
力バジェットを最新に保ちます。
電力がポートに適用されたあとで、スイッチは CDP を使用して、接続されたシスコ受電装置の
CDP 固有の電力消費要件を調べます。この要件は、CDP メッセージに基づいて割り当てられる電
力量です。これに従って、スイッチは電力バジェットを調整します。これは、サードパーティの
PoE 装置には適用されません。スイッチは要件を処理して電力の供給を許可または拒否します。
要求が許可されると、スイッチは電力バジェットを更新します。要求が拒否された場合は、スイッ
チはポートの電力がオフに切り替わっていることを確認し、syslog メッセージを生成して LED を
更新します。受電装置はより多くの電力について、スイッチとのネゴシエーションを行うことも
できます。
PoE+ では、受電装置が最大 30 W の電力ネゴシエーションのために、Media Dependent Interface
（MDI）の Type, Length, and Value description（TLV）、Power-via-MDI TLV で IEEE 802.3at および
LLDP 電源を使用します。シスコの先行標準受電装置および IEEE 受電装置では、CDP または IEEE
802.3at power-via-MDI 電力ネゴシエーション メカニズムにより最大 30 W の電力レベルを要求で
きます。

（注）

クラス 0、クラス 3、およびクラス 4 の受電装置の初期割り当ては 15.4 W です。装置が起動
し、CDP または LLDP を使用して 15.4 W を超える要求を送信する場合、最大 30 W を割り当
てることができます。

（注）

ソフトウェア コンフィギュレーション ガイドおよびコマンド リファレンスでは、CDP 固有の
電力消費要件を実際電力消費要件と呼んでいます。
不足電圧、過電圧、オシレータ障害、または短絡状態による障害をスイッチが検出した場合、ポー
トへの電源をオフにし、syslog メッセージを生成し、電力バジェットと LED を更新します。
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PoE 機能は、スイッチがスタック メンバーであるかどうかに関係なく、同じように動作します。
電力バジェットはスイッチごとであり、スタックの他のスイッチとは無関係です。新しいアクティ
ブ スイッチの選択は、PoE の動作に影響を与えません。アクティブ スイッチは、スタック内のす
べてのスイッチおよびポートの PoE のステータスを追跡し続け、出力表示にそのステータスを含
めます。

電力管理モード
スイッチでは、次の PoE モードがサポートされます。
• auto：接続されている装置に電力が必要かどうかを、スイッチが自動的に検出します。ポー
トに接続されている受電装置をスイッチが検出し、スイッチに十分な電力がある場合、ス
イッチは電力を供給して電力バジェットを更新し、先着順でポートの電力をオンに切り替え
て LED を更新します。LED の詳細については、ハードウェア インストレーション ガイドを
参照してください。
すべての受電装置用としてスイッチに十分な電力がある場合は、すべての受電装置が起動し
ます。スイッチに接続された受電装置すべてに対し十分な電力が利用できる場合、すべての
装置に電力を供給します。使用可能な PoE がない場合、または他の装置が電力供給を待機し
ている間に装置の接続が切断されて再接続した場合、どの装置へ電力を供給または拒否され
るかが判断できなくなります。
許可された電力がシステムの電力バジェットを超えている場合、スイッチは電力を拒否し、
ポートへの電力がオフになっていることを確認したうえで syslog メッセージを生成し、LED
を更新します。電力供給が拒否された後、スイッチは定期的に電力バジェットを再確認し、
継続して電力要求の許可を試みます。
スイッチにより電力を供給されている装置が、さらに壁面コンセントに接続している場合、
スイッチは装置に電力を供給し続ける場合があります。このとき、装置がスイッチから受電
しているか、AC 電源から受電しているかにかかわらず、スイッチは引き続き装置へ電力を
供給していることを報告し続ける場合があります。
受電装置が取り外された場合、スイッチは切断を自動的に検出し、ポートから電力を取り除
きます。非受電装置を接続しても、その装置に障害は発生しません。
ポートで許可される最大ワット数を指定できます。受電装置の IEEE クラス最大ワット数が
設定されている最大値より大きい場合、スイッチはそのポートに電力を供給しません。ス
イッチが受電装置に電力供給したが、受電装置が設定の最大値より多くの電力を CDP メッ
セージによって後で要求した場合、スイッチはポートの電力を取り除きます。その受電デバ
イスに割り当てられていた電力は、グローバル電力バジェットに送られます。ワット数を指
定しない場合、スイッチは最大値の電力を供給します。任意の PoE ポートで auto 設定を使
用してください。auto モードがデフォルト設定です。
• static：スイッチは、受電装置が接続されていなくてもポートに電力をあらかじめ割り当て、
そのポートで電力が使用できるようにします。スイッチは、設定された最大ワット数をポー
トに割り当てます。その値は、IEEE クラスまたは受電装置からの CDP メッセージによって
調節されることはありません。これは、電力があらかじめ割り当てられていることから、最
大ワット数以下の電力を使用するすべての受電デバイスが固定ポートに接続されている場合
に電力が保証されるためです。ポートはもう先着順方式ではなくなります。
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ただし、受電装置の IEEE クラスが最大ワット数を超えると、スイッチは装置に電力を供給
しません。受電装置が最大ワット数を超える電力を消費していることを CDP メッセージに
よってスイッチが認識すると、スイッチは受電装置をシャットダウンします。

（注）

インターフェイス モードでは、デバイスの電力消費は、静的ポートに供給さ
れた電力を超えることができません。

ワット数を指定しない場合、スイッチは最大値をあらかじめ割り当てます。スイッチは、受
電装置を検出した場合に限り、ポートに電力を供給します。優先順位が高いインターフェイ
スには、static 設定を使用してください。
• never：スイッチは受電装置の検出をディセーブルにして、電力が供給されていない装置が接
続されても、PoE ポートに電力を供給しません。PoE 対応ポートに電力を絶対に適用せず、
そのポートをデータ専用ポートにする場合に限り、このモードを使用してください。
ほとんどの場合、デフォルトの設定（自動モード）の動作は適切に行われ、プラグアンドプレイ
動作が提供されます。それ以上の設定は必要ありません。しかし、プライオリティの高い PoE ポー
トを設定したり、PoE ポートをデータ専用にしたり、最大ワット数を指定して高電力受電デバイ
スをポートで禁止したりする場合は、このタスクを実行します。
電力モニタリングおよび電力ポリシング
リアルタイムの消費電力のポリシングをイネーブルにした場合、受電装置が最大割り当て（カッ
トオフ電力値）を超えて電力を消費すると、スイッチはアクションを開始します。
PoE がイネーブルである場合、スイッチは受電装置のリアルタイムの電力消費を検知します。接
続されている受電装置のリアルタイム電力消費をスイッチが監視することを、電力モニタリング
または電力検知といいます。また、スイッチはパワー ポリシング機能を使用して消費電力をポリ
シングします。
電力モニタリングは、シスコのインテリジェントな電力管理および CDP ベースの消費電力に対し
て下位互換性があります。電力モニタリングはこれらの機能とともに動作して、PoE ポートが受
電デバイスに電力を供給できるようにします。
スイッチは次のようにして、接続されている装置のリアルタイム電力消費を検知します。
1 スイッチは、個々のポートでリアルタイム消費電力をモニタリングします。
2 スイッチは、ピーク時の電力消費を含め、電力消費を記録します。スイッチは
CISCO-POWER-ETHERNET-EXT-MIB を介して情報を報告します。
3 電力ポリシングがイネーブルの場合、スイッチはリアルタイムの消費電力を装置に割り当てら
れた最大電力と比較して、消費電力をポリシングします。最大消費電力は、PoE ポートでカッ
トオフ電力とも呼ばれます。
装置がポートで最大電力割り当てを超える電力を使用すると、スイッチはポートへの電力をオ
フにしたり、またはスイッチ コンフィギュレーションに基づいて受電装置に電力を供給しなが
らスイッチが syslog メッセージを生成して LED（ポート LED はオレンジ色で点滅）を更新し
たりすることができます。デフォルトでは、すべての PoE ポートで消費電力のポリシングは
ディセーブルになっています。
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PoE の errdisable ステートからのエラー回復がイネーブルの場合、指定の時間の経過後、スイッ
チは PoE ポートを errdisable ステートから自動的に回復させます。
エラー回復がディセーブルの場合、shutdown および no shutdown インターフェイス コンフィ
ギュレーション コマンドを使用して、手動で PoE ポートをイネーブルにできます。
4 ポリシングがディセーブルである場合、受電装置が PoE ポートに割り当てられた最大電力より
多くの量を消費しても対処されないため、スイッチに悪影響を与える場合があります。
PoE ポートでの最大電力割り当て（カットオフ電力）
パワー ポリシングがイネーブルである場合、スイッチは次の順序で PoE ポートのカットオフ電力
として、これらの値の 1 つを特定します。
1 ポートで許可されている電力を制限するユーザ定義電力レベルを設定している場合は、power
inline auto max max-wattage または power inline static max max-wattage インターフェイス コン
フィギュレーション コマンドを使用して手動で行う。
2 スイッチにおいて受電装置の電力消費が設定されている場合は、CDP 電力ネゴシエーションま
たは IEEE 分類と LLDP 電力ネゴシエーションを使用して自動的に行われる。
power inline consumption default wattage または power inline [auto | static max] max-wattage コマン
ドを入力することにより、カットオフ電力値を手動で設定するには、前述のリストの 1 番めまた
は 2 番めの方法を使用します。
カットオフ電力量の値を手動で設定しない場合、スイッチは、CDP 電力ネゴシエーションまたは
デバイスの IEEE 分類と LLDP 電力ネゴシエーションを使用して自動的に値を決定します。CDP
または LLDP がイネーブルでない場合は、デフォルト値の 30 W が適用されます。ただし、CDP
または LLDP がない場合は、15400 ～ 30000 mW の値が CDP 要求または LLDP 要求だけに基づい
て割り当てられるため、装置で 15.4 W を超える電力の消費がスイッチから許可されません。受電
デバイスが CDP または LLDP のネゴシエーションなしに 15.4 W を超える電力を消費する場合、
装置は 最大電流（Imax）の制限に違反し、最大値を超える電流が供給されるという Icut 障害が発
生する可能性があります。再び電源を入れるまで、ポートは障害状態のままになります。ポート
で継続的に 15.4 W を超える電力が給電される場合、このサイクルが繰り返されます。

（注）

PoE+ ポートに接続されている受電デバイスが再起動し、電力 TLV で CDP パケットまたは
LLDPパケットが送信される場合、スイッチは最初のパケットの電力ネゴシエーション プロト
コルをロックし、その他のプロトコルからの電力要求に応答しません。たとえば、スイッチが
CDP にロックされている場合、LLDP 要求を送信する装置に電力を供給しません。スイッチが
CDP にロックされた後で CDP がディセーブルになった場合、スイッチは LLDP 電源要求に応
答せず、アクセサリの電源がオンにならなくなります。この場合、受電デバイスを再起動する
必要があります。

電力消費値
ポートの初期電力割り当ておよび最大電力割り当てを設定することができます。ただし、これら
の値は、スイッチが PoE ポートの電力をオンまたはオフにするときを指定するために設定する値
です。最大電力割り当ては、受電デバイスの実際の電力消費と同じではありません。スイッチに
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よって電力ポリシングに使用される実際のカットオフ電力値は、設定済みの電力値と同等ではあ
りません。
電力ポリシングがイネーブルの場合、スイッチは、スイッチ ポートで、受電装置の消費電力を超
える消費電力ポリシングを行います。最大電力割り当てを手動で設定する場合、スイッチ ポート
と受電デバイス間のケーブルでの電力損失を考慮する必要があります。カットオフ電力とは、受
電デバイスの定格消費電力とケーブル上での最悪時の電力損失を合計したものです。
スイッチの PoE がイネーブルの場合、電力ポリシングをイネーブルにすることを推奨します。た
とえば、ポリシングがディセーブルで、power inline auto max6300 インターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを使用してカットオフ値を設定すると、PoE ポートに設定される最大電力割
り当ては 6.3 W（6300 mW）です。装置が最大で 6.3 W の電力を必要とする場合、スイッチはポー
トに接続されている装置に電力を供給します。CDP によるパワー ネゴシエーション実施後の値ま
たは IEEE 分類値が設定済みカットオフ値を超えると、スイッチは接続されている装置に電力を供
給しなくなります。スイッチが PoE ポートで電力をオンにしたあとは、スイッチは受電装置のリ
アルタイム電力消費のポリシングを行わないので、受電装置は最大割り当て量を超えて電力を消
費できることになり、スイッチと、他の PoE ポートに接続されている受電装置に悪影響を及ぼす
ことがあります。
スイッチは内部電源装置および Cisco Redundant Power System 2300（RPS 2300）をサポートしてお
り、受電装置が利用できる総電力量は電源装置の設定によって異なります。

（注）

インターフェイス モードでは、デバイスの電力消費は、静的ポートに供給された電力を超え
ることができません。
たとえば、ポートへの電力供給を 6,000 mW に設定（power inline static6000 インターフェイス
コンフィギュレーション コマンド）した場合、同じポート上でデバイスの電力消費を 8,000
mW に設定（power inline consumption8000 インターフェイス コンフィギュレーション コマン
ド）することはできません。

持続性 PoE
持続性 PoE は、スイッチが起動している場合でも、接続されたデバイスへの連続電源を提供しま
す。

（注）

持続性 PoE は、Cisco IOS リリース 15.2(5)E2 以降の Catalyst 2960-L スイッチでサポートされて
います。
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PoE の設定方法
PoE ポートの電力管理モードの設定
（注）

PoE 設定を変更するとき、設定中のポートでは電力が低下します。新しい設定、その他の PoE
ポートの状態、電力バジェットの状態により、そのポートの電力は再びアップしない場合があ
ります。たとえば、ポート1が自動でオンの状態になっていて、そのポートを固定モードに設
定するとします。スイッチはポート1から電力を取り除き、受電デバイスを検出してポートに
電力を再び供給します。ポート 1 が自動でオンの状態になっていて、最大ワット数を 10 W に
設定した場合、スイッチはポートから電力を取り除き、受電デバイスを再び検出します。ス
イッチは、受電デバイスがクラス 1、クラス 2、またはシスコ専用受電デバイスのいずれかの
場合に、ポートに電力を再び供給します。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. interface interface-id
4. power inline {auto [max max-wattage] | never | static [max max-wattage]}
5. end
6. show power inline [interface-id | module switch-number]
7. 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。パスワードを入力します（要
求された場合）。

例：
Switch> 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：
Switch# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id

設定する物理ポートを指定し、インターフェイス コンフィギュレー
ション モードを開始します。

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet2/0/1
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コマンドまたはアクション
ステップ 4

目的

power inline {auto [max
ポートの PoE モードを設定します。キーワードの意味は次のとおりで
max-wattage] | never | static [max す。
max-wattage]}
• auto：受電装置の検出をイネーブルにします。十分な電力がある
場合は、装置の検出後に PoE ポートに電力を自動的に割り当てま
例：
Switch(config-if)# power
す。これがデフォルト設定です。
inline auto

• max max-wattage：ポートで許可されている電力を制限します。値
を指定しない場合は、最大電力が供給されます。
• max max-wattage：ポートで許可されている電力を制限します。範
囲は 4000 ～ 30000 mW です。値を指定しない場合は、最大電力
が供給されます。
• never ：装置の検出とポートへの電力供給をディセーブルにしま
す。
（注）

ポートにシスコの受電デバイスが接続されている場合は、
power inline never コマンドでポートを設定しないでくださ
い。問題のあるリンクアップが発生し、ポートが errdisable
ステートになることがあります。

• static：受電装置の検出をイネーブルにします。スイッチが受電デ
バイスを検出する前に、ポートへの電力を事前に割り当てます
（確保します）。スイッチは、装置が接続されていなくてもこの
ポートに電力を予約し、装置の検出時に電力が供給されることを
保証します。
電力値を 100 の倍数で設定します。たとえば、7,400 mW に
は設定できますが、7,386 mW や 7,421 mW などには設定で
きません。
スイッチは、自動モードに設定されたポートに電力を割り当てる前に、
固定モードに設定されたポートに PoE を割り当てます。
（注）

ステップ 5

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config-if)# end

ステップ 6

show power inline [interface-id | スイッチまたはスイッチ スタック、指定したインターフェイス、また
module switch-number]
は指定したスタック メンバに関する PoE ステータスを表示します。
例：
Switch# show power inline

ステップ 7

copy running-config
startup-config

module switch-number キーワードは、スタッキング対応スイッチだけで
サポートされます。
（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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コマンドまたはアクション

目的

例：
Switch# copy running-config
startup-config

持続性 PoE の設定
（注）

持続性 PoE は、Cisco IOS リリース 15.2(5)E2 以降の Catalyst 2960-L スイッチでサポートされて
います。
持続性 PoE を設定するには、次の手順を実行します。

（注）

PD を接続する前に poe-ha コマンドを設定する、または、poe-ha を設定した後にポートを手動
で閉じる/開く必要があります。
スイッチをリロードするには、持続性 PoE の設定が最初に保存されていることを確認します。
これは設定を維持するために必要です。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. interface interface-id
4. power inline port poe-ha
5. 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。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id

設定する物理ポートを指定し、インターフェイス
コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet2/0/1

ステップ 4

power inline port poe-ha

持続性 PoE を設定します。

例：
Switch(config-if)# power inline port
poe-ha

ステップ 5

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config-if)# end

PoE ポートに接続された受電装置の電力バジェット
シスコの受電デバイスが PoE ポートに接続されている場合、スイッチは Cisco Discovery Protocol
（CDP）または Link Layer Discovery Protocol（LLDP）を使用して、デバイスのプロトコル固有の
電力消費を判断し、また、スイッチはこれに合わせて電力バジェットを調整します。この機能は、
IEEE サードパーティの受電デバイスには適用されません。この装置の場合、スイッチが電力要求
を許可したときに、スイッチが受電装置の IEEE 分類に応じて電力バジェットを調整します。受電
デバイスがクラス 0（クラス ステータス不明）またはクラス 3 の場合、スイッチは CDP 固有の電
力所要量に関係なく、受電デバイスに 15,400 mW を計上します。受電デバイスが CDP 固有の消費
よりも高いクラスを報告してきたり、または電力分類（デフォルトはクラス 0）をサポートして
いない場合、スイッチは IEEE クラス情報を使用してグローバル電力バジェットを追跡するため、
電力供給できるデバイスが少なくなります。
power inline consumption wattage インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用する
ことで、IEEE 分類で指定されたデフォルトの電力要件を無視することができます。IEEE 分類で
指定された電力と実際に装置が必要とする電力の差は、追加の装置が使用するためグローバル電
力バジェットに入れられます。したがって、スイッチの電力バジェットを拡張してもっと効率的
に使用できます。
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注意

スイッチの電力バジェットは慎重に計画し、電力モニタリング機能をイネーブルにし、電源装
置に対してオーバーサブスクライブにならないようにする必要があります。

（注）

手動で電力バジェットを設定する場合、スイッチと受電デバイスの間のケーブルでの電力消失
を考慮する必要があります。

（注）

インターフェイス モードでは、デバイスの電力消費は、静的ポートに供給された電力を超え
ることができません。
たとえば、ポートへの電力供給を 6,000 mW に設定（power inline static6000 インターフェイス
コンフィギュレーション コマンド）した場合、同じポート上でデバイスの電力消費を 8,000
mW に設定（power inline consumption8000 インターフェイス コンフィギュレーション コマン
ド）することはできません。

すべての PoE ポートのパワー バジェット
手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. no cdp run
4. power inline consumption default wattage
5. end
6. show power inline consumption default
7. 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。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Switch> 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：
Switch# 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

no cdp run

（任意）CDP をディセーブルにします。

例：
Switch(config)# no cdp run

ステップ 4

power inline consumption default wattage
例：
Switch(config)# power inline consumption
default 5000

各 PoE ポートに接続された受電装置の消費電力を設
定します。
各受電装置に指定できる範囲は 4000 ～ 30000 mW
（PoE+）です。デフォルト値は 30000 mW です。
（注）

ステップ 5

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 6

show power inline consumption default

消費電力のステータスを表示します。

例：
Switch# show power inline consumption
default

ステップ 7

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を
保存します。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

特定の PoE ポートのパワー バジェット
手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. no cdp run
4. interface interface-id
5. power inline consumption wattage
6. end
7. show power inline consumption
8. 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。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Switch> 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：
Switch# configure terminal

ステップ 3

no cdp run

（任意）CDP をディセーブルにします。

例：
Switch(config)# no cdp run

ステップ 4

interface interface-id

設定する物理ポートを指定し、インターフェイス コ
ンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet2/0/1

ステップ 5

power inline consumption wattage
例：

ステップ 6

スイッチの PoE ポートに接続された受電装置の消費
電力を設定します。

Switch(config-if)# power inline
consumption 5000

各受電装置に指定できる範囲は 4000 ～ 30000 mW
（PoE+）です。デフォルトは 30000 mW（PoE+）で
す。

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config-if)# end

ステップ 7

show power inline consumption

電力消費データを表示します。

例：
Switch# show power inline consumption

ステップ 8

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を
保存します。

例：
Switch# copy running-config
startup-config
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電力ポリシングの設定
デフォルトでは、スイッチは接続されている受電装置の消費電力をリアルタイムでモニタリング
します。消費電力に対するポリシングを行うようにスイッチを設定できます。デフォルトではポ
リシングはディセーブルです。

（注）

電力消費は 0.5 W 単位で表示されます。たとえば、接続されているデバイスが 3.9 W を使って
いる場合、この機能では使用電力を 4.0 W と表示します。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. interface interface-id
4. power inline police [action{log | errdisable}]
5. exit
6. 次のいずれかを使用します。
• errdisable detect cause inline-power
• errdisable recovery cause inline-power
• errdisable recovery interval 間隔
7. exit
8. 次のいずれかを使用します。
• show power inline police
• show errdisable recovery
9. 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。パスワードを入力し
ます（要求された場合）。

例：
Switch> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id

設定する物理ポートを指定し、インターフェイス コンフィギュ
レーション モードを開始します。

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet2/0/1

ステップ 4

power inline police [action{log |
errdisable}]
例：
Switch(config-if)# power inline
police

ポートでリアルタイム消費電力が最大電力割り当てを超えると
きに、次のいずれかのアクションを実行するようにスイッチを
設定します。
• power inline police：PoE ポートをシャット ダウンし、ポー
トへの電力供給をオフにし、PoE ポートを error-disabled
ステートに移行します。
（注）

errdisable detect cause inline-power グローバル コン
フィギュレーション コマンドを使用すると、PoE
errdisable の原因についてエラー検出をイネーブルに
できます。errdisable recovery cause inline-power
interval interval グローバル コンフィギュレーション
コマンドを使用すると、PoE errdisable ステートから
回復するためのタイマーをイネーブルにすることも
できます。

• power inline police action errdisable：リアルタイムの電力
消費がポートの最大電力割り当てを超過した場合、ポート
への電力をオフにします。
• power inline police action log：ポートへの電力供給を続行
すると同時に、syslog メッセージを生成します。
action log キーワードを入力しない場合、デフォルトのアクショ
ンによってポートがシャットダウンされ、errdisable ステートに
なります。
ステップ 5

グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

exit
例：
Switch(config-if)# exit

ステップ 6

次のいずれかを使用します。
• errdisable detect cause inline-power

（任意）PoE errdisable ステートからのエラー回復をイネーブル
にし、PoE 回復メカニズム変数を設定します。
デフォルトでは、回復間隔は 300 秒です。
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コマンドまたはアクション
• errdisable recovery cause
inline-power

目的
interval interval では、error-disabled ステートから回復する時間
を秒単位で指定します。指定できる範囲は 30 ～ 86400 です。

• errdisable recovery interval 間隔

例：
Switch(config)# errdisable detect
cause inline-power
Switch(config)# errdisable recovery
cause inline-power
Switch(config)# errdisable recovery
interval 100

ステップ 7

特権 EXEC モードに戻ります。

exit
例：
Switch(config)# exit

ステップ 8

次のいずれかを使用します。
• show power inline police

電力モニタリング ステータスを表示し、エラー回復設定を確
認します。

• show errdisable recovery

例：
Switch# show power inline police
Switch# show errdisable recovery

ステップ 9

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存しま
す。

例：
Switch# copy running-config
startup-config
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電力ステータスのモニタ
表 11：電力ステータスの show コマンド

コマンド

目的

show env power switch [switch-number]

（任意）スタック内の各スイッチまたは指定し
たスイッチの内部電源装置のステータスを表示
します。
指定できる範囲は、スタック内のスイッチ メン
バ番号に従って 1 ～ です。次のキーワードは、
スタック対応スイッチ上でだけ使用できます。

（注）

show power inline [interface-id | module
switch-number]

スイッチまたはスイッチ スタック、インター
フェイス、またはスタック内の特定のスイッチ
の PoE ステータスを表示します。

show power inline police

電力ポリシングのデータを表示します。

スイッチ上のプラットフォーム特有の Power over Ethernet（PoE）ソフトウェア モジュールに
ついて長いメッセージ形式でのデバッグを有効にするには、debug ilpower controllerdebug ilpower
controller特権 EXEC コマンドを使用します。これらのメッセージには電源コントローラ レジ
スタの表示値が含まれます。デバッグをディセーブルにする場合は、このコマンドの no 形式
を使用します。

PoE の設定例
パワー バジェット：例
次のいずれかのコマンドを入力すると、
• [no] power inline consumption default wattage グローバル コンフィギュレーション コマンド
• [no] power inline consumption wattage
インターフェイス コンフィギュレーション コマンド
次の注意メッセージが表示されます。
%CAUTION: Interface Gi1/0/1: Misconfiguring the 'power inline
command may cause damage to the

consumption/allocation'
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switch and void your warranty. Take precaution not to oversubscribe the power supply. It
is recommended to enable power
policing if the switch supports it. Refer to documentation.
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• 機能情報の確認, 97 ページ
• EEE について, 98 ページ
• EEE の制約事項, 98 ページ
• EEE の設定方法, 98 ページ
• EEE のモニタリング, 100 ページ
• EEE の設定例, 100 ページ
• その他の参考資料, 101 ページ
• EEE 設定の機能履歴と情報, 101 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表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シスコ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 からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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EEE について
EEE の概要
Energy Efficient Ethernet (EEE) は、アイドル時間にイーサネット ネットワークの消費電力を減らす
ように設計された IEEE 802.3az の標準です。
低電力アイドル（LPI）モードをサポートするデバイスで EEE をイネーブルにできます。このよ
うなデバイスは、低い使用率のときに LPI モードを開始して、電力を節約できます。LPI モード
では、リンクの両端にあるシステムは、特定のサービスをシャット ダウンして、電力を節約でき
ます。EEE は上位層プロトコルおよびアプリケーションに対して透過的であるように、LPI モー
ドに移行したり、LPI モードから移行する必要があるプロトコルを提供します。

デフォルトの EEE 設定
EEE はデフォルトでイネーブルになっています。

EEE の制約事項
EEE には、次の制約事項があります。
• EEE の設定を変更すると、デバイスがレイヤ 1 の自動ネゴシエーションを再起動しなければ
ならないため、インターフェイスがリセットされます。
• 受信パスでデータを受け入れる前により長いウェイク アップ時間を必要とするデバイスのリ
ンク層検出プロトコル（LLDP）をイネーブルにする必要がある場合があります。これによ
り、デバイスは送信リンク パートナーから拡張システムのウェイク アップ時間についてネ
ゴシエーションできます。

EEE の設定方法
EEE 対応リンク パートナーに接続されているインターフェイスの EEE をイネーブルまたはディ
セーブルにできます。
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EEE のイネーブル化またはディセーブル化
手順の概要
1. configure terminal
2. interface interface-id
3. power efficient-ethernet auto
4. no power efficient-ethernet auto
5. end
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

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id

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

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 3

power efficient-ethernet auto
例：
Switch(config-if)# power
efficient-ethernet auto

ステップ 4

no power efficient-ethernet auto

特定のインターフェイスで EEE をイネーブルにしま
す。EEEがイネーブルの場合、デバイスはリンクパー
トナーに EEE をアドバタイズし、自動ネゴシエート
します。

指定したインターフェイス上で EEE をディセーブル
にします。

例：
Switch(config-if)# no power
efficient-ethernet auto

ステップ 5

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config-if)# end
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

copy running-config startup-config

（任意）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：
Switch# copy running-config
startup-config

EEE のモニタリング
表 12：EEE 設定を表示するコマンド

コマンド

目的

show eee capabilities interface interface-id

指定インターフェイスの EEE 機能を表示します。

show eee status interface interface-id

指定したインターフェイスの EEE ステータス情報を
表示します。

EEE の設定例
次に、インターフェイスで EEE をイネーブルにする例を示します。
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# power efficient-ethernet auto

次に、インターフェイスで EEE をディセーブルにする例を示します。
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# no power efficient-ethernet auto
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その他の参考資料
MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探して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

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

EEE 設定の機能履歴と情報
リリース

変更内容

Cisco IOS Release 15.0(2)EXCisco IOS Release 15.2(5)E この機能が導入されました。

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーション
ガイド
101

EEE 設定の機能履歴と情報

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
102

第

II

部

IP マルチキャスト スヌーピング
• IGMP スヌーピングの設定, 105 ページ
• MLD スヌーピングの設定, 161 ページ

第

8

章

IGMP スヌーピングの設定
• 機能情報の確認, 105 ページ
• IGMP スヌーピングおよび MVR の設定の前提条件, 106 ページ
• IGMP スヌーピングおよび MVR の設定の制約事項, 106 ページ
• IGMP スヌーピングおよび MVR に関する情報, 107 ページ
• IGMP スヌーピングおよび MVR の設定方法, 118 ページ
• IGMP スヌーピングおよび MVR のモニタリング, 152 ページ
• IGMP スヌーピングおよび MVR の設定例, 155 ページ
• その他の参考資料, 158 ページ
• IGMP スヌーピングの機能履歴と情報, 159 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、「Bug Search Tool」およびご使
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
モジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につ
いては、機能情報の表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シスコ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 にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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IGMP スヌーピングおよび MVR の設定の前提条件
IGMP スヌーピングの前提条件
IGMP スヌーピング クエリアを設定するときには、次の注意事項を順守します。
• VLAN をグローバル コンフィギュレーション モードに設定してください。
• IP アドレスおよび VLAN インターフェイスを設定してください。IGMP スヌーピング クエリ
アは、イネーブルの場合この IP アドレスをクエリーの送信元アドレスとして使用します。
• VLAN インターフェイス上で IP アドレスが設定されていない場合、IGMP スヌーピング クエ
リアは IGMP クエリア用に設定されたグローバル IP アドレスを使用しようとします。グロー
バル IP アドレスが指定されていない場合、IGMP クエリアは VLAN スイッチ仮想インター
フェイス（SVI）IP アドレス（存在する場合）の使用を試みます。SVI IP アドレスが存在し
ない場合、スイッチはスイッチ上で設定された利用可能な最初の IP アドレスを使用します。
利用可能な最初の IP アドレスは、show ip interface 特権 EXEC コマンドの出力に表示されま
す。IGMP スヌーピング クエリアはスイッチ上で利用可能な IP アドレスを検出できない場
合、IGMP 一般クエリーを生成しません。
• IGMP スヌーピング クエリアは IGMP バージョン 1 および 2 をサポートします。
• 管理上イネーブルである場合、IGMP スヌーピング クエリアはネットワークにマルチキャス
ト ルータの存在を検出すると、非クエリア ステートになります。
• 管理上イネーブルである場合、IGMP スヌーピング クエリアは操作上、次の状況でディセー
ブル ステートになります。
◦ IGMP スヌーピングが VLAN でディセーブルの場合
◦ PIM が、VLAN に対応する SVI でイネーブルの場合

関連トピック
IGMP スヌーピング クエリアの設定, （134 ページ）
IGMP スヌーピング, （107 ページ）

IGMP スヌーピングおよび MVR の設定の制約事項
IGMP スヌーピングの制約事項
次に、IGMP スヌーピングの制約事項を示します。
• スイッチは同種スタックおよび混合スタック構成をサポートします。混合スタック構成は、
Catalyst 2960-S スイッチだけでサポートされます。同種スタックは 8 つまで、混合スタック
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は 4 つまでのスタック メンバを持つことができます。スイッチ スタック内のすべてのスイッ
チが LAN Base イメージを実行している必要があります。
• IGMP フィルタリングまたはマルチキャスト VLAN レジストレーション（MVR）が実行され
ているスイッチは、IGMPv3 Join および Leave メッセージをサポートしません。
• IGMP レポート抑制は、マルチキャスト クエリーに IGMPv1 レポートと IGMPv2 レポートが
ある場合にだけサポートされます。この機能は、クエリーに IGMPv3 レポートが含まれてい
る場合はサポートされません。
• IGMP の脱退時間の設定は、IGMP バージョン 2 が稼働しているホストでのみサポートされ
ます。IGMP バージョン 2 はスイッチのデフォルト バージョンです。
ネットワークで実際の脱退にかかる待ち時間は、通常、設定した脱退時間どおりになりま
す。ただし、脱退時間は、リアルタイムの CPU の負荷の状態、およびネットワークの遅延状
態、インターフェイスから送信されたトラフィック量によって、設定された時間を前後する
ことがあります。
• IGMP スロットリング アクションの制約事項は、レイヤ 2 ポートにだけ適用されます。ip
igmp max-groups action replace インターフェイス コンフィギュレーション コマンドは論理
EtherChannel インターフェイスで使用できますが、EtherChannel ポート グループに属するポー
トでは使用できません。
グループの最大数に関する制限がデフォルト（制限なし）に設定されている場合、ip igmp
max-groups action {deny | replace} コマンドを入力しても効果はありません。
インターフェイスによりマルチキャスト エントリが転送テーブルに追加されてから、スロッ
トリング アクションを設定し、グループの最大数の制限を設定すると、転送テーブルのエン
トリは、スロットリング アクションに応じて期限切れになるか削除されます。
関連トピック
IGMP のバージョン, （109 ページ）
IGMP プロファイルの設定, （144 ページ）
IGMP プロファイルの適用, （146 ページ）
IGMP グループの最大数の設定, （148 ページ）
IGMP スロットリング アクションの設定, （149 ページ）
IGMP フィルタリングおよびスロットリング, （117 ページ）

IGMP スヌーピングおよび MVR に関する情報
IGMP スヌーピング
レイヤ 2 スイッチは IGMP スヌーピングを使用して、レイヤ 2 インターフェイスを動的に設定し、
マルチキャスト トラフィックが IP マルチキャスト デバイスと対応付けられたインターフェイス
にのみ転送されるようにすることによって、マルチキャスト トラフィックのフラッディングを制
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限できます。名称が示すとおり、IGMP スヌーピングの場合は、LAN スイッチでホストとルータ
間の IGMP 伝送をスヌーピングし、マルチキャスト グループとメンバ ポートを追跡する必要があ
ります。特定のマルチキャスト グループについて、スイッチがホストから IGMP レポートを受信
すると、そのスイッチはホストのポート番号を転送テーブル エントリに追加します。ホストから
IGMP Leave Group メッセージを受信した場合は、テーブル エントリからホスト ポートを削除し
ます。マルチキャスト クライアントから IGMP メンバーシップ レポートを受信しなかった場合に
も、スイッチはエントリを定期的に削除します。

（注）

IP マルチキャストおよび IGMP の詳細については、RFC 1112 および RFC 2236 を参照してくだ
さい。
マルチキャスト ルータは、すべての VLAN に一般的なクエリーを定期的に送信します。このマル
チキャスト トラフィックに関心のあるホストはすべて Join 要求を送信し、転送テーブルのエント
リに追加されます。スイッチは、IGMP Join 要求の送信元となる各グループの IGMP スヌーピング
IP マルチキャスト転送テーブルで、VLAN ごとに 1 つずつエントリを作成します。
スイッチは、MAC アドレスに基づくグループではなく、IP マルチキャスト グループに基づくブ
リッジングをサポートしています。マルチキャスト MAC アドレスに基づくグループの場合、設
定されている IP アドレスを設定済みの MAC アドレス（エイリアス）または予約済みのマルチキャ
スト MAC アドレス（224.0.0.xxx の範囲内）に変換すると、コマンドがエラーになります。スイッ
チでは IP マルチキャスト グループを使用するので、アドレス エイリアスの問題は発生しません。
IGMP スヌーピングによって、IP マルチキャスト グループは動的に学習されます。ただし、ip
igmp snooping vlan vlan-id static ip_addressinterface interface-id グローバル コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用すると、マルチキャスト グループを静的に設定できます。グループ メンバー
シップをマルチキャスト グループ アドレスに静的に指定すると、その設定値は IGMP スヌーピン
グによる自動操作より優先されます。マルチキャストグループメンバーシップのリストは、ユー
ザが定義した設定値および IGMP スヌーピングによって学習された設定値の両方で構成できます。
マルチキャストトラフィックはルーティングする必要がないのでマルチキャストインターフェイ
スを使用せずに、サブネットの IGMP スヌーピングをサポートするよう IGMP スヌーピング クエ
リーを設定できます。
ポート スパニングツリー、ポート グループ、または VLAN ID が変更された場合、VLAN 上のこ
のポートから IGMP スヌーピングで学習されたマルチキャスト グループは削除されます。
ここでは、IGMP スヌーピングの特性について説明します。
関連トピック
IGMP スヌーピング クエリアの設定, （134 ページ）
IGMP スヌーピングの前提条件, （106 ページ）
例：IGMP スヌーピング クエリアの送信元アドレスの設定, （156 ページ）
例：IGMP スヌーピング クエリアの最大応答時間の設定, （156 ページ）
例：IGMP スヌーピング クエリア タイムアウトの設定, （156 ページ）
例：IGMP スヌーピング クエリア機能の設定, （157 ページ）
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IGMP のバージョン
スイッチは、IGMP バージョン 1、IGMP バージョン 2、および IGMP バージョン 3 をサポートし
ています。これらのバージョンは、スイッチ上で相互運用できます。たとえば、IGMP スヌーピ
ングがイネーブルになっており、クエリーのバージョンが IGMPv2 で、スイッチがホストから
IGMPv3 レポートを受信している場合、スイッチは IGMPv3 レポートをマルチキャスト ルータに
転送できます。
IGMPv3 スイッチは、Source Specific Multicast（SSM）機能を実行しているデバイスとメッセージ
の送受信を行うことができます。
関連トピック
IGMP スヌーピングの制約事項, （106 ページ）

マルチキャスト グループへの加入
スイッチに接続したホストが IP マルチキャスト グループに加入し、なおかつそのホストが IGMP
バージョン 2 クライアントの場合、ホストは加入する IP マルチキャスト グループを指定した非送
信請求 IGMP Join メッセージを送信します。別の方法として、ルータから一般クエリーを受信し
たスイッチは、そのクエリーを VLAN 内のすべてのポートに転送します。IGMP バージョン 1 ま
たはバージョン 2 のホストがマルチキャスト グループに加入する場合、ホストはスイッチに Join
メッセージを送信することによって応答します。スイッチの CPU は、そのグループのマルチキャ
スト転送テーブル エントリがまだ存在していないのであれば、エントリを作成します。CPU はさ
らに、Join メッセージを受信したインターフェイスを転送テーブル エントリに追加します。その
インターフェイスと対応付けられたホストが、そのマルチキャスト グループ用のマルチキャスト
トラフィックを受信します。
図 2：最初の IGMP Join メッセージ
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ルータ A がスイッチに一般クエリーを送信し、スイッチがそのクエリーを同じ VLAN のすべての
メンバであるポート 2 ～ 5 に転送します。ホスト 1 はマルチキャスト グループ 224.1.2.3 に加入す
るために、グループに IGMP メンバーシップ レポート（IGMP Join メッセージ）をマルチキャス
トします。スイッチの CPU は IGMP レポートの情報を使用して、転送テーブルのエントリを設定
します。転送テーブルにはホスト 1 およびルータに接続しているポート番号が含まれます。
表 13：IGMP スヌーピング転送テーブル

宛先アドレス

パケットのタイプ

ポート

224.1.2.3

IGMP

1、2

スイッチのハードウェアは、IGMP 情報パケットをマルチキャスト グループの他のパケットと区
別できます。テーブルの情報は、224.1.2.3 マルチキャスト IP アドレス宛ての、IGMP パケットで
はないフレームを、ルータおよびグループに加入したホストに対して送信するように、スイッチ
ング エンジンに指示します。
別のホスト（たとえば、ホスト 4）が、同じグループ用に非送信請求 IGMP Join メッセージを送信
する場合、CPU がそのメッセージを受け取り、ホスト 4 のポート番号を転送テーブルに追加しま
す。転送テーブルは CPU 宛てだけに IGMP メッセージを送るので、メッセージはスイッチの他の
ポートへフラッディングされません。認識されているマルチキャスト トラフィックは、CPU 宛て
ではなくグループ宛てに転送されます。
図 3：2 番目のホストのマルチキャスト グループへの加入
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表 14：更新された IGMP スヌーピング転送テーブル

宛先アドレス

パケットのタイプ

ポート

224.1.2.3

IGMP

1, 2, 5

関連トピック
グループに加入するホストの静的な設定, （125 ページ）
例：グループに加入するホストの静的な設定, （155 ページ）

マルチキャスト グループからの脱退
ルータは定期的にマルチキャスト一般クエリーを送信し、スイッチはそれらのクエリーを VLAN
内のすべてのポート経由で転送します。関心のあるホストがクエリーに応答します。VLAN 内の
少なくとも 1 つのホストがマルチキャスト トラフィックを受信するようなら、ルータは、その
VLAN へのマルチキャスト トラフィックの転送を続行します。スイッチは、その IGMP スヌーピ
ングによって維持された IP マルチキャスト グループの転送テーブルで指定されたホストに対して
だけ、マルチキャスト グループ トラフィックを転送します。
ホストがマルチキャスト グループから脱退する場合、何も通知せずに脱退することも、Leave メッ
セージを送信することもできます。ホストから Leave メッセージを受信したスイッチは、グルー
プ固有のクエリーを送信して、そのインターフェイスに接続された他のデバイスが所定のマルチ
キャスト グループのトラフィックに関与しているかどうかを学習します。スイッチはさらに、転
送テーブルでその MAC グループの情報を更新し、そのグループのマルチキャスト トラフィック
の受信に関心のあるホストだけが、転送テーブルに指定されるようにします。ルータが VLAN か
らレポートを受信しなかった場合、その VLAN 用のグループは IGMP キャッシュから削除されま
す。

即時脱退
スイッチは IGMP スヌーピングの即時脱退を使用して、先にスイッチからインターフェイスにグ
ループ固有のクエリーを送信しなくても、Leave メッセージを送信するインターフェイスを転送
テーブルから削除できるようにします。VLAN インターフェイスは、最初の Leave メッセージで
指定されたマルチキャストグループのマルチキャストツリーからプルーニングされます。即時脱
退によって、複数のマルチキャストグループが同時に使用されている場合でも、スイッチドネッ
トワークのすべてのホストに最適な帯域幅管理が保証されます。
即時脱退機能をサポートするのは、IGMP バージョン 2 が稼働しているホストだけです。IGMP
バージョン 2 はスイッチのデフォルト バージョンです。

（注）

即時脱退機能を使用するのは、各ポートに接続されているホストが 1 つだけの VLAN に限定
してください。ポートに複数のホストが接続されている VLAN 上で即時脱退をイネーブルに
すると、一部のホストが誤ってドロップされる可能性があります。
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関連トピック
IGMP 即時脱退のイネーブル化, （126 ページ）
例：IGMP 即時脱退のイネーブル化, （156 ページ）

IGMP 設定可能脱退タイマー
特定のマルチキャスト グループへの参加がまだ必要かどうかを確認するために、グループ固有の
クエリーを送信した後のスイッチの待機時間を設定できます。IGMP 脱退応答時間は、100 ～ 32767
ミリ秒の間で設定できます。
関連トピック
IGMP 脱退タイマーの設定, （128 ページ）

IGMP レポート抑制

（注）

IGMP レポート抑制は、マルチキャスト クエリーに IGMPv1 レポートと IGMPv2 レポートがあ
る場合にだけサポートされます。この機能は、クエリーにIGMPv3レポートが含まれている場
合はサポートされません。
スイッチ は IGMP レポート抑制を使用して、1 つのマルチキャスト ルータ クエリごとに 1 つの
IGMP レポートのみをマルチキャスト デバイスに転送します。IGMP レポート抑制がイネーブル
（デフォルト）である場合、スイッチ は最初の IGMP レポートをグループのすべてのホストから
すべてのマルチキャスト ルータに送信します。スイッチ は、グループの残りの IGMP レポートを
マルチキャストルータに送信しません。この機能により、マルチキャストデバイスにレポートが
重複して送信されることを防ぎます。
マルチキャスト ルータ クエリに IGMPv1 および IGMPv2 レポートに対する要求だけが含まれてい
る場合、スイッチ は最初の IGMPv1 レポートまたは IGMPv2 レポートだけを、グループのすべて
のホストからすべてのマルチキャスト ルータに送信します。
マルチキャスト ルータ クエリに IGMPv3 レポートに対する要求も含まれる場合、スイッチ はグ
ループのすべての IGMPv1、IGMPv2、および IGMPv3 レポートをマルチキャスト デバイスに転送
します。
IGMP レポート抑制をディセーブルにすると、すべての IGMP レポートはマルチキャスト ルータ
に転送されます。
関連トピック
IGMP レポート抑制のディセーブル化, （137 ページ）

IGMP スヌーピングのデフォルト設定
次の表に、スイッチの IGMP スヌーピングのデフォルト設定を示します。
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表 15：IGMP スヌーピングのデフォルト設定

1

機能

デフォルト設定

IGMP スヌーピング

グローバルおよび VLAN 単位でイネーブル

マルチキャスト ルータ

未設定

IGMP スヌーピング即時脱退

ディセーブル

スタティック グループ

未設定

TCN1フラッド クエリ カウント

2

TCN クエリー送信要求

ディセーブル

IGMP スヌーピング クエリア

ディセーブル

IGMP レポート抑制

イネーブル

(1) TCN = トポロジ変更通知

関連トピック
switchでの IGMP スヌーピングのイネーブル化またはディセーブル化, （118 ページ）
VLAN インターフェイスでの IGMP スヌーピングのイネーブル化またはディセーブル化, （120
ページ）

マルチキャスト VLAN レジストレーション
マルチキャスト VLAN レジストレーション（MVR）は、イーサネット リング ベースのサービス
プロバイダーネットワーク上でマルチキャストトラフィックの広範囲展開を使用するアプリケー
ション（サービス プロバイダー ネットワーク上の複数の TV チャネルのブロードキャストなど）
用に設計されています。MVR によってポート上の加入者は、ネットワークワイドなマルチキャス
ト VLAN 上のマルチキャスト ストリームに加入し、脱退できます。また、ネットワーク上で 1 つ
のマルチキャスト VLAN を共有しながら、加入者が別の VLAN に接続できます。MVR によって、
マルチキャスト VLAN でマルチキャスト ストリームを連続送信する能力が得られますが、スト
リームと加入者の VLAN は、帯域幅およびセキュリティ上の理由で分離されます。
ここでは、MVR について説明します。
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MVR と IGMP

（注）

スイッチ上で、MVR は IGMP スヌーピングと共存できます。
MVR では、加入者ポートが IGMP Join および Leave メッセージを送信することによって、マルチ
キャスト ストリームへの加入および脱退（Join および Leave）を行うことが前提です。これらの
メッセージは、イーサネットで接続され、IGMP バージョン 2 に準拠しているホストから発信で
きます。MVR は IGMP スヌーピングの基本メソッドで動作しますが、この 2 つの機能はそれぞれ
単独で動作します。それぞれ他方の機能の動作に影響を与えずに、イネーブルまたはディセーブ
ルにできます。ただし、IGMP スヌーピングと MVR が両方ともイネーブルの場合、MVR は MVR
環境で設定されたマルチキャスト グループが送信した Join および Leave メッセージだけに反応し
ます。他のマルチキャスト グループから送信された Join および Leave メッセージはすべて、IGMP
スヌーピングが管理します。
スイッチの CPU は、MVR IP マルチキャストストリームとそれに対応するスイッチ転送テーブル
内の IP マルチキャスト グループを識別し、IGMP メッセージを代行受信し、転送テーブルを変更
して、マルチキャスト ストリームの受信側としての加入者を追加または削除します。受信側が送
信元と異なる VLAN 上に存在している場合でも同じです。この転送動作により、異なる VLAN の
間でトラフィックを選択して伝送できます。

動作モード
スイッチの MVR 動作は、互換モードまたはダイナミック モードに設定できます。
• 互換モードの場合、MVR ホストが受信したマルチキャスト データはすべての MVR データ
ポートに転送されます。MVR データ ポートの MVR ホスト メンバーシップは無関係です。
マルチキャスト データは、IGMP レポートまたは静的な MVR 設定のどちらかによって、MVR
ホストが加入しているレシーバ ポートだけに転送されます。MVR ホストから受信した IGMP
レポートが、スイッチに設定された MVR データ ポートから転送されることはありません。
• ダイナミック モードの場合、スイッチ上の MVR ホストが受信したマルチキャスト データ
は、IGMP レポートまたは静的な MVR 設定のどちらかによって、MVR ホストが加入してい
る MVR データおよびクライアント ポートから転送されます。それ以外のポートからは転送
されません。MVR ホストから受信した IGMP レポートも、ホストのすべての MVR データ
ポートから転送されます。したがって、互換モードでスイッチを稼働させた場合と異なり、
MVR データ ポート リンクで不要な帯域幅を使用しなくてすみます。

マルチキャスト TV アプリケーションでの MVR
マルチキャスト TV アプリケーションでは、PC またはセットトップ ボックスを装備したテレビで
マルチキャスト ストリームを受信できます。1 つの加入者ポートに複数のセットトップ ボックス
または PC を接続できます。加入者ポートは、MVR レシーバ ポートとして設定されたスイッチ
ポートです。
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次に、設定例を示します。
図 4：マルチキャスト VLAN レジストレーションの例

この設定例では、Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）によって、セットトップ ボックス
または PC に IP アドレスが割り当てられます。加入者がチャネルを選択すると、適切なマルチキャ
ストに加入するために、セットトップ ボックスまたは PC からスイッチ A に IGMP レポートが送
信されます。IGMP レポートが、設定されている IP マルチキャスト グループ アドレスの 1 つと一
致すると、スイッチの CPU がハードウェア アドレス テーブルを変更して、指定のマルチキャス
ト ストリームをマルチキャスト VLAN から受信したときの転送先として、レシーバ ポートと
VLAN を追加します。マルチキャスト VLAN との間でマルチキャスト データを送受信するアップ
リンク ポートを、MVR 送信元ポートと呼びます。
加入者がチャネルを切り替えた場合、またはテレビのスイッチを切った場合には、セットトップ
ボックスからマルチキャスト ストリームに対する IGMP Leave メッセージが送信されます。スイッ
チの CPU は、受信ポートの VLAN を介して MAC ベースの一般クエリーを送信します。VLAN
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に、このグループに加入している別のセットトップボックスがある場合、そのセットトップボッ
クスはクエリーに指定された最大応答時間内に応答しなければなりません。応答を受信しなかっ
た場合、CPU はこのグループの転送先としての受信ポートを除外します。
即時脱退機能を使用しない場合、レシーバ ポートの加入者から IGMP Leave メッセージを受信し
たスイッチは、そのポートに IGMP クエリーを送信し、IGMP グループ メンバーシップ レポート
を待ちます。設定された時間内にレポートを受信しなかった場合は、受信ポートがマルチキャス
ト グループ メンバーシップから削除されます。即時脱退機能がイネーブルの場合、IGMP Leave
を受信したレシーバ ポートから IGMP クエリーが送信されません。Leave メッセージの受信後た
だちに、受信ポートがマルチキャストグループメンバーシップから削除されるので、脱退遅延時
間が短縮されます。即時脱退機能をイネーブルにするのは、接続されているレシーバ デバイスが
1 つだけのレシーバ ポートに限定してください。
MVR を使用すると、各 VLAN の加入者に対してテレビ チャネルのマルチキャスト トラフィック
を重複して送信する必要がなくなります。すべてのチャネル用のマルチキャスト トラフィック
は、マルチキャスト VLAN 上でのみ、VLAN トランクに 1 回だけ送信されます。IGMP Leave お
よび Join メッセージは、加入者ポートが割り当てられている VLAN で送信されます。これらの
メッセージは、レイヤ 3 デバイス上のマルチキャスト VLAN のマルチキャスト トラフィック ス
トリームに対し、動的に登録します。アクセス レイヤ スイッチ（スイッチ A）は、マルチキャス
ト VLAN から別の VLAN 内の加入者ポートにトラフィックが転送されるよう転送動作を変更し、
2 つの VLAN 間で選択的にトラフィックが送信されるようにします。
IGMP レポートは、マルチキャスト データと同じ IP マルチキャスト グループ アドレスに送信さ
れます。スイッチ A の CPU は、レシーバ ポートから送られたすべての IGMP Join および Leave
メッセージを取り込み、MVR モードに基づいて、送信元（アップリンク）ポートのマルチキャス
ト VLAN に転送しなければなりません。

MVR のデフォルト設定
表 16：MVR のデフォルト設定

機能

デフォルト設定

MVR

グローバルおよびインターフェイス単位でディセーブ
ル

マルチキャスト アドレス

未設定

クエリーの応答時間

0.5 秒

マルチキャスト VLAN

VLAN 1

モード

互換

インターフェイスのデフォルト（ポート 受信ポートでも送信元ポートでもない
単位）
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機能

デフォルト設定

即時脱退

すべてのポートでディセーブル

IGMP フィルタリングおよびスロットリング
都市部や集合住宅（MDU）などの環境では、スイッチ ポート上のユーザが属する一連のマルチ
キャスト グループを制御する必要があります。この機能を使用することにより、IP/TV などのマ
ルチキャスト サービスの配信を、特定タイプの契約またはサービス計画に基づいて制御できま
す。また、マルチキャストグループの数を、スイッチポート上でユーザが所属できる数に制限す
ることもできます。
IGMP フィルタリング機能を使用すると、IP マルチキャスト プロファイルを設定し、それらを各
スイッチ ポートに関連付けて、ポート単位でマルチキャスト加入をフィルタリングできます。
IGMP プロファイルにはマルチキャスト グループを 1 つまたは複数格納して、グループへのアク
セスを許可するか拒否するかを指定できます。マルチキャスト グループへのアクセスを拒否する
IGMP プロファイルがスイッチ ポートに適用されると、IP マルチキャスト トラフィックのスト
リームを要求する IGMP Join レポートが廃棄され、ポートはそのグループからの IP マルチキャス
トトラフィックを受信できなくなります。マルチキャストグループへのアクセスがフィルタリン
グ アクションで許可されている場合は、ポートからの IGMP レポートが転送されて、通常の処理
が行われます。レイヤ 2 インターフェイスが加入できる IGMP グループの最大数も設定できます。
IGMP フィルタリングで制御されるのは、グループ固有のクエリーおよびメンバーシップ レポー
ト（Join および Leave レポートを含む）だけです。一般 IGMP クエリーは制御されません。IGMP
フィルタリングは、IP マルチキャスト トラフィックの転送を指示する機能とは無関係です。フィ
ルタリング機能は、マルチキャスト トラフィックの転送に CGMP が使用されているか、または
MVR が使用されているかに関係なく、同じように動作します。
IGMP フィルタリングが適用されるのは、IP マルチキャスト グループ アドレスを動的に学習する
場合だけです。静的な設定には適用されません。
IGMP スロットリング機能を使用すると、レイヤ 2 インターフェイスが加入できる IGMP グルー
プの最大数を設定できます。IGMP グループの最大数が設定され、IGMP スヌーピング転送テーブ
ルに最大数のエントリが登録されていて、インターフェイスで IGMP Join レポートを受信する場
合、インターフェイスを設定することにより、IGMP レポートを廃棄するか、あるいは受信した
IGMP レポートでランダムに選択されたマルチキャスト エントリを上書きします。

（注）

IGMP フィルタリングが実行されているスイッチは、IGMPv3 Join および Leave メッセージを
サポートしていません。

関連トピック
IGMP プロファイルの設定, （144 ページ）
IGMP プロファイルの適用, （146 ページ）
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IGMP グループの最大数の設定, （148 ページ）
IGMP スロットリング アクションの設定, （149 ページ）
IGMP スヌーピングの制約事項, （106 ページ）

IGMP フィルタリングおよび IGMP スロットリングのデフォルト設定
次の表に、スイッチの IGMP フィルタリングおよびスロットリングのデフォルト設定を示します。
表 17：IGMP フィルタリングのデフォルト設定

機能

デフォルト設定

IGMP フィルタ

適用なし

IGMP グループの最大数

最大数の設定なし
（注）

転送テーブルに登録されているグループが
最大数に達していると、デフォルトの IGMP
スロットリング アクションは IGMP レポー
トを拒否します。

IGMP プロファイル

未定義

IGMP プロファイル アクション

範囲で示されたアドレスを拒否

IGMP スヌーピングおよび MVR の設定方法
switchでの IGMP スヌーピングのイネーブル化またはディセーブル化
IGMP スヌーピングがグローバルにイネーブルまたはディセーブルに設定されている場合は、既
存のすべての VLAN インターフェイスでもイネーブルまたはディセーブルになります。デフォル
トでは IGMP スヌーピングはすべての VLAN でイネーブルになっていますが、VLAN 単位でイ
ネーブルまたはディセーブルにすることができます。
グローバル IGMP スヌーピングは、VLAN IGMP スヌーピングより優先されます。グローバル ス
ヌーピングがディセーブルの場合、VLAN スヌーピングをイネーブルに設定することはできませ
ん。グローバル スヌーピングがイネーブルの場合、VLAN スヌーピングをイネーブルまたはディ
セーブルに設定できます。
スイッチで IGMP スヌーピングをグローバルにイネーブルにするには、次の手順を実行します。

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
118

IGMP スヌーピングおよび MVR の設定方法

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ip igmp snooping
4. end
5. 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。パスワードを入
力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

ip igmp snooping
例：

（注）

Switch(config)# ip igmp snooping

ステップ 4

既存のすべての VLAN インターフェイスでグローバルに
IGMP スヌーピングを有効にします。
すべての VLAN インターフェイス上で IGMP ス
ヌーピングをグローバルにディセーブルにするに
は、no ip igmp snooping グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 5

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存し
ます。

例：
Switch# copy running-config
startup-config
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関連トピック
IGMP スヌーピングのデフォルト設定, （112 ページ）

VLAN インターフェイスでの IGMP スヌーピングのイネーブル化またはディセーブル
化
VLAN インターフェイス上で IGMP スヌーピングを有効にするには、次の手順を実行します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ip igmp snooping vlan vlan-id
4. end
5. 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。パスワードを入力し
ます（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

ip igmp snooping vlan vlan-id
例：
Switch(config)# ip igmp snooping
vlan 7

VLAN インターフェイス上で IGMP スヌーピングをイネーブル
にします。指定できる VLAN ID の範囲は 1 ～ 1001 および 1006
～ 4094 です。
VLAN スヌーピングをイネーブルにするには、IGMP スヌーピ
ングをグローバルにイネーブルに設定しておく必要があります。
（注）

特定の VLAN インターフェイス上で IGMP スヌーピ
ングをディセーブルにするには、no ip igmp snooping
vlan vlan-id グローバル コンフィギュレーション コマ
ンドを、指定した VLAN 番号に対して使用します。
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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：
Switch(config)# end

ステップ 5

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存しま
す。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

関連トピック
IGMP スヌーピングのデフォルト設定, （112 ページ）

スヌーピング方法の設定
マルチキャスト対応のルータ ポートは、レイヤ 2 マルチキャスト エントリごとに転送テーブルに
追加されます。スイッチは、次のいずれかの方法でポートを学習します。
• IGMP クエリー、Protocol-Independent Multicast（PIM）パケット、およびディスタンスベクト
ル マルチキャスト ルーティング プロトコル（DVMRP）パケットのスヌーピング
• 他のルータからの Cisco Group Management Protocol（CGMP）パケットのリスニング
• ip igmp snooping mrouter グローバル コンフィギュレーション コマンドによるマルチキャス
ト ルータ ポートへの静的な接続

（注）

ip igmp snooping mrouter コマンドを使用した静的接続は、既知のマルチキャスト グループで
のみサポートされます。
IGMP クエリーおよび PIM パケットと DVMRP パケットのスヌーピング、または CGMP self-join
パケットまたは proxy-join パケットのいずれかの待ち受けを行うように、スイッチを設定できま
す。デフォルトでは、スイッチはすべての VLAN 上の PIM パケットと DVMRP パケットをスヌー
ピングします。CGMP パケットだけでマルチキャスト ルータ ポートを学習するには、 ip igmp
snooping vlan vlan-id mrouter learn cgmp グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用し
ます。このコマンドを入力すると、ルータは CGMP self-join パケットおよび CGMP proxy-join パ
ケットだけを待ち受け、その他の CGMP パケットは待ち受けません。PIM-DVMRP パケットだけ
でマルチキャスト ルータ ポートを学習するには、 ip igmp snooping vlan vlan-id mrouter learn
pim-dvmrp グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。
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学習方法として CGMP を使用する場合で、なおかつ VLAN に CGMP プロキシ対応のマルチキャ
スト ルータがない場合は、 ip cgmp router-only コマンドを入力し、ルータに動的にアクセスする
必要があります。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ip igmp snooping vlan vlan-id mrouterlearn {cgmp | pim-dvmrp }
4. end
5. show ip igmp snooping
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。パスワードを入
力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グ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：
Switch# configure terminal

ステップ 3

ip igmp snooping vlan vlan-id
mrouterlearn {cgmp | pim-dvmrp }
例：
Switch(config)# ip igmp snooping
vlan 1 mrouter learn cgmp

マルチキャスト ルータの学習方式を指定します。
• cgmp：CGMPパケットを待ち受けます。この方法は、
制御トラフィックを減らす場合に有用です。
• pim-dvmrp：IGMP クエリーおよび PIM/DVMRP パ
ケットをスヌーピングします。これはデフォルトで
す。
（注）

ステップ 4

end

デフォルトの学習方式に戻すには、no ip igmp
snooping vlan vlan-idmrouter learn cgmp グロー
バル コンフィギュレーション コマンドを使用し
ます。

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# end
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

show ip igmp snooping

設定を確認します。

例：
Switch# show ip igmp snooping

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存し
ます。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

マルチキャスト ルータ ポートの設定
スイッチにマルチキャスト ルータ ポートを追加する（マルチキャスト ルータへのスタティック
接続をイネーブルにする）には、次の手順を実行します。

（注）

マルチキャスト ルータへのスタティック接続は、スイッチ ポートに限りサポートされます。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ip igmp snooping vlan vlan-idmrouter interface interface-id
4. end
5. show ip igmp snooping mrouter [vlan vlan-id]
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。パスワードを入
力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

ip igmp snooping vlan vlan-idmrouter
interface interface-id

マルチキャスト ルータの VLAN ID およびマルチキャスト
ルータに対するインターフェイスを指定します。
• 指定できる VLAN ID の範囲は 1 ～ 1001 および 1006 ～

例：

4094 です。

Switch(config)# ip igmp snooping vlan
5 mrouter interface
gigabitethernet1/0/1

• このインターフェイスには物理インターフェイスまた
はポート チャネルを指定できます。ポート チャネル範
囲は 1 ～ 128 です。
（注）

ステップ 4

VLAN からマルチキャスト ルータ ポートを削除す
るには、no ip igmp snooping vlan vlan-idmrouter
interface interface-id グローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 5

show ip igmp snooping mrouter [vlan
vlan-id]

VLAN インターフェイス上で IGMP スヌーピングがイネーブ
ルになっていることを確認します。

例：
Switch# show ip igmp snooping mrouter
vlan 5

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存し
ます。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

関連トピック
例：マルチキャスト ルータへの静的な接続のイネーブル化, （155 ページ）

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
124

IGMP スヌーピングおよび MVR の設定方法

グループに加入するホストの静的な設定
ホストまたはレイヤ 2 ポートは通常、マルチキャスト グループに動的に加入しますが、インター
フェイス上にホストを静的に設定することもできます。
マルチキャスト グループのメンバーとしてレイヤ 2 ポートを追加するには、次の手順を実行しま
す。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ip igmp snooping vlan vlan-idstatic ip_addressinterface interface-id
4. end
5. show ip igmp snooping groups
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。パスワードを入力
します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

ip igmp snooping vlan vlan-idstatic
ip_addressinterface interface-id

マルチキャスト グループのメンバとしてレイヤ 2 ポートを
静的に設定します。
• vlan-id は、マルチキャスト グループの VLAN ID です。

例：

指定できる範囲は 1 ～ 1001 または 1006 ～ 4094 です。

Switch(config)# ip igmp snooping vlan
105 static 230.0.0.1 interface
gigabitethernet1/0/1

• ip-address は、グループの IP アドレスです。
• interface-id は、メンバ ポートです。物理インターフェ
イスまたはポート チャネル（1 ～ 128）に設定できま
す。
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

ステップ 4

マルチキャスト グループからレイヤ 2 ポートを削
除するには、no ip igmp snooping vlan vlan-idstatic
mac-addressinterface interface-id グローバル コン
フィギュレーション コマンドを使用します。

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 5

show ip igmp snooping groups

メンバ ポートおよび IP アドレスを確認します。

例：
Switch# show ip igmp snooping groups

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存し
ます。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

関連トピック
マルチキャスト グループへの加入, （109 ページ）
例：グループに加入するホストの静的な設定, （155 ページ）

IGMP 即時脱退のイネーブル化
IGMP 即時脱退をイネーブルに設定すると、スイッチはポート上で IGMP バージョン 2 の Leave
メッセージを検出した場合、ただちにそのポートを削除します。即時脱退機能は、VLAN の各ポー
トにレシーバが 1 つ存在する場合にだけ使用してください。

（注）

即時脱退機能をサポートするのは、IGMP バージョン 2 が稼働しているホストだけです。IGMP
バージョン 2 はスイッチのデフォルト バージョンです。
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手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ip igmp snooping vlan vlan-idimmediate-leave
4. end
5. show ip igmp snooping vlan vlan-id
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。パスワードを
入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

ip igmp snooping vlan
vlan-idimmediate-leave

（注）

例：
Switch(config)# ip igmp snooping vlan
21 immediate-leave

ステップ 4

VLAN インターフェイス上で、IGMP 即時脱退をイネー
ブルにします。
VLAN 上で IGMP 即時脱退をディセーブルに
するには、 no ip igmp snooping vlan
vlan-idimmediate-leave グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 5

show ip igmp snooping vlan vlan-id

VLAN インターフェイス上で即時脱退がイネーブルに
なっていることを確認します。

例：
Switch# show ip igmp snooping vlan 21
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ステップ 6

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：
Switch(config)# end

関連トピック
即時脱退, （111 ページ）
例：IGMP 即時脱退のイネーブル化, （156 ページ）

IGMP 脱退タイマーの設定
脱退時間はグローバルまたは VLAN 単位で設定できます。IGMP 脱退タイマーの設定をイネーブ
ルにするには、次の手順を実行します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ip igmp snooping last-member-query-interval time
4. ip igmp snooping vlan vlan-idlast-member-query-interval time
5. end
6. show ip igmp snooping
7. 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。パスワードを入力
します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# 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

ip igmp snooping
last-member-query-interval time

IGMP 脱退タイマーをグローバルに設定します。指定できる
範囲は 100 ～ 32767 ミリ秒です。
デフォルトの脱退時間は 1000 ミリ秒です。

例：
Switch(config)# ip igmp snooping
last-member-query-interval 1000

ステップ 4

（注）

ip igmp snooping vlan
（任意）VLAN インターフェイス上で IGMP 脱退時間を設定
vlan-idlast-member-query-interval time します。有効値は 100 ～ 32767 ミリ秒です。
（注）

例：

Switch(config)# ip igmp snooping vlan （注）
210 last-member-query-interval 1000

ステップ 5

IGMP 脱退タイマーをグローバルにリセットしてデ
フォルト設定に戻すには、 no ip igmp snooping
last-member-query-interval グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。

VLAN 上に脱退時間を設定すると、グローバルに
設定された内容は上書きされます。
特定の VLAN から IGMP 脱退タイマーの設定を削
除するには、no ip igmp snooping vlan
vlan-idlast-member-query-interval グローバル コン
フィギュレーション コマンドを使用します。

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 6

show ip igmp snooping

（任意）設定された IGMP 脱退時間を表示します。

例：
Switch# show ip igmp snooping

ステップ 7

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存しま
す。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

関連トピック
IGMP 設定可能脱退タイマー, （112 ページ）
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TCN 関連コマンドの設定
TCN イベント後のマルチキャスト フラッディング時間の制御
トポロジ変更通知（TCN）イベント後にフラッディングするマルチキャスト データのトラフィッ
クに対し、一般クエリー数を設定できます。TCN フラッド クエリ カウントを 1 に設定した場合
は、1 つの一般クエリーを受信した後にフラッディングが停止します。カウントを 7 に設定した
場合、一般クエリーを 7 つ受信するまでフラッディングが続きます。グループは、TCN イベント
中に受信した一般的クエリーに基づいて学習されます。
クライアント ロケーションが変更され、ブロックされていた後に現在は転送中の受信者が同じ
ポートに存在する場合や、ポートが脱退メッセージを送信せずにダウンした場合などに TCNイベ
ントが発生します。
TCN フラッド クエリー カウントを設定するには、次の手順を実行します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ip igmp snooping tcn flood query count count
4. end
5. show ip igmp snooping
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。パスワードを
入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グ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：
Switch# configure terminal

ステップ 3

ip igmp snooping tcn flood query count
count

マルチキャスト トラフィックがフラッディングする IGMP
の一般クエリー数を指定します。

例：

指定できる範囲は 1 ～ 10 です。デフォルトのフラッディ
ング クエリー カウントは 2 です。

Switch(config)# ip igmp snooping tcn
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コマンドまたはアクション
flood query count 3

ステップ 4

目的
（注）

デフォルトのフラッディング クエリー カウント
に戻すには、no ip igmp snooping tcn flood query
count グローバル コンフィギュレーション コマ
ンドを使用します。

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 5

show ip igmp snooping

TCN の設定を確認します。

例：
Switch# show ip igmp snooping

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存
します。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

フラッディング モードからの回復
トポロジの変更が発生した場合、スパニングツリーのルートは特別な IGMP Leave メッセージ（グ
ローバル Leave メッセージ）をグループ マルチキャスト アドレス 0.0.0.0. に送信します。ただし、
スパニングツリーのルートであるかどうかにかかわらず、グローバルな Leave メッセージを送信
するようにスイッチを設定できます。ルータはこの特別な Leave メッセージを受信した場合、即
座に一般クエリーを送信して、TCN中のフラッディング モードからできるだけ早く回復するよう
にします。スイッチがスパニングツリーのルートであれば、このコンフィギュレーションに関係
なく、Leave メッセージが常に送信されます。
Leave メッセージを送信できるようにするには、次の手順を実行します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ip igmp snooping tcn query solicit
4. end
5. show ip igmp snooping
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。パスワードを入
力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

ip igmp snooping tcn query solicit
例：
Switch(config)# ip igmp snooping tcn
query solicit

ステップ 4

end

TCN イベント中に発生したフラッド モードから回復する
プロセスの速度を上げるために、IGMP Leave メッセージ
（グローバル脱退）を送信します。デフォルトでは、クエ
リー送信要求はディセーブルに設定されています。
（注）

デフォルトのクエリー送信要求に戻すには、 no
ip igmp snooping tcn query solicit グローバル コン
フィギュレーション コマンドを使用します。

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# end

ステップ 5

show ip igmp snooping

TCN の設定を確認します。

例：
Switch# show ip igmp snooping

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存し
ます。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

TCN イベント中のマルチキャスト フラッディングのディセーブル化
スイッチは TCN を受信すると、一般クエリーを 2 つ受信するまで、すべてのポートに対してマル
チキャストトラフィックをフラッディングします。異なるマルチキャストグループのホストに接
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続しているポートが複数ある場合、リンク範囲を超えてスイッチによるフラッディングが行われ、
パケット損失が発生する可能性があります。TCN フラッディングを制御するには、次の手順を実
行します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. interface interface-id
4. no ip igmp snooping tcn flood
5. end
6. show ip igmp snooping
7. 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。パスワードを入
力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id

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

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

ステップ 4

no ip igmp snooping tcn flood
例：
Switch(config-if)# no ip igmp
snooping tcn flood

スパニングツリーの TCN イベント中に発生するマルチキャ
スト トラフィックのフラッディングをディセーブルにしま
す。
デフォルトでは、インターフェイス上のマルチキャスト フ
ラッディングはイネーブルです。
（注）

インターフェイス上でマルチキャストフラッディ
ングを再度イネーブルにするには、 ip igmp
snooping tcn flood インターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。
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ステップ 5

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：
Switch(config)# end

ステップ 6

show ip igmp snooping

TCN の設定を確認します。

例：
Switch# show ip igmp snooping

ステップ 7

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存し
ます。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

IGMP スヌーピング クエリアの設定
特定の VLAN で IGMP スヌーピング クエリア機能をイネーブルにするには、次の手順を実行しま
す。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ip igmp snooping querier
4. ip igmp snooping querier address ip_address
5. ip igmp snooping querier query-interval interval-count
6. ip igmp snooping querier tcn query [count count | interval interval]
7. ip igmp snooping querier timer expiry timeout
8. ip igmp snooping querier version version
9. end
10. show ip igmp snooping vlan vlan-id
11. 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。パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

ip igmp snooping querier

IGMP スヌーピング クエリアをイネーブルにします。

例：
Switch(config)# ip igmp snooping querier

ステップ 4

ip igmp snooping querier address ip_address （任意）IGMP スヌーピング クエリアの IP アドレスを
指定します。IP アドレスを指定しない場合、クエリア
例：
は IGMP クエリアに設定されたグローバル IP アドレス
Switch(config)# ip igmp snooping querier を使用します。
address 172.16.24.1

ステップ 5

ip igmp snooping querier query-interval
interval-count

（注）

IGMP スヌーピング クエリアはスイッチ上で
IP アドレスを検出できない場合、IGMP 一般
クエリーを生成しません。

（任意）IGMP クエリアの間隔を設定します。指定でき
る範囲は 1 ～ 18000 秒です。

例：
Switch(config)# ip igmp snooping querier
query-interval 30

ステップ 6

ip igmp snooping querier tcn query [count
count | interval interval]

（任意）トポロジ変更通知（TCN）クエリーの間隔を設
定します。指定できる count の範囲は 1 ～ 10 です。指
定できる interval の範囲は 1 ～ 255 秒です。

例：
Switch(config)# ip igmp snooping querier
tcn query interval 20
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コマンドまたはアクション
ステップ 7

目的

ip igmp snooping querier timer expiry timeout （任意）IGMP クエリアが期限切れになる時間を設定し
ます。指定できる範囲は 60 ～ 300 秒です。
例：
Switch(config)# ip igmp snooping querier
timer expiry 180

ステップ 8

ip igmp snooping querier version version

（任意）クエリア機能が使用する IGMP バージョン番号
を選択します。選択できる番号は 1 または 2 です。

例：
Switch(config)# ip igmp snooping querier
version 2

ステップ 9

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 10

show ip igmp snooping vlan vlan-id
例：
Switch# show ip igmp snooping vlan 30

ステップ 11

copy running-config startup-config

（任意）VLAN インターフェイス上で IGMP スヌーピン
グ クエリアがイネーブルになっていることを確認しま
す。指定できる VLAN ID の範囲は 1 ～ 1001 および 1006
～ 4094 です。
（任意）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：
Switch# copy running-config
startup-config

関連トピック
IGMP スヌーピング, （107 ページ）
IGMP スヌーピングの前提条件, （106 ページ）
例：IGMP スヌーピング クエリアの送信元アドレスの設定, （156 ページ）
例：IGMP スヌーピング クエリアの最大応答時間の設定, （156 ページ）
例：IGMP スヌーピング クエリア タイムアウトの設定, （156 ページ）
例：IGMP スヌーピング クエリア機能の設定, （157 ページ）
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IGMP レポート抑制のディセーブル化
IGMP レポート抑制をディセーブルにするには、次の手順を実行します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. no ip igmp snooping report-suppression
4. end
5. show ip igmp snooping
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。パスワードを入力
します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

no ip igmp snooping
report-suppression
例：

IGMP レポート抑制はデフォルトでイネーブルです。

Switch(config)# no ip igmp snooping
report-suppression

ステップ 4

IGMP レポート抑制をディセーブルにします。IGMP レポート
抑制がディセーブルの場合、すべての IGMP レポートがマル
チキャスト ルータに転送されます。

IGMP レポート抑制がイネーブルの場合、スイッチはマルチ
キャスト ルータ クエリーごとに IGMP レポートを 1 つだけ転
送します。
（注）
IGMP レポート抑制を再びイネーブルにするには、
ip igmp snooping report-suppression グローバル コン
フィギュレーション コマンドを使用します。
特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

show ip igmp snooping

IGMP レポート抑制がディセーブルになっていることを確認し
ます。

例：
Switch# show ip igmp snooping

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存しま
す。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

関連トピック
IGMP レポート抑制, （112 ページ）

MVR グローバル パラメータの設定
デフォルト値を使用する場合は、オプションの MVR パラメータを設定する必要はありません。
デフォルトのパラメータを変更する場合には（MVR VLAN 以外）、最初に MVR をイネーブルに
する必要があります。

（注）

ここで使用するコマンドの構文および使用方法の詳細については、このリリースに対応するコ
マンド リファレンスを参照してください。
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手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. mvr
4. mvr group ip-address [count]
5. mvrquerytime value
6. mvrvlan vlan-id
7. mvr mode {dynamic | compatible}
8. end
9. 次のいずれかを使用します。
• show mvr
• show mvr members
10. 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。パスワードを入力しま
す（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

スイッチ上で MVR をイネーブルにします。

mvr
例：
Switch (config)# mvr

ステップ 4

mvr group ip-address [count]
例：
Switch(config)# mvr group
228.1.23.4

スイッチ上で IP マルチキャスト アドレスを設定するか、または
count パラメータを使用して（count の範囲は 1 ～ 256 で、デフォル
トは 1）連続する MVR グループ アドレスを設定します。このアド
レスに送信されるすべてのマルチキャスト データは、スイッチ上
の送信元ポートおよびこのマルチキャスト アドレス上のデータを
受信するよう選択されたすべての受信ポートに送信されます。マ
ルチキャスト アドレスとテレビ チャネルは 1 対 1 の対応です。
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

ステップ 5

mvrquerytime value
例：
Switch(config)# mvr querytime
10

ステップ 6

mvrvlan vlan-id
例：
Switch(config)# mvr vlan 22

ステップ 7

スイッチをデフォルトの設定に戻すには、no mvr [mode
| group ip-address | querytime | vlan] グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。

（任意）マルチキャスト グループ メンバーシップからポートを削
除する前に、受信ポート上で IGMP レポート メンバーシップを待
機する最大時間を定義します。この値は 10 分の 1 秒単位で設定し
ます。範囲は 1 ～ 100、デフォルトは 10 分の 5 秒、つまり 0.5 秒
です。
（任意）マルチキャスト データを受信する VLAN を指定します。
すべての送信元ポートはこの VLAN に属する必要があります。
VLAN の範囲は 1 ～ 1001 および 1006 ～ 4094 です。デフォルトは
VLAN 1 です。

mvr mode {dynamic | compatible} （任意）次の MVR の動作モードを指定します。
例：
Switch(config)# mvr mode
dynamic

• dynamic：送信元ポートでダイナミック MVR メンバーシップ
を使用できます。
• compatible：Catalyst 3500 XL および Catalyst 2900 XL スイッチ
との互換性が得られます。送信元ポートでのダイナミック
IGMP Join はサポートされません。
デフォルトは compatible モードです。
（注）

ステップ 8

スイッチをデフォルトの設定に戻すには、no mvr [mode
| group ip-address | querytime | vlan] グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 9

次のいずれかを使用します。

設定を確認します。

• show mvr
• show mvr members

例：
Switch# show mvr
OR
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コマンドまたはアクション

目的

Switch# show mvr members

ステップ 10

copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
例：
Switch# copy running-config
startup-config

MVR インターフェイスの設定
レイヤ 2 MVR インターフェイスを設定するには、次の手順を実行します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. mvr
4. interface interface-id
5. mvr type {source | receiver}
6. mvr vlan vlan-idgroup [ip-address]
7. mvr immediate
8. end
9. 次のいずれかを使用します。
• show mvr
• show mvr interface
• show mvr members
10. 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。パスワードを入力しま
す（要求された場合）。

例：
Switch> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

mvr

スイッチ上で MVR をイネーブルにします。

例：
Switch (config)# mvr

ステップ 4

interface interface-id

設定するレイヤ 2 ポートを指定し、インターフェイス コンフィギュ
レーション モードを開始します。

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/2

ステップ 5

mvr type {source | receiver}
例：
Switch(config-if)# mvr type
receiver

MVR ポートを次のいずれかに設定します。
• source：マルチキャスト データを送受信するアップリンク
ポートを送信元ポートとして設定します。加入者が送信元ポー
トに直接接続することはできません。スイッチ上の送信元ポー
トはいずれも、1 つのマルチキャスト VLAN に属する必要が
あります。
• receiver：加入者ポートであり、マルチキャスト データを受
信するだけの場合、レシーバ ポートとしてポートを設定しま
す。受信ポートは、スタティックな設定、または IGMP Leave
および Join メッセージによってマルチキャスト グループのメ
ンバーになるまでは、データを受信しません。受信ポートを
マルチキャスト VLAN に所属させることはできません。
デフォルトでは、非 MVR ポートとして設定されます。非 MVR
ポートに MVR 特性を設定しようとしても、エラーになります。
（注）

ステップ 6

mvr vlan vlan-idgroup [ip-address]
例：
Switch(config-if)# mvr vlan 22
group

インターフェイスをデフォルトの設定に戻すには、no
mvr [type | immediate | vlan vlan-id | group] インターフェ
イス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

（任意）マルチキャスト VLAN および IP マルチキャスト アドレ
スに送信されたマルチキャスト トラフィックを受信するポートを
静的に設定します。グループ メンバとして静的に設定されたポー
トは、静的に削除されない限り、グループ メンバのままです。
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

228.1.23.4

（注）

mvr immediate

（任意）ポート上で MVR の即時脱退機能をイネーブルにします。

互換モードでは、このコマンドが適用されるのはレシー
バ ポートだけです。ダイナミック モードでは、レシー
バ ポートおよび送信元ポートに適用されます。
レシーバ ポートは、IGMP Join および Leave メッセージを使用する
ことによって、マルチキャスト グループに動的に加入することも
できます。

（注）

例：
Switch(config-if)# mvr immediate

ステップ 8

このコマンドが適用されるのは、受信ポートだけです。
また、イネーブルにするのは、単一の受信デバイスが接
続されている受信ポートに限定してください。

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 9

次のいずれかを使用します。

設定を確認します。

• show mvr
• show mvr interface
• show mvr members

例：
Switch# show mvr interface
Port
Type
Status
Immediate Leave
--------------------------Gi1/0/2 RECEIVER
ACTIVE/DOWN
ENABLED

ステップ 10

copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
例：
Switch# copy running-config
startup-config
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IGMP プロファイルの設定
IGMP プロファイルを作成するには、次の手順を実行します。
このタスクはオプションです。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ip igmp profile profile number
4. permit | deny
5. range ip multicast address
6. end
7. show ip igmp profile profile number
8. show running-config
9. 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。パスワードを入力します
（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

ip igmp profile profile number
例：
Switch(config)# ip igmp
profile 3

設定するプロファイルに番号を割り当て、IGMP プロファイル コン
フィギュレーション モードを開始します。指定できるプロファイル
番号の範囲は 1 ～ 4294967295 です。IGMP プロファイル コンフィ
ギュレーションモードでは、次のコマンドを使用することでプロファ
イルを作成できます。
• deny：一致するアドレスを拒否します。デフォルトで設定され
ています。
• exit：IGMP プロファイル コンフィギュレーション モードを終
了します。
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コマンドまたはアクション

目的
• no：コマンドを否定するか、または設定をデフォルトに戻しま
す。
• permit：一致するアドレスを許可するように指定します。
• range：プロファイルの IP アドレスの範囲を指定します。単一
の IP アドレス、または開始アドレスと終了アドレスで指定され
た IP アドレス範囲を入力できます。
デフォルトでは、スイッチには IGMP プロファイルが設定されてい
ません。
プロファイルを削除するには、no ip igmp profile profile
number グローバル コンフィギュレーション コマンドを使
用します。
（任意）IP マルチキャスト アドレスへのアクセスを許可または拒否
するアクションを設定します。アクションを設定しないと、プロファ
イルのデフォルト設定はアクセス拒否になります。
（注）

ステップ 4

permit | deny
例：
Switch(config-igmp-profile)#
permit

ステップ 5

range ip multicast address
例：
Switch(config-igmp-profile)#
range 229.9.9.0

アクセスを制御する IP マルチキャスト アドレスまたは IP マルチキャ
スト アドレスの範囲を入力します。範囲を入力する場合は、IP マル
チキャスト アドレスの下限値、スペースを 1 つ、IP マルチキャスト
アドレスの上限値を入力します。
range コマンドを複数回入力すると、複数のアドレスまたはアドレス
範囲を入力できます。
（注）

ステップ 6

IP マルチキャスト アドレスまたは IP マルチキャスト アド
レス範囲を削除するには、no range ip multicast address IGMP
プロファイル コンフィギュレーション コマンドを使用しま
す。

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 7

show ip igmp profile profile
number

プロファイルの設定を確認します。

例：
Switch# show ip igmp profile
3
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 9

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

関連トピック
IGMP フィルタリングおよびスロットリング, （117 ページ）
IGMP スヌーピングの制約事項, （106 ページ）

IGMP プロファイルの適用
IGMP プロファイルで定義されているとおりにアクセスを制御するには、プロファイルを該当す
るインターフェイスに適用する必要があります。IGMP プロファイルを適用できるのは、レイヤ
2 アクセス ポートだけです。ルーテッド ポートや SVI には適用できません。EtherChannel ポート
グループに所属するポートに、プロファイルを適用することはできません。1 つのプロファイル
を複数のインターフェイスに適用できますが、1 つのインターフェイスに適用できるプロファイ
ルは 1 つだけです。
スイッチ ポートに IGMP プロファイルを適用するには、次の手順を実行します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. interface interface-id
4. ip igmp filter profile number
5. end
6. show running-config
7. 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。パスワードを入
力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id
例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 4

ip igmp filter profile number
例：

インターフェイスに指定された IGMP プロファイルを適用
します。指定できる範囲は 1 ～ 4294967295 です。
（注）

Switch(config-if)# ip igmp filter
321

ステップ 5

物理インターフェイスを指定し、インターフェイス コン
フィギュレーション モードを開始します。インターフェイ
スは、EtherChannel ポート グループに所属していないレイ
ヤ 2 ポートでなければなりません。

インターフェイスからプロファイルを削除する
には、no ip igmp filter profile number インターフェ
イス コンフィギュレーション コマンドを使用し
ます。

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config-if)# end

ステップ 6

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 7

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存し
ます。

例：
Switch# copy running-config
startup-config
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関連トピック
IGMP フィルタリングおよびスロットリング, （117 ページ）
IGMP スヌーピングの制約事項, （106 ページ）

IGMP グループの最大数の設定
レイヤ 2 インターフェイスが加入できる IGMP グループの最大数を設定するには、次の手順を実
行します。

はじめる前に
この制限が適用されるのはレイヤ 2 ポートだけです。ルーテッド ポートや SVI には IGMP グルー
プの最大数を設定できません。このコマンドは、論理 EtherChannel インターフェイスでも使用で
きますが、EtherChannel ポート グループに属するポートでは使用できません。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. interface interface-id
4. ip igmp max-groups number
5. end
6. show running-config interface interface-id
7. 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。パスワードを入
力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id
例：
Switch(config)# interface

設定するインターフェイスを指定して、インターフェイス
コンフィギュレーションモードを開始します。インターフェ
イスは、EtherChannel ポート グループに所属しないレイヤ
2 ポート、または EtherChannel インターフェイスのいずれか
にできます。
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コマンドまたはアクション

目的

gigabitethernet1/0/2

ステップ 4

ip igmp max-groups number
例：

インターフェイスが加入できる IGMP グループの最大数を
設定します。指定できる範囲は 0 ～ 4294967294 です。デ
フォルトでは最大数は設定されません。

Switch(config-if)# ip igmp max-groups （注）
20

ステップ 5

グループの最大数に関する制限を削除し、デフォ
ルト設定（制限なし）に戻すには、no ip igmp
max-groups インターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 6

show running-config interface interface-id 入力を確認します。
例：
Switch# show running-config interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 7

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存し
ます。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

関連トピック
IGMP フィルタリングおよびスロットリング, （117 ページ）
IGMP スヌーピングの制約事項, （106 ページ）

IGMP スロットリング アクションの設定
レイヤ 2 インターフェイスが加入できる IGMP グループの最大数を設定した後、受信した IGMP
レポートの新しいグループで、既存のグループを上書きするようにインターフェイスを設定でき
ます。
転送テーブルに最大数のエントリが登録されているときにスロットリング アクションを設定する
には、次の手順を実行します。
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手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. interface interface-id
4. ip igmp max-groups action {deny | replace}
5. end
6. show running-config interface interface-id
7. 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。パスワードを入力します
（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id
例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet 1/0/1

ステップ 4

設定する物理インターフェイスを指定し、インターフェイス コンフィ
ギュレーション モードを開始します。インターフェイスは、
EtherChannel ポート グループに所属しないレイヤ 2 ポート、または
EtherChannel インターフェイスのいずれかにできます。トランク ポー
トをインターフェイスにすることはできません。

ip igmp max-groups action {deny インターフェイスが IGMP レポートを受信したときに、転送テーブル
| replace}
に最大数のエントリが登録されている場合は、次のいずれかのアク
ションをインターフェイスに指定します。
例：
Switch(config-if)# ip igmp
max-groups action replace

• deny：レポートを破棄します。このスロットリング アクション
を設定すると、すでに転送テーブルに登録されていたエントリ
は、削除されることはありませんが期限切れになります。エント
リが期限切れになり、最大数のエントリが転送テーブルに登録さ
れていると、スイッチは、インターフェイスで受信した次のIGMP
レポートを廃棄します。
• replace：既存のグループを、IGMP レポートを受信した新しいグ
ループで上書きします。このスロットリング アクションを設定
すると、すでに転送テーブルに登録されていたエントリは削除さ
れます。転送テーブルのエントリが最大数まで達したら、スイッ
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コマンドまたはアクション

目的
チはランダムに選択したエントリを受信した IGMP レポートで上
書きします。
スイッチが転送テーブルのエントリを削除しないようにするには、イ
ンターフェイスにより転送テーブルにエントリが追加される前に、
IGMP スロットリング アクションを設定します。
（注）

ステップ 5

レポートの廃棄というデフォルトのアクションに戻すには、
no ip igmp max-groups action インターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 6

show running-config interface
interface-id

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config
interface gigabitethernet1/0/1

ステップ 7

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

関連トピック
IGMP フィルタリングおよびスロットリング, （117 ページ）
IGMP スヌーピングの制約事項, （106 ページ）
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IGMP スヌーピングおよび MVR のモニタリング
IGMP スヌーピング情報のモニタリング
ダイナミックに学習された、あるいはスタティックに設定されたルータ ポートおよび VLAN イン
ターフェイスの IGMP スヌーピング情報を表示できます。また、IGMP スヌーピング用に設定さ
れた VLAN の IP アドレス マルチキャスト エントリを表示することもできます。
表 18：IGMP スヌーピング情報を表示するためのコマンド

コマンド

目的

show ip igmp snooping [vlan vlan-id
[detail] ]

スイッチ上のすべての VLAN または特定の VLAN のス
ヌーピング設定情報を表示します。
（任意）個々の VLAN に関する情報を表示するには、
vlan vlan-id を入力します。指定できる VLAN ID の範囲
は 1 ～ 1001 および 1006 ～ 4094 です。

show ip igmp snooping groups [count
|dynamic [count] | user [count]]

スイッチまたは特定のパラメータに関して、マルチキャ
スト テーブル情報を表示します。
• count：実エントリの代わりに、指定のコマンド オ
プションのエントリ総数を表示します。
• dynamic：IGMP スヌーピングによって学習された
エントリを表示します。
• user：ユーザによって設定されたマルチキャスト
エントリだけを表示します。
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コマンド

目的

show ip igmp snooping groups vlan
vlan-id [ip_address | count | dynamic
[count] | user[count]]

マルチキャスト VLAN またはその VLAN の特定のパラ
メータについて、マルチキャスト テーブル情報を表示
します。
• vlan-id：VLAN ID の範囲は 1 ～ 1001 および 1006
～ 4094 です。
• count：実エントリの代わりに、指定のコマンド オ
プションのエントリ総数を表示します。
• dynamic：IGMP スヌーピングによって学習された
エントリを表示します。
• ip_address：指定したグループ IP アドレスのマルチ
キャスト グループの特性を表示します。
• user：ユーザによって設定されたマルチキャスト
エントリだけを表示します。

show ip igmp snooping mrouter [vlan
vlan-id]

ダイナミックに学習され、手動で設定されたマルチキャ
スト ルータ インターフェイスの情報を表示します。
IGMP スヌーピングをイネーブルにすると、
スイッチはマルチキャスト ルータの接続先イ
ンターフェイスを自動的に学習します。これ
らのインターフェイスは動的に学習されます。
（任意）特定の VLAN に関する情報を表示するには、
vlan vlan-id を入力します。
（注）

show ip igmp snooping querier [vlan
vlan-id] detail

IP アドレスおよび VLAN で受信した最新の IGMP クエ
リー メッセージの受信ポートに関する情報、VLAN の
IGMP スヌーピング クエリアの設定および動作ステート
に関する情報を表示します。

MVR のモニタリング
スイッチまたは指定されたインターフェイスの MVR をモニタするには、次の MVR 情報を表示し
ます。
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表 19：MVR 情報を表示するためのコマンド

コマンド

目的

show mvr

スイッチの MVR ステータスおよび値を表示します。これ
は、MVR のイネーブルまたはディセーブルの判別、マルチ
キャスト VLAN、マルチキャスト グループの最大数（256）
および現在の数（0 ～ 256）、クエリーの応答時間、および
MVR モードです。

show mvrinterface [interface-id]
[members [vlan vlan-id]]

すべての MVR インターフェイスおよびその MVR 設定を表
示します。
特定のインターフェイスを指定すると、次の情報が表示さ
れます。
• Type：Receiver または Source
• Status：次のいずれか
◦ ACTIVE は、ポートが VLAN に含まれていること
を意味します。
◦ UP/DOWN は、ポートが転送中または転送中では
ないことを示します。
◦ INACTIVE は、ポートが VLAN に含まれていない
ことを意味します。
• Immediate Leave：Enabled または Disabled
members キーワードを入力すると、そのポート上のすべて
のマルチキャスト グループ メンバが表示されます。VLAN
ID を入力した場合は、VLAN 上のすべてのマルチキャスト
グループ メンバが表示されます。指定できる VLAN ID の
範囲は 1 ～ 1001 および 1006 ～ 4094 です。

show mvr members [ip-address]

すべての IP マルチキャスト グループまたは指定した IP マ
ルチキャスト グループ IP アドレスに含まれているレシーバ
ポートおよび送信元ポートがすべて表示されます。

IGMP フィルタリングおよび IGMP スロットリングの設定のモニタリング
IGMP プロファイルの特性を表示したり、スイッチ上のすべてのインターフェイスまたは指定さ
れたインターフェイスの IGMP プロファイルや最大グループ設定を表示したりできます。また、
スイッチ上のすべてのインターフェイスまたは指定したインターフェイスに関する IGMP スロッ
トリング設定を表示することもできます。
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表 20：IGMP フィルタリングおよび IGMP スロットリング設定を表示するためのコマンド

コマンド

目的

show ip igmp profile [profile number]

特定の IGMP プロファイルまたはスイッチ
上で定義されているすべての IGMP プロ
ファイルを表示します。

show running-config [interface interface-id]

インターフェイスが所属できる IGMP グ
ループの最大数（設定されている場合）
や、インターフェイスに適用される IGMP
プロファイルを含む、特定のインターフェ
イスまたはスイッチ上のすべてのインター
フェイスの設定を表示します。

IGMP スヌーピングおよび MVR の設定例
例：CGMP パケットを使用した IGMP スヌーピングの設定
次に、CGMP パケットを学習方式として使用するように IGMP スヌーピングを設定する例を示し
ます。
Switch# configure terminal
Switch(config)# ip igmp snooping vlan 1 mrouter learn cgmp
Switch(config)# end

例：マルチキャスト ルータへの静的な接続のイネーブル化
次に、マルチキャスト ルータへの静的な接続をイネーブルにする例を示します。
Switch configure terminal
Switch ip igmp snooping vlan 200 mrouter interface gigabitethernet1/0/2
Switch end

関連トピック
マルチキャスト ルータ ポートの設定, （123 ページ）

例：グループに加入するホストの静的な設定
次に、ポート上のホストを静的に設定する例を示します。
Switch#
Switch#
Switch#

configure terminal
ip igmp snooping vlan 105 static 224.2.4.12 interface gigabitethernet1/0/1
end

関連トピック
グループに加入するホストの静的な設定, （125 ページ）
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マルチキャスト グループへの加入, （109 ページ）

例：IGMP 即時脱退のイネーブル化
次に、VLAN 130 上で IGMP 即時脱退をイネーブルにする例を示します。
Switch# configure terminal
Switch(config)# ip igmp snooping vlan 130 immediate-leave
Switch(config)# end

関連トピック
IGMP 即時脱退のイネーブル化, （126 ページ）
即時脱退, （111 ページ）

例：IGMP スヌーピング クエリアの送信元アドレスの設定
次に、IGMP スヌーピング クエリアの送信元アドレスを 10.0.0.64 に設定する例を示します。
Switch# configure terminal
Switch(config)# ip igmp snooping querier 10.0.0.64
Switch(config)# end

関連トピック
IGMP スヌーピング クエリアの設定, （134 ページ）
IGMP スヌーピング, （107 ページ）

例：IGMP スヌーピング クエリアの最大応答時間の設定
次の例では、IGMP スヌーピング クエリアの最大応答時間を 25 秒に設定する方法を示します。
Switch# configure terminal
Switch(config)# ip igmp snooping querier query-interval 25
Switch(config)# end

関連トピック
IGMP スヌーピング クエリアの設定, （134 ページ）
IGMP スヌーピング, （107 ページ）

例：IGMP スヌーピング クエリア タイムアウトの設定
次の例では、IGMP スヌーピング クエリアのタイムアウトを 60 秒に設定する方法を示します。
Switch# configure terminal
Switch(config)# ip igmp snooping querier timeout expiry 60
Switch(config)# end

関連トピック
IGMP スヌーピング クエリアの設定, （134 ページ）
IGMP スヌーピング, （107 ページ）
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例：IGMP スヌーピング クエリア機能の設定
次に、IGMP スヌーピング クエリア機能をバージョン 2 に設定する例を示します。
Switch# configure terminal
Switch(config)# no ip igmp snooping querier version 2
Switch(config)# end

関連トピック
IGMP スヌーピング クエリアの設定, （134 ページ）
IGMP スヌーピング, （107 ページ）

例：IGMP プロファイルの設定
次に、単一の IP マルチキャスト アドレスへのアクセスを許可する IGMP プロファイル 4 を作成し
て、設定を確認する例を示します。アクションが拒否（デフォルト）である場合は、show ip igmp
profile の出力には表示されません。
Switch(config)# ip igmp profile 4
Switch(config-igmp-profile)# permit
Switch(config-igmp-profile)# range 229.9.9.0
Switch(config-igmp-profile)# end
Switch# show ip igmp profile 4
IGMP Profile 4
permit
range 229.9.9.0 229.9.9.0

例：IGMP プロファイルの適用
次に、ポートに IGMP プロファイル 4 を適用する例を示します。
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config-if)# ip igmp filter 4
Switch(config-if)# end

例：IGMP グループの最大数の設定
次の例では、ポートが加入できる IGMP グループ数を 25 に制限する方法を示します。
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config-if)# ip igmp max-groups 25
Switch(config-if)# end

例：MVR グローバル パラメータの設定
次に、MVR をイネーブルにして、MVR グループ アドレスを設定し、クエリー タイムを 1 秒（10
分の 10 秒）に設定し、MVR マルチキャスト VLAN を VLAN 22 として指定し、MVR モードをダ
イナミックに設定する例を示します。
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config)#

mvr
mvr
mvr
mvr
mvr

group 228.1.23.4
querytime 10
vlan 22
mode dynamic
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Switch(config)# end

例：MVR インターフェイスの設定
次に、ポートをレシーバ ポートとして設定し、マルチキャスト グループ アドレスに送信された
マルチキャスト トラフィックを受信するようにポートを静的に設定し、ポートに即時脱退機能を
設定し、結果を確認する例を示します。
Switch(config)# mvr
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config-if)# mvr type receiver
Switch(config-if)# mvr vlan 22 group 228.1.23.4
Switch(config-if)# mvr immediate
Switch(config)# end
Switch# show mvr interface
Port Type Status Immediate Leave
---- ---- ------- --------------Gi1/0/2 RECEIVER ACTIVE/DOWN ENABLED

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

この章で使用するコマンドの完全な構文および 『IGMP Snooping and MVR Configuration
Guide,Cisco IOS Release 15.2(2)E（Catalyst 2960-X
使用方法の詳細。
Switch）』
Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Commands List, All Releases』

標準および RFC
標準/RFC

タイトル

RFC 1112

『Host Extensions for IP Multicasting』

RFC 2236

『Internet Group Management Protocol, Version 2』
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MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探して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

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

IGMP スヌーピングの機能履歴と情報
リリース

変更内容

Cisco IOS Release 15.0(2)EXCisco IOS Release 15.2(5)E

この機能が導入されました。
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章

MLD スヌーピングの設定
このモジュールには、MLD スヌーピングの設定の詳細が含まれています。
• 機能情報の確認, 161 ページ
• IPv6 MLD スヌーピングの設定に関する情報, 161 ページ
• IPv6 MLD スヌーピングの設定方法, 166 ページ
• MLD スヌーピング情報の表示, 175 ページ
• MLD スヌーピングの設定例, 176 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表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シスコ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 からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

IPv6 MLD スヌーピングの設定に関する情報
スイッチ上で Multicast Listener Discovery（MLD）スヌーピングを使用して、スイッチド ネット
ワーク内のクライアントおよびルータに IP Version 6（IPv6）マルチキャスト データを効率的に配
信することができます。
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MLD スヌーピングの概要
IP Version 4（IPv4）では、レイヤ 2 スイッチはインターネット グループ管理プロトコル（IGMP）
スヌーピングを使用して、動的にレイヤ 2 インターフェイスを設定することにより、マルチキャ
スト トラフィックのフラッディングを抑制します。そのため、マルチキャスト トラフィックは IP
マルチキャスト デバイスに対応付けられたインターフェイスにだけ転送されます。IPv6 では、
MLD スヌーピングが同様の機能を実行します。MLD スヌーピングを使用すると、IPv6 マルチキャ
スト データは VLAN（仮想 LAN）内のすべてのポートにフラッディングされるのではなく、デー
タを受信するポートのリストに選択的に転送されます。このリストは、IPv6 マルチキャスト制御
パケットをスヌーピングすることにより構築されます。
MLD は IPv6 マルチキャスト ルータで使用されるプロトコルで、ルータに直接接続されたリンク
上のマルチキャスト リスナー（IPv6 マルチキャスト パケットを受信するノード）の存在、および
隣接ノードを対象とするマルチキャスト パケットを検出します。MLD は IGMP から派生してい
ます。MLD バージョン 1（MLDv1）は IGMPv2 と、MLD バージョン 2（MLDv2）は IGMPv3 と
それぞれ同等です。MLD は Internet Control Message Protocol バージョン 6（ICMPv6）のサブプロ
トコルです。MLD メッセージは ICMPv6 メッセージのサブセットで、IPv6 パケット内で先頭の
Next Header 値 58 により識別されます。
スイッチは、次の 2 つのバージョンの MLD スヌーピングをサポートします。
• MLDv1 スヌーピング：MLDv1 制御パケットを検出し、IPv6 宛先マルチキャスト アドレスに
基づいてトラフィックのブリッジングを設定します。
• MLDv2 基本スヌーピング（MBSS）：MLDv2 制御パケットを使用して、IPv6 宛先マルチキャ
スト アドレスに基づいてトラフィックの転送を設定します。
スイッチは MLDv1 プロトコル パケットと MLDv2 プロトコル パケットの両方でスヌーピングで
き、IPv6 宛先マルチキャスト アドレスに基づいて IPv6 マルチキャスト データをブリッジングし
ます。

（注）

スイッチは、IPv6 送信元および宛先マルチキャスト アドレスベースの転送を設定する MLDv2
拡張スヌーピングをサポートしません。
MLD スヌーピングは、グローバルまたは VLAN 単位でイネーブルまたはディセーブルに設定で
きます。MLD スヌーピングがイネーブルの場合、VLAN 単位の IPv6 マルチキャスト アドレス
テーブルはソフトウェアおよびハードウェアで構築されます。その後、スイッチはハードウェア
で IPv6 マルチキャストアドレスに基づくブリッジングを実行します。

MLD メッセージ
MLDv1 は、次の 3 種類のメッセージをサポートします。
• Listener Query：IGMPv2 クエリーと同等で、General Query または Mulicast-Address-Specific
Query（MASQ）のいずれかになります。
• Multicast Listener Report：IGMPv2 レポートと同等です。
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• Multicast Listener Done メッセージ：IGMPv2 Leave メッセージと同等です。
MLDv2 では、MLDv1 レポートおよび Done メッセージに加えて、MLDv2 クエリーおよび MLDv2
レポートもサポートします。
メッセージの送受信の結果生じるメッセージ タイマーおよびステート移行は、IGMPv2 メッセー
ジの場合と同じです。リンクに対してローカルで有効な IPv6 送信元アドレスを持たない MLD メッ
セージは、MLD ルータおよび MLD スイッチで無視されます。

MLD クエリー
スイッチは MLD クエリーを送信し、IPv6 マルチキャスト アドレス データベースを構築し、MLD
グループ固有クエリー、MLD グループおよび送信元固有クエリーを生成して、MLD Done メッ
セージに応答します。また、スイッチはレポート抑制、レポート プロキシング、即時脱退機能、
およびスタティックな IPv6 マルチキャスト グループ アドレス設定もサポートします。
MLD スヌーピングがディセーブルの場合、すべての MLD クエリーが入力 VLAN でフラッディン
グされます。
MLD スヌーピングがイネーブルの場合、受信された MLD クエリーが入力 VLAN でフラッディン
グされ、クエリーのコピーは CPU に送信され、処理されます。MLD スヌーピングでは、受信さ
れたクエリーから IPv6 マルチキャスト アドレス データベースを構築します。MLD スヌーピング
は、マルチキャストルータポートを検出して、タイマーを維持し、レポート応答時間を設定しま
す。また、VLAN のクエリア IP 送信元アドレス、VLAN 内のクエリア ポートを学習して、マルチ
キャストアドレス エージングを維持します。

（注）

IPv6 マルチキャスト ルータが Catalyst 6500 スイッチであり、拡張 VLAN（範囲 1006 ～ 4094）
を使用する場合、Catalyst 2960、2960-S、2960-C、2960-X、または 2960-CX スイッチが VLAN
上でクエリーを受信できるようにするため、IPv6 MLD スヌーピングを Catalyst 6500 スイッチ
の拡張 VLAN でイネーブルにする必要があります。標準範囲 VLAN（1 ～ 1005）の場合、IPv6
MLD スヌーピングを Catalyst 6500 スイッチの VLAN でイネーブルにする必要はありません。
グループが MLD スヌーピング データベースに存在する場合、スイッチは MLDv1 レポートを送信
して、グループ固有のクエリーに応答します。このグループが不明の場合、グループ固有のクエ
リーは入力 VLAN にフラッディングされます。
ホストがマルチキャスト グループから脱退する場合、MLD Done メッセージ（IGMP Leave メッ
セージと同等）を送信できます。スイッチが MLDv1 Done メッセージを受信した際に、即時脱退
がイネーブルでなければ、スイッチは メッセージを受信したポートに MASQ を送信して、ポート
に接続する他のデバイスがマルチキャスト グループに残る必要があるかどうか判別します。

マルチキャスト クライアント エージングの堅牢性
クエリー数に基づいて、アドレスからのポート メンバーシップの削除を設定できます。1 つのア
ドレスに対するメンバーシップからポートが削除されるのは、設定された数のクエリーに関して
ポート上のアドレスに対するレポートがない場合のみです。デフォルトの回数は 2 回です。
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マルチキャスト ルータ検出
IGMP スヌーピングと同様に、MLD スヌーピングでは次の特性を持つマルチキャスト ルータ検出
を行います。
• ユーザにより設定されたポートには、期限切れがありません。
• ダイナミックなポート学習は、MLDv1 スヌーピング クエリーおよび IPv6 PIMv2 パケットに
より行われます。
• 複数のルータが同じレイヤ 2 インターフェイス上にある場合、MLD スヌーピングではポート
上の単一のマルチキャスト ルータ（直前にルータ制御パケットを送信したルータ）を追跡し
ます。
• マルチキャスト ルータ ポートのダイナミックなエージングは、デフォルト タイマーの 5 分
に基づきます。ポート上で制御パケットが 5 分間受信されない場合、マルチキャスト ルータ
はルータのポート リストから削除されます。
• IPv6 マルチキャスト ルータ検出が実行されるのは、MLD スヌーピングがスイッチでイネー
ブルの場合のみです。
• 受信された IPv6 マルチキャスト ルータ制御パケットは、スイッチで MLD スヌーピングがイ
ネーブルかどうかにかかわらず、常に入力 VLAN にフラッディングされます。
• 最初の IPv6 マルチキャスト ルータ ポートが検出された後は、不明の IPv6 マルチキャスト
データは、検出されたルータ ポートに対してのみ転送されます（それまでは、すべての IPv6
マルチキャスト データは入力 VLAN にフラッディングされます）。

MLD レポート
MLDv1 join メッセージは、本質的には IGMPv2 と同じように処理されます。IPv6 マルチキャスト
ルータが VLAN で検出されない場合は、レポートが処理されないか、またはスイッチから転送さ
れません。IPv6 マルチキャスト ルータが検出され、MLDv1 レポートが受信されると、IPv6 マル
チキャスト グループ アドレスが VLAN の MLD データベースに入力されます。その後、VLAN 内
のグループに対するすべての IPv6 マルチキャスト トラフィックが、このアドレスを使用して転送
されます。MLD スヌーピングがディセーブルの場合、レポートは入力 VLAN でフラッディング
されます。
MLD スヌーピングがイネーブルの場合は、MLD レポート抑制（リスナー メッセージ抑制）は自
動的にイネーブルになります。レポート抑制により、スイッチはグループで受信された最初の
MLDv1 レポートを IPv6 マルチキャスト ルータに転送します。グループのそれ以降のレポートは
ルータに送信されません。MLD スヌーピングがディセーブルの場合は、レポート抑制がディセー
ブルになり、すべての MLDv1 レポートは入力 VLAN にフラッディングされます。
スイッチは、MLDv1 プロキシ レポーティングもサポートします。MLDv1 MASQ が受信される
と、スイッチに他のポートのグループが存在する場合、およびクエリーを受信したポートとアド
レスの最後のメンバ ポートが異なる場合は、スイッチはクエリーを受信したアドレスに関する
MLDv1 レポートで応答します。
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MLD Done メッセージおよび即時脱退
即時脱退機能がイネーブルの場合にホストが MLDv1 Done メッセージ（IGMP Leave メッセージと
同等）を送信すると、Done メッセージを受信したポートはグループからただちに削除されます。
VLAN で即時脱退をイネーブルにする場合は（IGMP スヌーピングと同様に）、ポートに単一の
ホストが接続されている VLAN でのみこの機能を使用します。ポートがグループの最後のメンバ
である場合、グループも削除され、検出された IPv6 マルチキャスト ルータに脱退情報が転送され
ます。
VLAN で即時脱退がイネーブルでない場合に（1 つのポート上にグループのクライアントが複数
ある場合）、Done メッセージがポートで受信されると、このポートで MASQ が生成されます。
ユーザは、既存アドレスのポート メンバーシップが削除される時期を MASQ 数の観点から制御で
きます。アドレスに対するメンバーシップからポートが削除されるのは、設定された数のクエリー
に関してポート上のアドレスに対する MLDv1 レポートがない場合です。
生成される MASQ 数は、ipv6 mld snooping last-listener-query count グローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用して設定します。デフォルトの回数は 2 回です。
MASQ は、Done メッセージが送信された IPv6 マルチキャスト アドレスに送信されます。スイッ
チの最大応答時間内に MASQ で指定された IPv6 マルチキャスト アドレスにレポートが送信され
なければ、MASQ が送信されたポートは IPv6 マルチキャスト アドレス データベースから削除さ
れます。最大応答時間は、ipv6 mld snooping last-listener-query-interval グローバル コンフィギュ
レーションコマンドを使用して設定します。削除されたポートがマルチキャストアドレスの最後
のメンバである場合は、マルチキャスト アドレスも削除され、スイッチは検出されたマルチキャ
スト ルータすべてにアドレス脱退情報を送信します。

トポロジ変更通知処理
ipv6 mld snooping tcn query solicit グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、ト
ポロジ変更通知（TCN）送信請求をイネーブルにすると、MLDv1 スヌーピングでは、設定された
数の MLDv1 クエリーによりすべての IPv6 マルチキャスト トラフィックをフラッディングするよ
う VLAN を設定してから、選択されたポートにのみマルチキャスト データの送信を開始します。
この値は、ipv6 mld snooping tcn flood query count グローバル コンフィギュレーション コマンド
を使用して設定します。デフォルトでは、2 つのクエリーが送信されます。スイッチが VLAN 内
の STP ルートになる場合、またはスイッチがユーザにより設定された場合は、リンクに対して
ローカルで有効な IPv6 送信元アドレスを持つ MLDv1 グローバル Done メッセージも生成されま
す。これは IGMP スヌーピングの場合と同じです。
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IPv6 MLD スヌーピングの設定方法
MLD スヌーピングのデフォルト設定
表 21：MLD スヌーピングのデフォルト設定

機能

デフォルト設定

MLD スヌーピング（グローバル）

ディセーブル

MLD スヌーピング（VLAN 単位）

イネーブルVLAN MLD スヌーピングが実行されるために
は、MLD スヌーピングがグローバルにイネーブルである
必要があります。

IPv6 マルチキャスト アドレス

未設定

IPv6 マルチキャスト ルータ ポート

未設定

MLD スヌーピング即時脱退

ディセーブル

MLD スヌーピングの堅牢性変数

グローバル：2、VLAN 単位：0
（注）

最後のリスナー クエリー カウント

VLAN 値はグローバル設定を上書きします。
VLAN 値が 0 の場合、VLAN はグローバル数を
使用します。

グローバル：2、VLAN 単位：0
（注）

VLAN 値はグローバル設定を上書きします。
VLAN 値が 0 の場合、VLAN はグローバル数を
使用します。

最後のリスナー クエリー インターバ グローバル：1000（1 秒）、VLAN：0
ル
（注）
VLAN 値はグローバル設定を上書きします。
VLAN 値が 0 の場合、VLAN はグローバルのイ
ンターバルを使用します。
TCN クエリー送信請求

ディセーブル

TCN クエリー カウント

2

MLD リスナー抑制

イネーブル
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MLD スヌーピング設定時の注意事項
MLD スヌーピングの設定時は、次の注意事項に従ってください。
• MLD スヌーピングの特性はいつでも設定できますが、設定を有効にする場合は、 ipv6 mld
snooping グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して MLD スヌーピングをグ
ローバルにイネーブルにする必要があります。
• IPv6 マルチキャスト ルータが Catalyst 6500 スイッチであり、拡張 VLAN（範囲 1006 ～ 4094）
を使用する場合、スイッチが VLAN 上でクエリーを受信できるようにするため、IPv6 MLD
スヌーピングを Catalyst 6500 スイッチの拡張 VLAN でイネーブルにする必要があります。標
準範囲 VLAN（1 ～ 1005）の場合、IPv6 MLD スヌーピングを Catalyst 6500 スイッチの VLAN
でイネーブルにする必要はありません。
• MLD スヌーピングと IGMP スヌーピングは相互に独立して動作します。スイッチで両方の機
能を同時にイネーブルにできます。
• スイッチまたはスイッチ スタックに保持可能なアドレス エントリの最大数は 1000 です。

スイッチでの MLD スヌーピングのイネーブル化またはディセーブル化（CLI）
デフォルトでは、IPv6 MLD スヌーピングはスイッチではグローバルにディセーブルで、すべての
VLAN ではイネーブルです。MLD スヌーピングがグローバルにディセーブルの場合は、すべての
VLAN でもディセーブルです。MLD スヌーピングをグローバルにイネーブルにすると、VLAN 設
定はグローバル設定を上書きします。つまり、MLD スヌーピングはデフォルト ステート（イネー
ブル）の VLAN インターフェイスでのみイネーブルになります。
VLAN 単位または VLAN 範囲で MLD スヌーピングをイネーブルおよびディセーブルにできます
が、MLD スヌーピングをグローバルにディセーブルにした場合は、すべての VLAN でディセー
ブルになります。グローバル スヌーピングがイネーブルの場合、VLAN スヌーピングをイネーブ
ルまたはディセーブルに設定できます。
スイッチで MLD スヌーピングをグローバルにイネーブルにするには、特権 EXEC モードで次の
手順を実行します。

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Switch# configure terminal
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

ipv6 mld snooping

スイッチで MLD スヌーピングをイネーブルにし
ます。

例：
Switch(config)# ipv6 mld snooping

ステップ 3

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 4

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設
定を保存します。

copy running-config startup-config
例：
Switch(config)# copy running-config
startup-config

ステップ 5

OS（オペレーティング システム）をリロードし
ます。

reload
例：
Switch(config)# reload

VLAN での MLD スヌーピングのイネーブル化またはディセーブル化（CLI）
VLAN で MLD スヌーピングをイネーブルにするには、特権 EXEC モードで次の手順を実行しま
す。

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Switch# configure terminal
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

ipv6 mld snooping

スイッチで MLD スヌーピングをイネーブルにします。

例：
Switch(config)# ipv6 mld snooping

ステップ 3

ipv6 mld snooping vlan vlan-id
例：

ステップ 4

VLAN で MLD スヌーピングをイネーブルにします。指
定できる VLAN ID の範囲は 1 ～ 1001 および 1006 ～ 4094
です。
VLAN スヌーピングをイネーブルにするには、
MLD スヌーピングがグローバルにイネーブル
である必要があります。

Switch(config)# ipv6 mld snooping
vlan 1

（注）

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# ipv6 mld snooping
vlan 1

スタティック マルチキャスト グループの設定（CLI）
ホストまたはレイヤ 2 ポートは、通常マルチキャスト グループにダイナミックに加入しますが、
VLAN に IPv6 マルチキャスト アドレスおよび メンバ ポートをスタティックに設定することもで
きます。
マルチキャスト グループのメンバとしてレイヤ 2 ポートを追加するには、特権 EXEC モードで次
の手順を実行します。

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Switch# configure terminal
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

ipv6 mld snooping vlan vlan-id static
ipv6_multicast_address interface interface-id

マルチキャスト グループのメンバとしてレイヤ 2 ポート
にマルチキャスト グループを設定します。
• vlan-id は、マルチキャスト グループの VLAN ID で

例：
Switch(config)# ipv6 mld snooping vlan 1
static FF12::3 interface gigabitethernet
0/1

す。指定できる VLAN ID の範囲は 1 ～ 1001 および
1006 ～ 4094 です。
• ipv6_multicast_address は、128 ビットのグループ IPv6
アドレスです。このアドレスは RFC 2373 で指定さ
れた形式でなければなりません。
• interface-id は、メンバ ポートです。物理インター
フェイスまたはポート チャネル（1 ～ 48）に設定で
きます。

ステップ 3

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 4

次のいずれかを使用します。
• show ipv6 mld snooping address

スタティック メンバ ポートおよび IPv6 アドレスを確認
します。

• show ipv6 mld snooping address vlan
vlan-id

例：
Switch# show ipv6 mld snooping address

または
Switch# show ipv6 mld snooping vlan 1

マルチキャスト ルータ ポートの設定（CLI）
（注）

マルチキャスト ルータへのスタティック接続は、スイッチ ポートに限りサポートされます。
VLAN にマルチキャスト ルータ ポートを追加するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行しま
す。
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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

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

ipv6 mld snooping vlan vlan-id mrouter マルチキャスト ルータの VLAN ID を指定して、マルチキャ
interface interface-id
スト ルータにインターフェイスを指定します。
例：

• 指定できる VLAN ID の範囲は 1 ～ 1001 および 1006 ～

Switch(config)# ipv6 mld snooping vlan
1 mrouter interface gigabitethernet
0/2

• このインターフェイスには物理インターフェイスまた

4094 です。
はポート チャネルを指定できます。指定できるポート
チャネルの範囲は 1 ～ 48 です。
（注）

ステップ 3

ip igmp snooping mrouter コマンドを使用した静的
接続は、既知のマルチキャスト グループでのみサ
ポートされます。

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 4

show ipv6 mld snooping mrouter [vlan
vlan-id ]

VLAN インターフェイスで IPv6 MLD スヌーピングがイネー
ブルになっていることを確認します。

例：
Switch# show ipv6 mld snooping mrouter
vlan 1

MLD 即時脱退の有効化（CLI）
MLDv1 即時脱退をイネーブルにするには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。
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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

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

ipv6 mld snooping vlan vlan-id immediate-leave VLAN インターフェイスで MLD 即時脱退をイ
ネーブルにします。
例：
Switch(config)# ipv6 mld snooping vlan 1
immediate-leave

ステップ 3

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 4

show ipv6 mld snooping vlan vlan-id

VLAN インターフェイス上で即時脱退がイネー
ブルになっていることを確認します。

例：
Switch# show ipv6 mld snooping vlan 1

MLD スヌーピング クエリーの設定（CLI）
スイッチまたは VLAN に MLD スヌーピング クエリーの特性を設定するには、特権 EXEC モード
で次の手順を実行します。

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

ipv6 mld snooping robustness-variable
value

（任意）スイッチが一般クエリーに応答しないリスナー（ポー
ト）を削除する前に、送信されるクエリー数を設定します。
指定できる範囲は 1 ～ 3 です。デフォルトは 2 です。

例：
Switch(config)# ipv6 mld snooping
robustness-variable 3
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

ipv6 mld snooping vlan vlan-id
robustness-variable value

（任意）VLAN 単位でロバストネス変数を設定します。これ
により、MLD レポート応答がない場合にマルチキャスト アド
レスがエージング アウトされるまでに、MLD スヌーピングが
送信する一般クエリー数が決定されます。指定できる範囲は
1 ～ 3 です。デフォルトは 0 です。0 に設定すると、使用され
る数はグローバルな堅牢性変数の値になります。

例：
Switch(config)# ipv6 mld snooping vlan
1 robustness-variable 3

ステップ 4

ipv6 mld snooping
last-listener-query-count count
例：

（任意）MLD クライアントがエージング アウトされる前にス
イッチが送信する MASQ 数を設定します。指定できる範囲は
1 ～ 7 です。デフォルトは 2 です。クエリーは 1 秒後に送信さ
れます。

Switch(config)# ipv6 mld snooping
last-listener-query-count 7

ステップ 5

ipv6 mld snooping vlan vlan-id
last-listener-query-count count
例：
Switch(config)# ipv6 mld snooping vlan
1 last-listener-query-count 7

ステップ 6

ipv6 mld snooping
last-listener-query-interval 間隔
例：

（任意）VLAN 単位で last-listener クエリー カウントを設定し
ます。この値はグローバルに設定された値を上書きします。
指定できる範囲は 1 ～ 7 です。デフォルトは 0 です。0 に設定
すると、グローバルなカウント値が使用されます。クエリー
は 1秒後に送信されます。
（任意）スイッチが MASQ を送信したあと、マルチキャスト
グループからポートを削除するまで待機する最大応答時間を
設定します。指定できる範囲は、100 ～ 32,768 ミリ秒です。
デフォルト値は 1000（1 秒）です。

Switch(config)# ipv6 mld snooping
last-listener-query-interval 2000

ステップ 7

ipv6 mld snooping vlan vlan-id
last-listener-query-interval interval
例：
Switch(config)# ipv6 mld snooping vlan
1 last-listener-query-interval 2000

ステップ 8

ipv6 mld snooping tcn query solicit
例：
Switch(config)# ipv6 mld snooping tcn
query solicit

（任意）VLAN 単位で last-listener クエリー インターバルを設
定します。この値はグローバルに設定された値を上書きしま
す。指定できる範囲は、0 ～ 32,768 ミリ秒です。デフォルト
は 0 です。0 に設定すると、グローバルな最後のリスナー ク
エリー インターバルが使用されます。
（任意）トポロジ変更通知（TCN）をイネーブルにします。
これにより、VLAN は設定された数のクエリーに関する IPv6
マルチキャスト トラフィックすべてをフラッディングしてか
ら、マルチキャスト データをマルチキャスト データの受信を
要求するポートに対してのみ送信します。デフォルトでは、
TCN はディセーブルに設定されています。
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コマンドまたはアクション
ステップ 9

目的

ipv6 mld snooping tcn flood query count （任意）TCN がイネーブルの場合、送信される TCN クエリー
count
数を指定します。指定できる範囲は 1 ～ 10 で、デフォルトは
2 です。
例：
Switch(config)# ipv6 mld snooping tcn
flood query count 5

ステップ 10

end

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 11

show ipv6 mld snooping querier [vlan
vlan-id]

（任意）スイッチまたは VLAN の MLD スヌーピング クエリ
ア情報を確認します。

例：
Switch(config)# show ipv6 mld snooping
querier vlan 1

MLD リスナー メッセージ抑制の無効化（CLI）
デフォルトでは、MLD スヌーピング リスナー メッセージ抑制はイネーブルに設定されています。
この機能がイネーブルの場合、スイッチはマルチキャスト ルータ クエリーごとに 1 つの MLD レ
ポートのみを転送します。メッセージ抑制がディセーブルの場合は、複数のマルチキャスト ルー
タに MLD レポートが転送されます。
MLD リスナー メッセージ抑制をディセーブルにするには、特権 EXEC モードで次の手順を実行
します。

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

no ipv6 mld snooping listener-message-suppression MLDメッセージ抑制をディセーブルにします。
例：
Switch(config)# no ipv6 mld snooping
listener-message-suppression
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ステップ 3

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：
Switch(config)# end

ステップ 4

show ipv6 mld snooping

IPv6 MLD スヌーピング レポート抑制がディセー
ブルであることを確認します。

例：
Switch# show ipv6 mld snooping

MLD スヌーピング情報の表示
ダイナミックに学習された、あるいはスタティックに設定されたルータ ポートおよび VLAN イン
ターフェイスの MLD スヌーピング情報を表示できます。また、MLD スヌーピング用に設定され
た VLAN の IPv6 グループ アドレス マルチキャスト エントリを表示することもできます。
表 22：MLD スヌーピング情報表示用のコマンド

コマンド

目的

show ipv6 mld snooping [vlan vlan-id ]

スイッチのすべての VLAN または指定された
VLAN の MLD スヌーピング設定情報を表示し
ます。
（任意）個々の VLAN に関する情報を表示する
には、vlan vlan-id を入力します。指定できる
VLAN ID の範囲は 1 ～ 1001 および 1006 ～ 4094
です。

show ipv6 mld snooping mrouter [vlan vlan-id ] ダイナミックに学習され、手動で設定されたマ
ルチキャスト ルータ インターフェイスの情報
を表示します。MLD スヌーピングをイネーブ
ルにすると、スイッチはマルチキャスト ルータ
の接続先であるインターフェイスを自動的に学
習します。これらのインターフェイスは動的に
学習されます。
（任意）個々の VLAN に関する情報を表示する
には、vlan vlan-id を入力します。指定できる
VLAN ID の範囲は 1 ～ 1001 および 1006 ～ 4094
です。
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コマンド

目的

show ipv6 mld snooping querier [vlan vlan-id ]

VLAN 内で直前に受信した MLD クエリー メッ
セージの IPv6 アドレスおよび着信ポートに関
する情報を表示します。
（任意）vlan vlan-id を入力して、単一の VLAN
情報を表示します。指定できる VLAN ID の範
囲は 1 ～ 1001 および 1006 ～ 4094 です。

show ipv6 mld snooping address [vlan vlan-id ]
[count | dynamic | user ]

すべての IPv6 マルチキャスト アドレス情報あ
るいはスイッチまたは VLAN の特定の IPv6 マ
ルチキャスト アドレス情報を表示します。
• count を入力して、スイッチまたは VLAN
のグループ数を表示します。
• dynamic を入力して、スイッチまたは
VLAN の MLD スヌーピング学習済みグ
ループ情報を表示します。
• user を入力して、スイッチまたは VLAN
の MLD スヌーピング ユーザ設定グループ
情報を表示します。

show ipv6 mld snooping address vlan vlan-id
[ipv6-multicast-address ]

指定の VLAN および IPv6 マルチキャスト アド
レスの MLD スヌーピングを表示します。

MLD スヌーピングの設定例
スタティックなマルチキャスト グループの設定：例
次に、IPv6 マルチキャスト グループをスタティックに設定する例を示します。
Switch# configure terminal
Switch(config)# ipv6 mld snooping vlan 2 static FF12::3 interface gigabitethernet
1/0/1
Switch(config)# end

マルチキャスト ルータ ポートの設定：例
次に、VLAN 200 にマルチキャスト ルータ ポートを追加する例を示します。
Switch# configure terminal
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Switch(config)# ipv6 mld snooping vlan 200 mrouter interface gigabitethernet
0/2
Switch(config)# exit

MLD 即時脱退のイネーブル化：例
次に、VLAN 130 で MLD 即時脱退をイネーブルにする例を示します。
Switch# configure terminal
Switch(config)# ipv6 mld snooping vlan 130 immediate-leave
Switch(config)# exit

MLD スヌーピング クエリーの設定：例
次に、MLD スヌーピングのグローバルな堅牢性変数を 3 に設定する例を示します。
Switch# configure terminal
Switch(config)# ipv6 mld snooping robustness-variable 3
Switch(config)# exit

次に、VLAN の MLD スヌーピングの最後のリスナー クエリー カウントを 3 に設定する例を示し
ます。
Switch# configure terminal
Switch(config)# ipv6 mld snooping vlan 200 last-listener-query-count 3
Switch(config)# exit

次に、MLD スヌーピングの最後のリスナー クエリー インターバル（最大応答時間）を 2000（2
秒）に設定する例を示します。
Switch# configure terminal
Switch(config)# ipv6 mld snooping last-listener-query-interval 2000
Switch(config)# exit
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表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シスコ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 からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

IPv6 ホスト機能の設定に関する情報
この章では、Catalyst 2960、2960-S、または 2960-C の IPv6 ホスト機能を設定する方法について説
明します。

（注）

IPv6 ホスト機能を使用するには、スイッチが LAN Base イメージを実行している必要がありま
す。
IPv6 Multicast Listener Discovery（MLD）スヌーピングの設定については、MLD スヌーピング設定
を参照してください。
Catalyst 2960 スイッチでデュアル スタック環境（IPv4 と IPv6 の両方をサポートする）をイネーブ
ルにするには、スイッチング データベース管理（SDM）テンプレートをデュアル IPv4 および IPv6
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テンプレートに設定する必要があります。「デュアル IPv4 および IPv6 プロトコル スタック」の
章を参照してください。このテンプレートは、Catalyst 2960-S スイッチではサポートされません。

（注）

この章で使用しているコマンドの完全な構文と使用方法については、手順の中で参照している
Cisco IOS のマニュアルを参照してください。

IPv6 の概要
IPv4 ユーザは IPv6 に移行することができ、エンドツーエンドのセキュリティ、Quality of Service
（QoS）、およびグローバルに一意なアドレスのようなサービスを利用できます。IPv6 アドレス
スペースによって、プライベートアドレスの必要性が低下し、ネットワークエッジの境界ルータ
で Network Address Translation（NAT; ネットワーク アドレス変換）処理を行う必要性も低下しま
す。
シスコの IPv6 の実装方法については、次の URL を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6553/products_ios_technology_home.html
IPv6 およびこの章のその他の機能については、
• 『Cisco IOS IPv6 Configuration Library』を参照してください。
• Cisco.com の [Search] フィールドを使用して、Cisco IOS ソフトウェア マニュアルを特定しま
す。たとえば、スタティック ルートについての情報が必要な場合は、[Search] フィールドで
Implementing Static Routes for IPv6 と入力すると、スタティック ルートについて調べられま
す。

IPv6 Addresses
スイッチがサポートするのは、IPv6 ユニキャスト アドレスのみです。サイトローカルなユニキャ
スト アドレスおよびマルチキャスト アドレスはサポートされません。
IPv6 の 128 ビット アドレスは、コロンで区切られた一連の 8 つの 16 進フィールド（n:n:n:n:n:n:n:n.
の形式）で表されます。次に、IPv6 アドレスの例を示します。
2031:0000:130F:0000:0000:09C0:080F:130B
実装を容易にするために、各フィールドの先行ゼロは省略可能です。上記アドレスは、先行ゼロ
を省略した次のアドレスと同じです。
2031:0:130F:0:0:9C0:80F:130B
2 つのコロン（::）を使用して、ゼロが連続する 16 進フィールドを表すことができます。ただし、
この短縮形を使用できるのは、各アドレス内で 1 回のみです。
2031:0:130F::09C0:080F:130B
IPv6 アドレス形式、アドレス タイプ、および IPv6 パケット ヘッダーの詳細については、Cisco.com
で『Cisco IOS IPv6 Configuration Library 』の「Implementing IPv6 Addressing and Basic Connectivity」
の章を参照してください。
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「Implementing Addressing and Basic Connectivity」の章では、次の項の内容が Catalyst 2960、2960-S、
2960-C、2960-X、2960-CX、3560-CX スイッチに適用されます。
• IPv6 アドレス形式
• IPv6 アドレス タイプ：マルチキャスト
• Ipv6 アドレス 出力表示
• 簡易 IPv6 パケット ヘッダー

サポート対象の IPv6 ユニキャスト ルーティング機能
ここでは、スイッチでサポートされている IPv6 プロトコル機能について説明します。
128 ビット幅のユニキャスト アドレス
スイッチは集約可能なグローバル ユニキャスト アドレスおよびリンクに対してローカルなユニ
キャストアドレスをサポートします。サイトに対してローカルなユニキャストアドレスはサポー
トされていません。
• 集約可能なグローバル ユニキャスト アドレスは、集約可能グローバル ユニキャスト プレ
フィックスの付いた IPv6 アドレスです。このアドレス構造を使用すると、ルーティング プ
レフィックスを厳格に集約することができ、グローバル ルーティング テーブル内のルーティ
ング テーブル エントリ数が制限されます。これらのアドレスは、組織を経由して最終的に
インターネット サービス プロバイダーに至る集約リンク上で使用されます。
これらのアドレスはグローバル ルーティング プレフィックス、サブネット ID、およびイン
ターフェイス ID によって定義されます。現在のグローバル ユニキャスト アドレス割り当て
には、バイナリ値 001（2000::/3）で開始するアドレス範囲が使用されます。プレフィックス
が 2000::/3（001）～ E000::/3（111）のアドレスには、Extended Unique Identifier（EUI）64
フォーマットの 64 ビット インターフェイス ID を設定する必要があります。
• リンクに対してローカルなユニキャスト アドレスをすべてのインターフェイスに自動的に設
定するには、修飾 EUI フォーマット内で、リンクに対してローカルなプレフィックス FE80::/10
（1111 1110 10）およびインターフェイスID を使用します。ネイバー探索プロトコル（NDP）
およびステートレス自動設定プロセスでは、リンクに対してローカルなアドレスが使用され
ます。ローカル リンク上のノードは、リンクに対してローカルなアドレスを使用します。通
信する場合に、グローバルに一意なアドレスは不要です。IPv6 ルータは、リンクに対して
ローカルな送信元または宛先アドレスを持つパケットをその他のリンクに転送しません。
詳細については、Cisco.com で『Cisco IOS IPv6 Configuration Library 』の「Implementing IPv6
Addressing and Basic Connectivity」の章にある IPv6 ユニキャスト アドレスに関する項を参照して
ください。
IPv6 の DNS
IPv6 は、ドメイン ネーム システム（DNS）のレコード タイプを、DNS 名前/アドレスおよびアド
レス/名前の検索プロセスでサポートします。DNS AAAA リソース レコード タイプは IPv6 アドレ
スをサポートし、IPv4 の A アドレス レコードと同等です。スイッチは IPv4 および IPv6 の DNS
解決をサポートします。
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ICMPv6
IPv6 のインターネット制御メッセージ プロトコル（ICMP）は、ICMP 宛先到達不能メッセージな
どのエラー メッセージを生成して、処理中に発生したエラーや、その他の診断機能を報告しま
す。IPv6 では、ネイバー探索プロトコルおよびパス MTU ディスカバリに ICMP パケットも使用
されます。
ネイバー探索
スイッチは、IPv6 対応の NDP、ICMPv6 の最上部で稼働するプロトコル、および NDP をサポート
しない IPv6 ステーション対応のスタティック ネイバー エントリをサポートします。IPv6 ネイバー
探索プロセスは ICMP メッセージおよび送信請求ノード マルチキャスト アドレスを使用して、同
じネットワーク（ローカル リンク）上のネイバーのリンク層アドレスを判別し、ネイバーに到達
できるかどうかを確認し、近接ルータを追跡します。
スイッチは、マスク長が 64 未満のルートに対して ICMPv6 リダイレクトをサポートしています。
マスク長が 64 ビットを超えるホスト ルートまたは集約ルートでは、ICMP リダイレクトがサポー
トされません。
ネイバー探索スロットリングにより、IPv6 パケットをルーティングするためにネクスト ホップ転
送情報を取得するプロセス中に、スイッチ CPU に不必要な負荷がかかりません。IPv6 パケットの
ネクスト ホップがスイッチによってアクティブに解決しようとしている同じネイバーである場合
は、そのようなパケットが追加されると、スイッチはそのパケットをドロップします。このドロッ
プにより、CPU に余分な負荷がかからないようになります。
IPv6 のステートレス自動設定および重複アドレス検出
スイッチではステートレス自動設定が使用されているため、ホストやモバイル IP アドレスの管理
のような、リンク、サブネット、およびサイト アドレス指定の変更を管理することができます。
ホストはリンクに対してローカルな独自アドレスを自動的に設定します。起動元ノードはルータ
に送信請求を送信して、インターフェイス設定をアドバタイズするようルータに要求します。
自動設定および重複アドレス検出の詳細については、Cisco.com で『Cisco IOS IPv6 Configuration
Library』の「Implementing IPv6 Addressing and Basic Connectivity」の章を参照してください。
IPv6 アプリケーション
スイッチは、次のアプリケーションについて IPv6 をサポートします。
• Ping、traceroute、および Telnet
• IPv6 トランスポートによるセキュア シェル（SSH）
• IPv6 トランスポートによる HTTP サーバ アクセス
• IPv4 トランスポートによる AAAA の DNS レゾルバ
• IPv6 アドレスの Cisco Discovery Protocol（CDP）サポート
これらのアプリケーションの管理に関する詳細については、Cisco.com の『Cisco IOS IPv6
Configuration Library』を参照してください。
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SNMP と Syslog、IPv6 による
IPv4 と IPv6 の両方をサポートするには、IPv6 のネットワーク管理で IPv4 および IPv6 のトランス
ポートが必要になります。IPv6 による Syslog は、このトランスポートのアドレス データ タイプ
をサポートします。
IPv6 による SNMP および Syslog は、次の機能を提供します。
• IPv4 と IPv6 両方のサポート
• SNMP に対する IPv6 トランスポート、および SNMP 変更による IPv6 ホストのトラップのサ
ポート
• IPv6 アドレス指定をサポートするための SNMP および Syslog に関連する MIB
• IPv6 ホストをトラップ レシーバとして設定
IPv6 に関連するサポートでは、SNMP は既存の IP トランスポート マッピングを変更して、IPv4
と IPv6 を同時にサポートします。次の SNMP 動作は、IPv6 トランスポート管理をサポートしま
す。
• デフォルト設定のユーザ データグラム プロトコル（UDP）SNMP ソケットを開く
• SR_IPV6_TRANSPORT と呼ばれる新しいトランスポート メカニズムを提供
• IPv6 トランスポートによる SNMP 通知の送信
• IPv6 トランスポートの SNMP 名のアクセス リストのサポート
• IPv6 トランスポートを使用した SNMP プロキシ転送のサポート
• SNMP マネージャ機能と IPv6 トランスポートの連動確認
設定手順を含む、IPv6 による SNMP については、Cisco.com で『Cisco IOS IPv6 Configuration
Library』の「Managing Cisco IOS Applications over IPv6」の章を参照してください。
設定手順を含む、IPv6 による Syslog については、Cisco.com で『Cisco IOS IPv6 Configuration
Library』の「Implementing IPv6 Addressing and Basic Connectivity」の章を参照してください。
IPv6 上の HTTP（S）
HTTP クライアントは要求を IPv4 HTTP サーバと IPv6 HTTP サーバの両方に送信し、これらのサー
バは IPv4 HTTP クライアントと IPv6 HTTP クライアントの両方からの要求に応答します。IPv6 ア
ドレスを含む URL は、16 ビット値をコロンで区切った 16 進数で指定する必要があります。
受信ソケット コールは、IPv4 アドレス ファミリまたは IPv6 アドレス ファミリを選択します。受
信ソケットは、IPv4 ソケットまたは IPv6 ソケットのいずれかです。リスニング ソケットは、接
続を示す IPvv4 と IPv6 の両方の信号を待ち受け続けます。IPv6 リスニング ソケットは、IPv6 ワ
イルドカード アドレスにバインドされています。
基本 TCP/IP スタックは、デュアル スタック環境をサポートします。HTTP には、TCP/IP スタッ
ク、およびネットワーク層相互作用を処理するためのソケットが必要です。
HTTP 接続を確立するには、基本ネットワーク接続（ping）がクライアントとサーバ ホストとの
間に存在する必要があります。
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詳細については、Cisco.com で『Cisco IOS IPv6 Configuration Library』の「Managing Cisco IOS
Applications over IPv6」の章を参照してください。

IPv6 のデフォルト設定
表 23：IPv6 のデフォルト設定

機能

デフォルト設定

SDM テンプレート

アドバンス デスクトップ。デフォルトは拡張テンプ
レートです

IPv6 アドレス

未設定

IPv6 アドレッシングの設定と IPv6 ルーティングのイネーブル化
ここでは、IPv6 アドレスを各レイヤ 3 インターフェイスに割り当てて、IPv6 トラフィックをス
イッチ上でグローバル転送する方法を説明します。
スイッチ上の IPv6 を設定する前に、次の注意事項に従ってください。
• ipv6 address インターフェイス コンフィギュレーション コマンドでは、16 ビット値を使用し
たコロン区切りの 16 進形式で指定したアドレスで ipv6-address 変数および ipv6-prefix 変数を
入力する必要があります。prefix-length 変数（スラッシュ（/）で始まる）は、プレフィック
ス（アドレスのネットワーク部分）を構成するアドレスの上位連続ビット数を示す 10 進値
です。
インターフェイス上の IPv6 トラフィックを転送するには、そのインターフェイス上でグローバル
IPv6 アドレスを設定する必要があります。インターフェイス上で IPv6 アドレスを設定すると、リ
ンクに対してローカルなアドレスの設定、およびそのインターフェイスに対する IPv6 のアクティ
ブ化が自動的に行われます。設定されたインターフェイスは、次に示す、該当リンクの必須マル
チキャスト グループに自動的に参加します。
• インターフェイスに割り当てられた各ユニキャスト アドレスの送信要求ノード マルチキャ
スト グループ FF02:0:0:0:0:1:ff00::/104（このアドレスはネイバー探索プロセスで使用される）
• すべてのノードを含む、ルータリンクに対してローカルなマルチキャスト グループ FF02::1
• すべてのルータを含む、リンクに対してローカルなマルチキャスト グループ FF02::2
IPv6 ルーティングの設定の詳細については、Cisco.com で『Cisco IOS IPv6 Configuration Library』
の「Implementing Addressing and Basic Connectivity for IPv6」の章を参照してください。
IPv6 アドレスをレイヤ 3 インターフェイスに割り当てて IPv6 転送をイネーブルにするには、特権
EXEC モードで次の手順を実行します。
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手順の概要
1. configureterminal
2. ipv6unicast-routing
3. interface interface-id
4. 次のいずれかを使用します。
• ipv6 address ipv6-prefix/prefix length eui-64
• ipv6 address ipv6-address/prefix length
• ipv6 address ipv6-address link-local
• ipv6 enable
5. exit
6. end
7. show ipv6 interface interface-id
8. copyrunning-configstartup-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

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

ipv6unicast-routing

IPv6 対応のユニキャスト ルーティングを有効にします。

例：
Switch(config)# ipv6 unicast-routing

ステップ 3

interface interface-id

インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始
し、設定するレイヤ 3 インターフェイスを指定します。

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

ステップ 4

次のいずれかを使用します。
• ipv6 address ipv6-prefix/prefix length
eui-64
• ipv6 address ipv6-address/prefix length
• ipv6 address ipv6-address link-local

• IPv6 アドレスの下位 64 ビットの拡張固有識別子
（EUI）を使用して、グローバル IPv6 アドレスを指定
します。ネットワーク プレフィックスだけを指定しま
す。最終の 64 ビットは、スイッチの MAC アドレスか
ら自動的に計算されます。これにより、インターフェ
イス上で IPv6 処理がイネーブルになります。
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コマンドまたはアクション
• ipv6 enable

目的
• インターフェイスの IPv6 アドレスを手動で設定しま
す。

例：
Switch(config-if)# ipv6 address
2001:0DB8:c18:1::/64 eui 64
Switch(config-if)# ipv6 address
2001:0DB8:c18:1::/64
Switch(config-if)# ipv6 address
2001:0DB8:c18:1:: link-local
Switch(config-if)# ipv6 enable

ステップ 5

• インターフェイスで IPv6 がイネーブルな場合に自動設
定されるリンクローカルなアドレスでなく、インター
フェイス上の特定のリンクローカルなアドレスを使用
するように指定します。このコマンドにより、イン
ターフェイス上で IPv6 処理がイネーブルになります。
• インターフェイスに IPv6 リンクローカルなアドレスを
自動設定し、インターフェイスでの IPv6 処理をイネー
ブルにします。リンクに対してローカルなアドレスを
使用できるのは、同じリンク上のノードと通信する場
合だけです。
グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

exit
例：
Switch(config-if)# exit

ステップ 6

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 7

show ipv6 interface interface-id

入力を確認します。

例：
Switch# show ipv6 interface
gigabitethernet 1/0/1

ステップ 8

copyrunning-configstartup-config

（任意）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：
Switch# copy running-config
startup-config

IPv6 ICMP レート制限の設定（CLI）
ICMP レート制限はデフォルトでイネーブルです。エラー メッセージのデフォルト間隔は 100 ミ
リ秒、デフォルト バケット サイズ（バケットに格納される最大トークン数）は 10 です。
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ICMP レート制限パラメータを変更するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

ipv6 icmp error-interval interval [bucketsize] IPv6 ICMP エラー メッセージの間隔とバケット サイズ
を設定します。
例：

• interval：バケットに追加されるトークンの間隔

Switch(config)# ipv6 icmp error-interval
50 20

（ミリ秒）。指定できる範囲は 0 ～ 2147483647
ミリ秒です。
• bucketsize：（任意）バケットに格納される最大
トークン数。指定できる範囲は 1 ～ 200 です。

ステップ 3

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 4

show ipv6 interface [interface-id]

入力を確認します。

例：
Switch# show ipv6 interface
gigabitethernet 1/0/1

ステップ 5

copyrunning-configstartup-config

（任意）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：
Switch# copy running-config
startup-config

IPv6 のスタティック ルーティングの設定（CLI）
スタティック IPv6 ルートを設定する前に、ip routing グローバル コンフィギュレーション コマン
ドを使用してルーティングをイネーブルにし、ipv6 unicast-routing グローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用して IPv6 パケットの転送をイネーブルにし、インターフェイスに IPv6 ア
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ドレスを設定して少なくとも 1 つのレイヤ 3 インターフェイス上で IPv6 をイネーブルにする必要
があります。

（注）

スイッチは、16 個の IPv6 スタティック ルートをサポートします。
スタティック IPv6 ルーティングの設定の詳細については、Cisco.com で『Cisco IOS IPv6 Configuration
Library』の「Implementing Static Routes for IPv6」の章を参照してください。

手順の詳細

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステッ
プ2

ipv6 route ipv6-prefix/prefix length スタティック IPv6 ルートを設定します。
{ipv6-address | interface-id
• ipv6-prefix：スタティック ルートの宛先となる IPv6 ネットワーク。ス
[ipv6-address]} [administrative
タティック ホスト ルートを設定する場合は、ホスト名も設定できま
distance]
す。
例：
Switch(config)# ipv6 route
2001:0DB8::/32
gigabitethernet2/0/1 130

• /prefix length：IPv6 プレフィックスの長さ。プレフィックス（アドレ
スのネットワーク部分）を構成するアドレスの上位連続ビット数を示
す 10 進値です。10 進数値の前にスラッシュ記号が必要です。
• ipv6-address：指定したネットワークに到達するために使用可能なネ
クスト ホップの IPv6 アドレス。ネクスト ホップの IPv6 アドレスを
直接接続する必要はありません。再帰処理が実行されて、直接接続さ
れたネクスト ホップの IPv6 アドレスが検出されます。このアドレス
は RFC 2373 に記載された形式（16 ビット値を使用したコロン区切り
の 16 進表記で指定）で設定する必要があります。
• interface-id：Point-To-Point（ポイントツーポイント）インターフェイ
スおよびブロードキャスト インターフェイスからのダイレクト スタ
ティック ルートを指定します。ポイントツーポイント インターフェ
イスの場合、ネクスト ホップの IPv6 アドレスを指定する必要はあり
ません。ブロードキャスト インターフェイスの場合は、常にネクス
ト ホップの IPv6 アドレスを指定するか、または指定したプレフィッ
クスをリンクに割り当てて、リンクに対してローカルなアドレスをネ
クスト ホップとして指定する必要があります。パケットの送信先と
なるネクスト ホップの IPv6 アドレスを指定することもできます。
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

リンクに対してローカルなアドレスをネクスト ホップとして使
用する場合は、interface-id を指定する必要があります（リンク
に対してローカルなネクスト ホップを隣接ルータに設定する必
要もあります）。

• administrative distance：（任意）アドミニストレーティブ ディスタン
ス。指定できる範囲は 1 ～ 254 です。デフォルト値は 1 で、この場
合、接続されたルートを除くその他のどのルート タイプよりも、ス
タティック ルートが優先します。フローティング スタティック ルー
トを設定する場合は、ダイナミック ルーティング プロトコルよりも
大きなアドミニストレーティブ ディスタンスを使用します。
ステッ
プ3

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステッ
プ4

次のいずれかを使用します。
• show ipv6 static
[ipv6-address |
ipv6-prefix/prefix length ]
[interface interface-id ]
[detail]][recursive] [detail]
• show ipv6 route static
[ updated ]

IPv6 ルーティング テーブルの内容を表示して、設定を確認します。
• interface interface-id：（任意）出力インターフェイスとして指定され
たインターフェイスを含むスタティック ルートのみを表示します。
• recursive：（任意）再帰スタティック ルートのみを表示します。
recursive キーワードは interface キーワードと相互に排他的です。た
だし、コマンド構文に IPv6 プレフィックスが指定されているかどう
かに関係なく、使用することができます。
• detail：（任意）次に示す追加情報を表示します。

例：

◦ 有効な再帰ルートの場合、出力パス セットおよび最大分解深度

Switch# show ipv6 static
2001:0DB8::/32 interface
gigabitethernet2/0/1

◦ 無効なルートの場合、ルートが無効な理由

または
Switch# show ipv6 route static

ステッ
プ5

copyrunning-configstartup-config （任意）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：
Switch# copy running-config
startup-config
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IPv6 の表示
次のコマンドの構文および使用方法の詳細については、Cisco IOS のコマンド リファレンスを参照
してください。
表 24：IPv6 をモニタリングするコマンド

コマンド

目的

show ipv6 access-list

アクセス リストのサマリーを表示します。

show ipv6 cef

IPv6 の Cisco エクスプレス フォワーディングを
表示します。

show ipv6 interfaceinterface-id

IPv6 インターフェイスのステータスと設定を表
示します。

show ipv6 mtu

宛先キャッシュごとに IPv6 MTU を表示します。

show ipv6 neighbors

IPv6 ネイバー キャッシュ エントリを表示しま
す。

show ipv6 prefix-list

IPv6 プレフィックス リストを表示します。

show ipv6 protocols

スイッチの IPv6 ルーティング プロトコルのリ
ストを表示します。

show ipv6 rip

IPv6 RIP ルーティング プロトコル ステータス
を表示します。

show ipv6 route

IPv6 ルート テーブル エントリを表示します。

show ipv6 static

IPv6 スタティック ルートを表示します。

show ipv6 traffic

IPv6 トラフィックの統計情報を表示します。

IPv6 ユニキャスト ルーティングの設定例
IPv6 アドレッシングの設定と IPv6 ルーティングのイネーブル化：例
次に、IPv6 プレフィックス 2001:0DB8:c18:1::/64 に基づく、リンクに対してローカルなアドレスお
よびグローバル アドレスを使用して、IPv6 をイネーブルにする例を示します。EUI-64 インター
フェイス ID が、両方のアドレスの下位 64 ビットで使用されます。show ipv6 interface EXEC コマ
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ンドの出力は、インターフェイスのリンクに対してローカルなプレフィックス FE80::/64 にイン
ターフェイス ID（20B:46FF:FE2F:D940）を付加する方法を示すために追加されています。
Switch(config)# ipv6 unicast-routing
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/11
Switch(config-if)# ipv6 address 2001:0DB8:c18:1::/64 eui 64
Switch(config-if)# end
Switch# show ipv6 interface gigabitethernet1/0/11
GigabitEthernet1/0/11 is up, line protocol is up
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::20B:46FF:FE2F:D940
Global unicast address(es):
2001:0DB8:c18:1:20B:46FF:FE2F:D940, subnet is 2001:0DB8:c18:1::/64 [EUI]
Joined group address(es):
FF02::1
FF02::2
FF02::1:FF2F:D940
MTU is 1500 bytes
ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds
ICMP redirects are enabled
ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1
ND reachable time is 30000 milliseconds
ND advertised reachable time is 0 milliseconds
ND advertised retransmit interval is 0 milliseconds
ND router advertisements are sent every 200 seconds
ND router advertisements live for 1800 seconds
Hosts use stateless autoconfig for addresses.

IPv6 ICMP レート制限の設定：例
次に、IPv6 ICMP エラー メッセージ間隔を 50 ミリ秒に、バケット サイズを 20 トークンに設定す
る例を示します。
Switch(config)#ipv6 icmp error-interval 50 20

IPv6 のスタティック ルーティングの設定：例
次に、アドミニストレーティブ ディスタンスが 130 のフローティング スタティック ルートをイ
ンターフェイスに設定する例を示します。
Switch(config)# ipv6 route 2001:0DB8::/32 gigabitethernet2/0/1 130

IPv6 の表示：例
次に、show ipv6 interface 特権 EXEC コマンドの出力例を示します。
Switch# show ipv6 interface
Vlan1 is up, line protocol is up
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::20B:46FF:FE2F:D940
Global unicast address(es):
3FFE:C000:0:1:20B:46FF:FE2F:D940, subnet is 3FFE:C000:0:1::/64 [EUI]
Joined group address(es):
FF02::1
FF02::2
FF02::1:FF2F:D940
MTU is 1500 bytes
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ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds
ICMP redirects are enabled
ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1
ND reachable time is 30000 milliseconds
ND advertised reachable time is 0 milliseconds
ND advertised retransmit interval is 0 milliseconds
ND router advertisements are sent every 200 seconds
ND router advertisements live for 1800 seconds
<output truncated>
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IPv6 ACL の設定
• 機能情報の確認, 195 ページ
• IPv6 ACL の設定に関する情報, 195 ページ
• IPv6 ACL の設定, 197 ページ
• IPv6 ACL の設定例, 205 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表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シスコ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 からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

IPv6 ACL の設定に関する情報
IP バージョン 6（IPv6）アクセス コントロール リスト（ACL）を作成し、それをインターフェイ
スに適用することによって、IPv6 トラフィックをフィルタリングできます。これは、IP バージョ
ン 4（IPv4）の名前付き ACL を作成し、適用する方法と同じです。

IPv6 ACL の概要
スイッチ イメージは、次の 2 種類の IPv6 ACL をサポートします。
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• IPv6 ルータ ACL：ルーテッド ポート、スイッチ仮想インターフェイス（SVI）、またはレイ
ヤ 3 EtherChannel に設定できるレイヤ 3 インターフェイスの送信トラフィックまたは着信ト
ラフィックでサポートされます。経路選択済みの IPv6 パケットだけに適用されます。
• IPv6 ポート ACL：レイヤ 2 インターフェイスの着信トラフィックでだけサポートされます。
インターフェイスに届くすべての IPv6 パケットに適用されます。

（注）

サポートされない IPv6 ACL を設定した場合、エラー メッセージが表示され、その設定は有効
になりません。
スイッチは、IPv6 トラフィックの Virtual LAN（VLAN）ACL（VLAN マップ）をサポートしませ
ん。
1 つのインターフェイスに、IPv4 ACL および IPv6 ACL の両方を適用できます。
IPv4 ACL の場合と同様に、IPv6 ポート ACL はルータ ACL よりも優先されます。
• SVI に入力ルータ ACL および入力ポート ACL が設定されている場合に、ポート ACL が適用
されているポートに着信したパケットはポート ACL によってフィルタリングされます。そ
の他のポートに着信したルーテッド IP パケットは、ルータ ACL によってフィルタリングさ
れます。他のパケットはフィルタリングされません。
• SVI に出力ルータ ACL および入力ポート ACL が設定されている場合に、ポート ACL が適用
されているポートに着信したパケットはポート ACL によってフィルタリングされます。発
信ルーテッド IPv6 パケットは、ルータ ACL によってフィルタリングされます。他のパケッ
トはフィルタリングされません。

（注）

いずれかのポート ACL（IPv4、IPv6、または MAC）がインターフェイスに適用された場合、
そのポート ACL を使用してパケットをフィルタリングし、ポート VLAN の SVI に適用された
ルータ ACL は無視されます。

サポートされる ACL 機能
スイッチの IPv6 ACL には、次の特性があります。
• 分割フレーム（IPv4 では fragments キーワード）がサポートされます。
• IPv6 ACL では、IPv4 と同じ統計情報がサポートされます。
• スイッチの Ternary CAM（TCAM）スペースが不足している場合、ACL ラベルに対応付けら
れたパケットは CPU に転送され、ACL はソフトウェアで適用されます。
• ホップバイホップ オプションがあるルーテッド パケットまたはブリッジド パケットには、
ソフトウェアで適用される IPv6 ACL が設定されます。
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IPv6 ACL の制限事項
IPv4 では、番号制の標準 IP ACL および拡張 IP ACL、名前付き IP ACL、および MAC ACL を設定
できます。IPv6 がサポートするのは名前付き ACL だけです。
スイッチは Cisco IOS がサポートする IPv6 ACL の大部分をサポートしますが、一部例外もありま
す。
• IPv6 送信元および宛先アドレス：ACL 照合は、Extended Universal Identifier（EUI）-64 形式
の /0 ～/64 のプレフィックスおよびホスト アドレス（/128）だけでサポートされます。スイッ
チは、情報損失のない次のホスト アドレスだけをサポートします。
集約グローバル ユニキャスト アドレス
リンク ローカル アドレス
• スイッチは、flowlabel、routing header、および undetermined-transport というキーワードの
照合をサポートしません。
• スイッチは再起 ACL（reflect キーワード）をサポートしません。
• このリリースが IPv6 用にサポートしているのは、ポート ACL およびルータ ACL だけです。
VLAN ACL（VLAN マップ）はサポートしていません。
• スイッチは IPv6 フレームに MAC ベース ACL を適用しません。
• レイヤ 2 EtherChannel に IPv6 ポート ACL を適用できません。
• スイッチは出力ポート ACL をサポートしません。
• IPv6 の出力ルータ ACL および入力ポート ACL は、だけでサポートされます。スイッチは、
コントロール プレーン（着信）IPv6 ACL だけをサポートします。
• ACL を設定する場合、ACL に入力されるキーワードには、それがプラットフォームでサポー
トされるかどうかにかかわらず、制限事項はありません。ハードウェア転送が必要なイン
ターフェイス（物理ポートまたは SVI）に ACL を適用する場合、スイッチはインターフェイ
スで ACL がサポートされるかどうか判別します。サポートされない場合、ACL の付加は拒
否されます。
• インターフェイスに適用される ACL に、サポートされないキーワードを持つアクセス コン
トロール エントリ（ACE）を追加しようとする場合、スイッチは現在インターフェイスに適
用されている ACL に ACE が追加されるのを許可しません。

IPv6 ACL の設定
IPv6 トラフィックをフィルタリングする場合は、次の手順を実行します。
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手順の概要
1. IPv6 ACL を作成し、IPv6 アクセス リスト コンフィギュレーション モードを開始します。
2. IPv6 ACL が、トラフィックをブロックする（拒否）または通過させる（許可）よう設定しま
す。
3. インターフェイスに IPv6 ACL を適用します。ルータ ACL では、ACL が適用されるレイヤ 3
インターフェイスにも IPv6 アドレスを設定する必要があります。

手順の詳細
コマンドまたはアクション
ステップ 1

IPv6 ACL を作成し、IPv6 アクセス リスト コンフィギュレーション モードを開始
します。

ステップ 2

IPv6 ACL が、トラフィックをブロックする（拒否）または通過させる（許可）よ
う設定します。

ステップ 3

インターフェイスに IPv6 ACL を適用します。ルータ ACL では、ACL が適用され
るレイヤ 3 インターフェイスにも IPv6 アドレスを設定する必要があります。

目的

IPv6 ACL のデフォルト設定
デフォルトでは、IPv6 ACL は設定または適用されていません。

他の機能およびスイッチとの相互作用
• ブリッジド フレームがポート ACL によってドロップされる場合、このフレームはブリッジ
ングされません。
• IPv4 ACL および IPv6 ACL の両方を 1 つのスイッチまたはスイッチ スタックに作成したり、
同一インターフェイスに適用できます。各 ACL には一意の名前が必要です。設定済みの名
前を使用しようとすると、エラー メッセージが表示されます。
IPv4 ACL と IPv6 ACL の作成、および同一のレイヤ 2 インターフェイスまたはレイヤ 3 イン
ターフェイスへの IPv4 ACL または IPv6 ACL の適用には、異なるコマンドを使用します。
ACL を付加するのに誤ったコマンドを使用すると（例えば、IPv6 ACL の付加に IPv4 コマン
ドを使用するなど）、エラー メッセージが表示されます。
• MAC ACL を使用して、IPv6 フレームをフィルタリングできません。MAC ACL は非 IP フ
レームだけをフィルタリングできます。
• ハードウェア メモリが満杯の場合、設定済みの ACL を追加すると、パケットは CPU に転送
され、ACL はソフトウェアで適用されます。ハードウェアが一杯になると、ACL がアンロー
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ドされたことを示すメッセージがコンソールに出力され、パケットはインターフェイスでド
ロップされます。

（注）

追加できなかった ACL と同じタイプのパケットのみ（ipv4、ipv6、MAC）が
インターフェイスでドロップされます。

• TCAM が満杯の場合、設定済みの ACL を追加すると、パケットは CPU に転送され、ACL は
ソフトウェアで適用されます。

IPv6 ACL の作成
IPv6 ACL を作成するには、次の手順に従ってください。

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。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステッ
プ2

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

configureterminal
例：
Switch# configure terminal

ステッ
プ3

ipv6access-listaccess-list-name

IPv6 アクセス リスト名を定義し、IPv6 アクセス リ
スト コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
ipv6 access-list access-list-name

ステッ
プ4

{deny|permit} protocol
例：
{deny | permit} protocol
{source-ipv6-prefix/prefix-length | any | host
source-ipv6-address}
[operator
[port-number]]{destination-ipv6-prefix/prefix-length
| any |host destination-ipv6-address}
[operator [port-number]][dscp value] [fragments][log]
[log-input] [routing][sequence value]
[time-range name]

条件が一致した場合にパケットを拒否する場合は
deny、許可する場合は permit を指定します。次に、
条件について説明します。
• protocol には、インターネット プロトコルの名
前または番号を入力します。ahp、esp、icmp、
ipv6、pcp、stcp、tcp、udp、または IPv6 プロト
コル番号を表す 0 ～ 255 の整数を使用できま
す。
• source-ipv6-prefix/prefix-length または
destination-ipv6-prefix/ prefix-length は、拒否条件
または許可条件を設定する送信元または宛先
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コマンドまたはアクション

目的
IPv6 ネットワークあるいはネットワーク クラス
で、コロン区切りの 16 ビット値を使用した 16
進形式で指定します（RFC 2373 を参照）。
• IPv6 プレフィックス ::/0 の短縮形として、any
を入力します。
• host source-ipv6-address または
destination-ipv6-address には、拒否条件または許
可条件を設定する送信元または宛先 IPv6 ホスト
アドレスを入力します。アドレスはコロン区切
りの 16 ビット値を使用した 16 進形式で指定し
ます。
• （任意）operator には、指定のプロトコルの送
信元ポートまたは宛先ポートを比較するオペラ
ンドを指定します。オペランドには、lt（より
小さい）、gt（より大きい）、eq（等しい）、
neq（等しくない）、range（包含範囲）があり
ます。
source-ipv6-prefix/prefix-length 引数のあとの operator
は、送信元ポートに一致する必要があります。
destination-ipv6- prefix/prefix-length 引数のあとの
operator は、宛先ポートに一致する必要があります。
• （任意）port-number は、0 ～ 65535 の 10 進数
または TCP あるいは UDP ポートの名前です。
TCP ポート名を使用できるのは、TCP のフィル
タリング時だけです。UDP ポート名を使用でき
るのは、UDP のフィルタリング時だけです。
• （任意）dscp value を入力して、各 IPv6 パケッ
ト ヘッダーの Traffic Class フィールド内のトラ
フィック クラス値と DiffServ コード ポイント
値を照合します。指定できる範囲は 0 ～ 63 で
す。
• （任意）fragments を入力して、先頭ではないフ
ラグメントを確認します。このキーワードが表
示されるのは、プロトコルが ipv6 の場合だけで
す。
• （任意）log を指定すると、エントリと一致す
るパケットに関するログ メッセージがコンソー
ルに送信されます。log-input を指定すると、ロ
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コマンドまたはアクション

目的
グ エントリに入力インターフェイスが追加され
ます。ロギングはルータ ACL でだけサポート
されます。
• （任意）routing を入力して、IPv6 パケットの
ルーティングを指定します。
• （任意）sequence value を入力して、アクセス
リスト ステートメントのシーケンス番号を指定
します。指定できる範囲は 1 ～ 4294967295 で
す。
• （任意）time-range name を入力して、拒否また
は許可ステートメントに適用される時間の範囲
を指定します。

ステッ
プ5

（任意）TCP アクセス リストおよびアクセス条件を
定義します。

{deny|permit} tcp
例：
{deny | permit} tcp {source-ipv6-prefix/prefix-length
| any | hostsource-ipv6-address}
[operator
[port-number]]{destination-ipv6-prefix/prefix-length
| any |hostdestination-ipv6-address}
[operator [port-number]][ack] [dscp
value][established] [fin]
[log][log-input] [neq {port |protocol}] [psh]
[range{port | protocol}] [rst][routing] [sequence
value]
[syn] [time-range name][urg]

TCP の場合は tcp を入力します。パラメータはステッ
プ 3 で説明されているパラメータと同じですが、次
に示すオプションのパラメータが追加されています。
• ack：確認応答（ACK）ビット セット
• established：確立された接続。TCP データグラ
ムに ACK または RST ビットが設定されている
場合、照合が行われます。
• fin：終了ビット セット。送信元からのデータは
それ以上ありません。
• neq {port | protocol}：所定のポート番号上にない
パケットだけを照合します。
• psh：プッシュ機能ビット セット
• range {port | protocol}：ポート番号の範囲内のパ
ケットだけを照合します。
• rst：リセット ビット セット
• syn：同期ビット セット
• urg：緊急ポインタ ビット セット
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ステッ
プ6

コマンドまたはアクション

目的

{deny|permit} udp

（任意）UDP アクセス リストおよびアクセス条件を
定義します。

例：
{deny | permit} udp {source-ipv6-prefix/prefix-length
| any | hostsource-ipv6-address}
[operator
[port-number]]{destination-ipv6-prefix/prefix-length
| any | hostdestination-ipv6-address}
[operator [port-number]][dscp value] [log][log-input]
[neq {port |protocol}] [range {port |protocol}]
[routing][sequence value][time-range name]

ステッ
プ7

{deny|permit} icmp
例：
{deny | permit} icmp
{source-ipv6-prefix/prefix-length | any |
hostsource-ipv6-address}
[operator [port-number]]
{destination-ipv6-prefix/prefix-length | any |
hostdestination-ipv6-address}
[operator [port-number]][icmp-type [icmp-code]
|icmp-message] [dscpvalue] [log] [log-input]
[routing] [sequence value][time-range name]

ユーザ データグラム プロトコルの場合は、udp を入
力します。UDP パラメータは TCP に関して説明され
ているパラメータと同じです。ただし、[operator
[port]] のポート番号またはポート名は、UDP ポート
の番号または名前でなければなりません。UDP の場
合、established パラメータは無効です。
（任意）ICMP アクセス リストおよびアクセス条件
を定義します。
インターネット制御メッセージ プロトコルの場合
は、icmp を入力します。ICMP パラメータはステッ
プ 3a の IP プロトコルの説明にあるパラメータとほ
とんど同じですが、ICMP メッセージ タイプおよび
コード パラメータが追加されています。オプション
のキーワードの意味は次のとおりです。
• icmp-type：ICMP メッセージ タイプでフィルタ
リングする場合に入力します。指定できる値の
範囲は、0 ～ 255 です。
• icmp-code：ICMP パケットを ICMP メッセージ
コード タイプでフィルタリングする場合に入力
します。指定できる値の範囲は、0 ～ 255 です。
• icmp-message：ICMP パケットを ICMP メッセー
ジ タイプ名または ICMP メッセージ タイプと
コード名でフィルタリングする場合に入力しま
す。ICMP メッセージのタイプ名およびコード
名のリストについては、? キーを使用するか、
またはこのリリースのコマンド リファレンスを
参照してください。

ステッ
プ8

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# end

ステッ
プ9

show ipv6 access-list

アクセス リストの設定を確認します。

例：
show ipv6 access-list
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ステッ
プ 10

コマンドまたはアクション

目的

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステッ
プ 11

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を
保存します。

copy running-config startup-config
例：
Switch# copy running-config startup-config

インターフェイスへの IPv6 ACL の適用
ここでは、ネットワーク インターフェイスに IPv6 ACL を適用する手順について説明します。レ
イヤ 3 インターフェイスで発信または着信トラフィックに、あるいはレイヤ 2 インターフェイス
で着信トラフィックに ACL を適用できます。
インターフェイスへのアクセスを制御する管理には、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

interface interface_id
例：
Switch# interface interface-id

ステップ 3

no switchport

アクセス リストを適用するレイヤ 2 インターフェイス（ポー
ト ACL 用）またはレイヤ 3 インターフェイス（ルータ ACL
用）を特定して、インターフェイス コンフィギュレーション
モードを開始します。
ルータ ACL を適用する場合は、インターフェイスをレイヤ 2
モード（デフォルト）からレイヤ 3 モードに変更します。

例：
Switch# no switchport

ステップ 4

ipv6 address ipv6_address
例：
Switch# ipv6 address ipv6-address

レイヤ 3 インターフェイス（ルータ ACL 用）で IPv6 アドレ
スを設定します。このコマンドは、レイヤ 2 インターフェイ
スでは、またはインターフェイスに明示的な IPv6 アドレスが
設定されている場合には、必要ありません。
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

ipv6 traffic-filter access-list-name

インターフェイスの着信トラフィックまたは発信トラフィッ
クにアクセス リストを適用します。out キーワードはレイヤ
2 インターフェイス（ポート ACL）ではサポートされません。

例：
Switch# ipv6 traffic-filter
access-list-name {in | out}

ステップ 6

end

特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z キーを押しても、
グローバル コンフィギュレーション モードを終了できます。

例：
Switch(config)# end

ステップ 7

show running-config

アクセス リストの設定を確認します。

ステップ 8

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存しま
す。

例：
copy running-config startup-config

IPv6 ACL の表示
1 つまたは複数の特権 EXEC コマンドを使用して、設定済みのすべてのアクセス リスト、すべて
の IPv6 アクセス リスト、または特定のアクセス リストに関する情報を表示できます。

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

show access-list

スイッチに設定されたすべてのアクセス リストを表
示します。

例：
Switch# show access-lists

ステップ 2

show ipv6 access-list acl_name

設定済みのすべての IPv6 アクセス リストまたは名
前付けされたアクセス リストを表示します。

例：
Switch# show ipv6 access-list
[access-list-name]
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IPv6 ACL の設定例
例：IPv6 ACL の作成
次に、CISCO と名前が付けられた IPv6 アクセス リストを設定する例を示します。リスト内の最
初の拒否エントリは、宛先 TCP ポート番号が 5000 より大きいパケットをすべて拒否します。2 番
めの拒否エントリは、送信元 UDP ポート番号が 5000 未満のパケットを拒否します。また、この
2 番めの拒否エントリは、すべての一致をコンソールに表示します。リスト内の最初の許可エン
トリは、すべての ICMP パケットを許可します。リスト内の 2 番めの許可エントリは、その他の
すべてのトラフィックを許可します。暗黙の全否定の条件が各 IPv6 アクセス リストの末尾にある
ため、2 番めの許可エントリは必要です。

（注）

ロギングは、レイヤ 3 インターフェイスでのみサポートされます。
Switch(config)# ipv6 access-list CISCO
Switch(config-ipv6-acl)# deny tcp any any gt 5000
Switch (config-ipv6-acl)# deny ::/0 lt 5000 ::/0 log
Switch(config-ipv6-acl)# permit icmp any any
Switch(config-ipv6-acl)# permit any any

例：IPv6 ACL の表示
次に、show access-lists 特権 EXEC コマンドの出力例を示します。出力には、スイッチまたはス
イッチ スタックに設定済みのすべてのアクセス リストが表示されます。
Switch #show access-lists
Extended IP access list hello
10 permit ip any any
IPv6 access list ipv6
permit ipv6 any any sequence 10

次に、show ipv6 access-lists 特権 EXEC コマンドの出力例を示します。出力には、スイッチまたは
スイッチ スタックに設定済みの IPv6 アクセス リストだけが表示されます。
Switch# show ipv6 access-list
IPv6 access list inbound
permit tcp any any eq bgp (8 matches) sequence 10
permit tcp any any eq telnet (15 matches) sequence 20
permit udp any any sequence 30
IPv6 access list outbound
deny udp any any sequence 10
deny tcp any any eq telnet sequence 20
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スパニングツリー プロトコルの設定
• 機能情報の確認, 209 ページ
• STP の制約事項, 209 ページ
• スパニング ツリー プロトコルに関する情報, 210 ページ
• スパニングツリー機能の設定方法, 223 ページ
• スパニングツリー ステータスのモニタリング, 238 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表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シスコ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 からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

STP の制約事項
• ルート スイッチとしてスイッチを設定しようとする場合、ルート スイッチにするために必
要な値が 1 未満だと、失敗します。
• ネットワークが、拡張システム ID をサポートするスイッチとサポートしないものの両方で
構成されている場合、拡張システム ID をサポートするスイッチがルート スイッチになる可
能性は低くなります。古いソフトウェアを実行している接続スイッチのプライオリティより
VLAN 番号が大きい場合は常に、拡張システム ID によってスイッチ プライオリティ値が増
加します。
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• 各スパニングツリー インスタンスのルート スイッチは、バックボーンまたはディストリ
ビューション スイッチでなければなりません。アクセス スイッチをスパニングツリー プラ
イマリ ルートとして設定しないでください。
• Catalyst 2960-L スイッチは、最大 24 の VLAN でスパニング ツリー プロトコルをサポートし
ます。
関連トピック
ルート switchの設定, （226 ページ）
ブリッジ ID、デバイス プライオリティ、および拡張システム ID, （213 ページ）
スパニングツリー トポロジと BPDU, （211 ページ）
接続を維持するためのエージング タイムの短縮, （219 ページ）

スパニング ツリー プロトコルに関する情報
スパニングツリー プロトコル
スパニングツリー プロトコル（STP）は、ネットワーク内のループを回避しながらパスを冗長化
するためのレイヤ 2 リンク管理プロトコルです。レイヤ 2 イーサネット ネットワークが正常に動
作するには、任意の 2 つのステーション間で存在できるアクティブ パスは 1 つだけです。エンド
ステーション間に複数のアクティブ パスがあると、ネットワークにループが生じます。このルー
プがネットワークに発生すると、エンド ステーションにメッセージが重複して到着する可能性が
あります。スイッチは、複数のレイヤ 2 インターフェイスのエンド ステーション MAC アドレス
を学習する可能性もあります。このような状況によって、ネットワークが不安定になります。ス
パニングツリーの動作は透過的であり、エンド ステーション側で、単一 LAN セグメントに接続
されているのか、複数セグメントからなるスイッチド LAN に接続されているのかを検出すること
はできません。
STP は、スパニングツリー アルゴリズムを使用し、スパニングツリーのルートとして冗長接続
ネットワーク内のスイッチを 1 つ選択します。アルゴリズムは、次に基づき、各ポートにロール
を割り当て、スイッチド レイヤ 2 ネットワークを介して最良のループフリー パスを算出します。
アクティブ トポロジでのポートの役割：
• ルート：スパニングツリー トポロジに対して選定される転送ポート
• 指定：各スイッチド LAN セグメントに対して選定される転送ポート
• 代替：スパニングツリーのルート ブリッジへの代替パスとなるブロック ポート
• バックアップ：ループバック コンフィギュレーションのブロック ポート
すべてのポートに役割が指定されているスイッチ、またはバックアップの役割が指定されている
スイッチはルート スイッチです。 少なくとも 1 つのポートに役割が指定されているスイッチは、
指定スイッチを意味します。
冗長データ パスはスパニングツリーによって、強制的にスタンバイ（ブロックされた）ステート
にされます。スパニングツリーのネットワーク セグメントでエラーが発生したときに冗長パスが

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
210

スパニング ツリー プロトコルに関する情報

存在する場合は、スパニングツリーアルゴリズムがスパニングツリートポロジを再計算し、スタ
ンバイ パスをアクティブにします。スイッチは、スパニングツリー フレーム （ブリッジ プロト
コル データ ユニット（BPDU）と呼ばれる）を定期間隔で送受信します。スイッチはこのフレー
ムを転送しませんが、このフレームを使用してループフリー パスを構築します。 BPDU には、ス
イッチおよび MAC アドレス、スイッチの優先順位、ポートの優先順位、およびパス コストを含
む、送信側スイッチとそのポートに関する情報が含まれます。スパニングツリーはこの情報を使
用して、スイッチド ネットワーク用のルート スイッチおよびルート ポートを選定し、さらに、
各スイッチド セグメントのルート ポートおよび指定ポートを選定します。
スイッチの 2 つのポートがループの一部である場合、 spanning-tree および、パス コスト設定は、
どのポートがフォワーディングステートになるか、およびどのポートがブロッキングステートに
なるかを制御します。スパニングツリー ポート プライオリティ値は、ネットワーク トポロジに
おけるポートの位置とともに、トラフィック転送におけるポートの位置がどれだけ適切であるか
を表します。The コスト値は、メディア速度を表します。

（注）

デフォルトではスイッチは、Small Form-Factor Pluggable（SFP）モジュールを備えていないイ
ンターフェイスにだけ、（接続が稼働していることを確認するために）キープアライブ メッ
セージを送信します。[no] keepalive インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを
キーワードなしで入力すると、インターフェイスのデフォルトを変更できます。

スパニングツリー トポロジと BPDU
スイッチド ネットワーク内の安定したアクティブ スパニングツリー トポロジは、次の要素によっ
て制御されます。
• スイッチ上の各 VLAN に関連付けられた一意のブリッジ ID（スイッチ プライオリティおよ
び MAC アドレス）。スイッチ スタックでは、ある特定のスパニングツリー インスタンスに
対して、すべてのスイッチが同一のブリッジ ID を使用します。
• ルート スイッチに対するスパニングツリー パス コスト。
• 各レイヤ 2 インターフェイスに対応付けられたポート ID（ポート プライオリティおよび MAC
アドレス）。
ネットワーク内のスイッチに電源が入ると、各機能はルート スイッチとして機能します。各ス
イッチは、そのすべてのポートからコンフィギュレーション BPDU を送信します。BPDU によっ
て通信が行われ、スパニングツリー トポロジが計算されます。各設定BPDU には、次の情報が含
まれています。
• 送信スイッチがルート スイッチとして識別するスイッチの一意のブリッジ ID
• ルートまでのスパニングツリー パス コスト
• 送信スイッチのブリッジ ID
• メッセージ エージ
• 送信側インターフェイス ID
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• hello タイマー、転送遅延タイマー、および max-age プロトコル タイマーの値
スイッチは、優位な情報（より小さいブリッジ ID、より低いパス コストなど）が含まれているコ
ンフィギュレーション BPDU を受信すると、そのポートに対する情報を保存します。この BPDU
をスイッチのルート ポート上で受信した場合、そのスイッチが指定スイッチとなっているすべて
の接続 LAN に、更新したメッセージを付けて BPDU を転送します。
スイッチは、そのポートに現在保存されている情報よりも下位の情報を含むコンフィギュレーショ
ン BPDU を受信した場合は、その BPDU を廃棄します。スイッチが下位 BPDU を受信した LAN
の指定スイッチである場合、そのポートに保存されている最新情報を含む BPDU をその LAN に
送信します。このようにして下位情報は廃棄され、優位情報がネットワークで伝播されます。
BPDU の交換によって、次の処理が行われます。
• ネットワーク内の 1 つのスイッチがとして選択されます。ルート スイッチ（スイッチド ネッ
トワークのスパニングツリー トポロジーの論理的な中心）。箇条書きの項目の下の図を参照
してください。
VLAN ごとに、スイッチ プライオリティが最も高い（最も小さい数字の優先順位の値）ス
イッチがルート スイッチとして選択されます。すべてのスイッチがデフォルトのプライオリ
ティ（32768）で設定されている場合、VLAN 内で MAC アドレスの最も小さいスイッチが
ルート スイッチになります。スイッチのプライオリティ値は、次の図のようにブリッジ ID
の最上位ビットを占めます。
• スイッチごとに（ルート スイッチを除く）、ルート ポートが 1 つ選択されます。このポー
トは、スイッチからルート スイッチにパケットを転送するときに最適パス（最小コスト）を
提供します。
• スタック ルート スイッチ上の 1 つの発信ポートだけが、ルート ポートとして選択されます。
スタック内の残りのスイッチは、次の図に示すように指定スイッチになります（switch 2 お
よびswitch 3）。
• ルート スイッチへの最短距離は、パス コストに基づいてスイッチごとに計算されます。
• LAN セグメントごとに指定スイッチが選択されます。指定スイッチは、その LAN からルー
ト スイッチにパケットを転送するときの最小パス コストを提供します。DP は、指定スイッ
チが LAN に接続されているポートです。
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1 つのスタック メンバーがスタック ルート スイッチとして選択されます。スタック ルート スイッ
チには出力ルート ポート（switch 1）が含まれます。
図 5：switch スタックのスパニング ツリー ポート ステート

スイッチドネットワーク上のいずれの地点からもルートスイッチに到達する場合に必要のないパ
スはすべて、スパニングツリー ブロッキング モードになります。
関連トピック
ルート switchの設定, （226 ページ）
STP の制約事項, （209 ページ）

ブリッジ ID、デバイス プライオリティ、および拡張システム ID
IEEE 802.1D 標準では、それぞれのスイッチに固有のルートスイッチの選択を制御するブリッジ識
別子（ブリッジ ID）が必要です。各 VLAN は PVST+ と Rapid PVST+ によって異なる論理ブリッ
ジと見なされるので、同一のスイッチは設定された各 VLAN とは異なるブリッジ ID を保有して
いる必要があります。スイッチ上の各 VLAN には一意の 8 バイト ブリッジ ID が設定されます。
上位の 2 バイトはスイッチ プライオリティに使用され、残りの 6 バイトがスイッチの MAC アド
レスから取得されます。
スイッチでは IEEE 802.1t スパニングツリー拡張機能がサポートされ、従来はスイッチ プライオリ
ティに使用されていたビットの一部が VLAN ID として使用されるようになりました。その結果、
スイッチに割り当てられる MAC アドレスが少なくなり、より広い範囲の VLAN ID をサポートで
きるようになり、しかもブリッジ ID の一意性を損なうこともありません。
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従来はスイッチ プライオリティに使用されていた 2 バイトが、4 ビットのプライオリティ値と 12
ビットの拡張システム ID 値（VLAN ID と同じ）に割り当てられています。
表 25：デバイス プライオリティ値および拡張システム ID

プライオリティ値
ビッ
ト 16

ビッ
ト 15

拡張システム ID（VLAN ID と同設定）

ビッ ビッ ビッ ビッ ビッ ビッ ビッ ビッ ビッ ビッ ビッ ビッ ビッ ビッ
ト 14 ト 13 ト 12 ト 11 ト 10 ト 9 ト 8 ト 7 ト 6 ト 5 ト 4 ト 3 ト 2 ト 1

32768 16384 8192 4096 2048 1024 512

256 128 64

32

16

8

4

2

1

スパニングツリーは、ブリッジ ID を VLAN ごとに一意にするために、拡張システム ID、スイッ
チ プライオリティ、および割り当てられたスパニングツリー MAC アドレスを使用します。スイッ
チ スタックは他のネットワークからは単一のスイッチとして認識されるため、スタック内のすべ
てのスイッチは、指定のスパニングツリーに対して同一のブリッジ ID を使用します。スタック
マスターに障害が発生した場合、スタック メンバは新しいスタック マスターの新しい MAC アド
レスに基づいて、実行中のすべてのスパニングツリーのブリッジ ID を再計算します。
拡張システム ID のサポートにより、ルート スイッチ、セカンダリ ルート スイッチ、および VLAN
のスイッチ プライオリティの手動での設定方法に影響が生じます。たとえば、スイッチのプライ
オリティ値を変更すると、スイッチがルート スイッチとして選定される可能性も変更されること
になります。大きい値を設定すると可能性が低下し、値が小さいと可能性が増大します。
指定された VLAN のルート スイッチに 24576 に満たないスイッチ プライオリティが設定されて
いる場合は、スイッチはその VLAN について、自身のプライオリティを最小のスイッチ プライオ
リティより 4096 だけ小さい値に設定します4096 は、表に示すように 4 ビット スイッチ スイッチ
プライオリティ値の最下位ビットの値です。
関連トピック
ルート switchの設定, （226 ページ）
STP の制約事項, （209 ページ）
ルート switchの設定, （266 ページ）
ルート スイッチ, （243 ページ）
MST リージョン設定の指定と MSTP のイネーブル化, （263 ページ）

ポート プライオリティとパス コスト
ループが発生した場合、スパニングツリーはポート プライオリティを使用して、フォワーディン
グ ステートにするインターフェイスを選択します。最初に選択されるインターフェイスには高い
プライオリティ値（小さい数値）を割り当て、最後に選択されるインターフェイスには低いプラ
イオリティ値（高い数値）を割り当てることができます。すべてのインターフェイスに同じプラ
イオリティ値が与えられている場合、スパニングツリーはインターフェイス番号が最小のインター
フェイスをフォワーディング ステートにし、他のインターフェイスをブロックします。
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スパニングツリー パス コストのデフォルト値は、インターフェイスのメディア速度に基づきま
す。ループが発生した場合、スパニングツリーはコストを使用して、フォワーディング ステート
にするインターフェイスを選択します。最初に選択されるインターフェイスには低いコスト値を
割り当て、最後に選択されるインターフェイスには高いコスト値を割り当てることができます。
すべてのインターフェイスに同じコスト値が与えられている場合、スパニングツリーはインター
フェイス番号が最小のインターフェイスをフォワーディング ステートにし、他のインターフェイ
スをブロックします。
関連トピック
ポート プライオリティの設定, （229 ページ）
パス コストの設定, （231 ページ）

スパニングツリー インターフェイス ステート
プロトコル情報がスイッチド LAN を通過するとき、伝播遅延が生じることがあります。その結
果、スイッチド ネットワークのさまざまな時点および場所でトポロジーの変化が発生します。イ
ンターフェイスがスパニングツリートポロジに含まれていない状態からフォワーディングステー
トに直接移行すると、一時的にデータ ループが形成されることがあります。インターフェイスは
新しいトポロジ情報がスイッチド LAN 上で伝播されるまで待機し、フレーム転送を開始する必要
があります。インターフェイスはさらに、古いトポロジで使用されていた転送フレームのフレー
ム存続時間を満了させることも必要です。
スパニングツリーを使用しているスイッチの各レイヤ 2 インターフェイスは、次のいずれかのス
テートになります。
• ブロッキング：インターフェイスはフレーム転送に関与しません。
• リスニング：インターフェイスをフレーム転送に関与させることをスパニングツリーが決定
した場合、ブロッキング ステートから最初に移行するステートです。
• ラーニング：インターフェイスはフレーム転送に関与する準備をしている状態です。
• フォワーディング：インターフェイスはフレームを転送します。
• ディセーブル：インターフェイスはスパニングツリーに含まれません。シャットダウン ポー
トであるか、ポート上にリンクがないか、またはポート上でスパニングツリー インスタンス
が稼働していないためです。
インターフェイスは次のように、ステートを移行します。
• 初期化からブロッキング
• ブロッキングからリスニングまたはディセーブル
• リスニングからラーニングまたはディセーブル
• ラーニングからフォワーディングまたはディセーブル
• フォワーディングからディセーブル
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インターフェイスはこれらのステート間を移動します。
図 6：スパニングツリー インターフェイス ステート

デフォルト設定では、スイッチを起動するとスパニングツリーがイネーブルになります。その後、
スイッチの各インターフェイス、VLAN、ネットワークがブロッキング ステートからリスニング
およびラーニングという移行ステートを通過します。スパニングツリーは、フォワーディング ス
テートまたはブロッキング ステートで各インターフェイスを安定させます。
スパニングツリー アルゴリズムがレイヤ 2 インターフェイスをフォワーディング ステートにする
場合、次のプロセスが発生します。
1 スパニングツリーがインターフェイスをブロッキング ステートに移行させるプロトコル情報を
待つ間、インターフェイスはリスニング ステートになります。
2 スパニングツリーは転送遅延タイマーの満了を待ち、インターフェイスをラーニング ステート
に移行させ、転送遅延タイマーをリセットします。
3 ラーニング ステートの間、スイッチが転送データベースのエンド ステーションの位置情報を
学習しているとき、インターフェイスはフレーム転送をブロックし続けます。
4 転送遅延タイマーが満了すると、スパニングツリーはインターフェイスをフォワーディング ス
テートに移行させ、このときラーニングとフレーム転送の両方が可能になります。
ブロッキング ステート
ブロッキング ステートのレイヤ 2 インターフェイスはフレームの転送に関与しません。初期化
後、スイッチの各インターフェイスに BPDU が送信されます。スイッチは最初、他のスイッチと
BPDU を交換するまで、ルートとして動作します。この交換により、ネットワーク内でどのスイッ
チがルートまたはルート スイッチになるかが確立されます。ネットワーク内にスイッチが 1 つし
かない場合は交換は行われず、転送遅延タイマーが満了し、インターフェイスがリスニング ス
テートになります。インターフェイスはスイッチの初期化後、必ずブロッキング ステートになり
ます。
ブロッキング ステートのインターフェイスは、次の機能を実行します。
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• インターフェイス上で受信したフレームを廃棄します。
• 転送用に他のインターフェイスからスイッチングされたフレームを廃棄します。
• アドレスを学習しません。
• BPDU を受信します。
リスニング ステート
リスニング ステートは、ブロッキング ステートを経て、レイヤ 2 インターフェイスが最初に移行
するステートです。インターフェイスがリスニング ステートになるのは、スパニングツリーに
よってそのインターフェイスのフレーム転送への関与が決定された場合です。
リスニング ステートのインターフェイスは、次の機能を実行します。
• インターフェイス上で受信したフレームを廃棄します。
• 転送用に他のインターフェイスからスイッチングされたフレームを廃棄します。
• アドレスを学習しません。
• BPDU を受信します。
ラーニング ステート
ラーニング ステートのレイヤ 2 インターフェイスは、フレームの転送に関与できるように準備し
ます。インターフェイスはリスニング ステートからラーニング ステートに移行します。
ラーニング ステートのインターフェイスは、次の機能を実行します。
• インターフェイス上で受信したフレームを廃棄します。
• 転送用に他のインターフェイスからスイッチングされたフレームを廃棄します。
• アドレスを学習します。
• BPDU を受信します。
フォワーディング ステート
フォワーディング ステートのレイヤ 2 インターフェイスは、フレームを転送します。インター
フェイスはラーニング ステートからフォワーディング ステートに移行します。
フォワーディング ステートのインターフェイスは、次の機能を実行します。
• インターフェイス上でフレームを受信して転送します。
• 他のインターフェイスからスイッチングされたフレームを転送します。
• アドレスを学習します。
• BPDU を受信します。
ディセーブル ステート
ブロッキング ステートのレイヤ 2 インターフェイスは、フレームの転送やスパニングツリーに関
与しません。ディセーブル ステートのインターフェイスは動作不能です。
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ディセーブル インターフェイスは、次の機能を実行します。
• インターフェイス上で受信したフレームを廃棄します。
• 転送用に他のインターフェイスからスイッチングされたフレームを廃棄します。
• アドレスを学習しません。
• BPDU を受信しません。

switch またはポートがルート switchまたはルート ポートになる仕組み
ネットワーク上のすべてのスイッチがデフォルトのスパニングツリー設定でイネーブルになって
いる場合、最小の MAC アドレスを持つスイッチがルート スイッチになります。
switch A はルート スイッチとして選択されます。すべてのスイッチのスイッチのプライオリティ
がデフォルト（32768）に設定されており、switch A の MAC アドレスが最も小さいためです。た
だし、トラフィック パターン、転送インターフェイスの数、またはリンク タイプによっては、
switch A が最適なルート スイッチとは限りません。ルート スイッチになるように、最適なスイッ
チのプライオリティを引き上げる（数値を引き下げる）と、スパニングツリーの再計算が強制的
に行われ、最適なスイッチをルートとした新しいトポロジが形成されます。
図 7：スパニングツリー トポロジ

スパニングツリー トポロジがデフォルトのパラメータに基づいて算出された場合、スイッチド
ネットワークの送信元エンドステーションから宛先エンドステーションまでのパスが最適になら
ない場合があります。たとえば、ルート ポートよりプライオリティの高いインターフェイスに高
速リンクを接続すると、ルート ポートが変更される可能性があります。最高速のリンクをルート
ポートにすることが重要です。
たとえば、switch B のあるポートがギガビット イーサネット リンクで、switch上の別のポート
（10/100 リンク）がルート ポートであると仮定します。ネットワーク トラフィックはギガビット
イーサネット リンクに流す方が効率的です。ギガビット イーサネット ポートのスパニングツリー
ポート プライオリティをルート ポートより高くする（数値を小さくする）と、ギガビット イー
サネット ポートが新しいルート ポートになります。
関連トピック
ポート プライオリティの設定, （229 ページ）
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スパニングツリーおよび冗長接続
2 つのスイッチ インターフェイスを別の 1 台のデバイス、または 2 台の異なるデバイスに接続す
ることにより、スパニングツリーを使用して冗長バックボーンを作成できます。スパニングツリー
は一方のインターフェイスを自動的にディセーブルにし、他方でエラーが発生した場合にはその
ディセーブルにしていた方をイネーブルにします。一方のリンクが高速で、他方が低速の場合、
必ず、低速の方のリンクがディセーブルになります。速度が同じ場合、ポート プライオリティと
ポート ID が加算され、最大値を持つリンクがスパニングツリーによってディセーブルにされま
す。
図 8：スパニングツリーおよび冗長接続

EtherChannel グループを使用して、スイッチ間に冗長リンクを設定することもできます。

スパニングツリー アドレスの管理
IEEE 802.1D では、各種ブリッジ プロトコルに使用させるために、0x00180C2000000 ～
0x0180C2000010 の範囲で 17 のマルチキャスト アドレスが規定されています。これらのアドレス
は削除できないスタティック アドレスです。
スパニングツリーがイネーブルの場合、スイッチまたはスタック内の各スイッチの CPU は
0x0180C2000000 および 0x0180C2000010 宛てのパケットを受信します。スパニングツリーがディ
セーブルの場合は、スイッチまたはスタック内の各スイッチは、それらのパケットを不明のマル
チキャスト アドレスとして転送します。

接続を維持するためのエージング タイムの短縮
ダイナミック アドレスのエージング タイムはデフォルトで 5 分です。これは、mac address-table
aging-time グローバル コンフィギュレーション コマンドのデフォルトの設定です。ただし、スパ
ニングツリーの再構成により、多数のステーションの位置が変更されることがあります。このよ
うなステーションは、再構成中、5 分以上にわたって到達できないことがあるので、アドレス テー
ブルからステーション アドレスを削除し、改めて学習できるように、アドレス エージング タイ
ムが短縮されます。スパニングツリー再構成時に短縮されるエージング タイムは、転送遅延パラ
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メータ値（spanning-tree vlan vlan-id forward-time seconds グローバル コンフィギュレーション コ
マンド）と同じです。
各 VLAN はそれぞれ独立したスパニングツリー インスタンスであるため、スイッチは VLAN 単
位でエージング タイムを短縮します。ある VLAN でスパニングツリーの再構成が行われると、そ
の VLAN で学習されたダイナミック アドレスがエージング タイム短縮の対象になります。他の
VLAN のダイナミック アドレスは影響を受けず、スイッチで設定されたエージング間隔がそのま
ま保持されます。
関連トピック
ルート switchの設定, （226 ページ）
STP の制約事項, （209 ページ）

スパニングツリー モードおよびプロトコル
このスイッチでサポートされるモードおよびプロトコルは、次のとおりです。
• PVST+：このスパニングツリー モードは、IEEE 802.1D 標準およびシスコ独自の拡張機能に
準拠します。PVST+ はスイッチ上の各 VLAN でサポートされる最大数まで動作し、各 VLAN
にネットワーク上でのループフリー パスを提供します。
PVST+ は、対象となる VLAN にレイヤ 2 ロード バランシングを提供します。ネットワーク
上の VLAN を使用してさまざまな論理トポロジを作成し、特定のリンクに偏らないようにす
べてのリンクを使用できるようにします。VLAN 上の PVST+ インスタンスごとに、それぞ
れ 1 つのルート スイッチがあります。このルート スイッチは、その VLAN に対応するスパ
ニングツリー情報を、ネットワーク上の他のすべてのスイッチに伝送します。このプロセス
により、各スイッチがネットワークに関する共通の情報を持つため、ネットワーク トポロジ
が確実に維持されます。
• Rapid PVST+：このスパニングツリー モードは、IEEE 802.1w 標準に準拠した高速コンバー
ジェンスを使用する以外は PVST+ と同じです。15.2(4)E リリース以降、STP のデフォルト
モードは Rapid PVST+ です。高速コンバージェンスを行うため、Rapid PVST+ はトポロジ変
更を受信すると、ポート単位でダイナミックに学習した MAC アドレス エントリをただちに
削除します。このような場合、PVST+ では、ダイナミックに学習した MAC アドレス エント
リには短いエージング タイムが使用されます。
Rapid PVST+ は PVST+ と同じ設定を使用しているので（特に明記する場合を除く）、スイッ
チで必要なことは最小限の追加設定のみです。Rapid PVST+ の利点は、大規模な PVST+ のイ
ンストール ベースを Rapid PVST+ に移行する際に、複雑なマルチ スパニングツリー プロト
コル（MSTP）設定の学習やネットワーク再設定の必要がないことです。Rapid PVST+ モー
ドでは、各 VLAN は独自のスパニングツリー インスタンスを最大数実行します。
• MSTP：このスパニングツリー モードは IEEE 802.1s 標準に準拠しています。複数の VLAN
を同一のスパニングツリー インスタンスにマッピングし、多数の VLAN をサポートする場
合に必要となるスパニングツリー インスタンスの数を減らすことができます。MSTP は Rapid
Spanning-Tree Protocol（RSTP）（IEEE 802.1w 準拠）上で実行され、転送遅延を解消し、ルー
ト ポートおよび指定ポートをフォワーディング ステートにすばやく移行することにより、
スパニングツリーの高速コンバージェンスを可能にします。
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関連トピック
スパニングツリー モードの変更, （223 ページ）

サポートされるスパニングツリー インスタンス
PVST+ または Rapid PVST+ モードでは、スイッチまたはスイッチ スタックは最大 128 のスパニン
グツリー インスタンスをサポートします。
MSTP モードでは、スイッチまたはスイッチ スタックは最大 65 の MST インスタンスをサポート
します。特定の MST インスタンスにマッピング可能な VLAN 数に制限はありません。
関連トピック
スパニング ツリーのディセーブル化, （225 ページ）
スパニングツリー機能のデフォルト設定, （222 ページ）
MSTP のデフォルト設定, （259 ページ）

スパニングツリーの相互運用性と下位互換性
MSTP および PVST+ が混在したネットワークでは、Common Spanning-Tree（CST）のルートは
MST バックボーンの内側に配置する必要があり、PVST+ スイッチを複数の MST リージョンに接
続することはできません。
ネットワーク内に Rapid PVST+ を実行しているスイッチと PVST+ を実行しているスイッチが存在
する場合、Rapid PVST+ スイッチと PVST+ スイッチを別のスパニングツリー インスタンスに設定
することを推奨します。Rapid PVST+ スパニングツリー インスタンスでは、ルート スイッチは
Rapid PVST+ スイッチでなければなりません。PVST+ インスタンスでは、ルート スイッチは PVST+
スイッチでなければなりません。PVST+ スイッチはネットワークのエッジに配置する必要があり
ます。
表 26：PVST+、MSTP、Rapid PVST+ の相互運用性と互換性

PVST+

MSTP

Rapid PVST+

PVST+

あり

あり（制限あり）

あり（PVST+ に戻る）

MSTP

あり（制限あり）

あり

あり（PVST+ に戻る）

Rapid PVST+

あり（PVST+ に戻る） あり（PVST+ に戻る）

あり

関連トピック
MST リージョン設定の指定と MSTP のイネーブル化, （263 ページ）
MSTP 設定時の注意事項, （242 ページ）
MST リージョン, （243 ページ）
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STP および IEEE 802.1Q トランク
VLAN トランクに関する IEEE 802.1Q 規格は、ネットワークのスパニングツリー ストラテジに一
定の制限を設けています。この規格では、トランク上で使用できるすべての VLAN に対して、1
つのスパニングツリー インスタンスしか認められません。ただし、IEEE 802.1Q トランクを介し
て接続される Cisco スイッチのネットワークにおいて、スイッチはトランク上で許容される VLAN
ごとに 1 つのスパニングツリー インスタンスを維持します。
IEEE 802.1Q トランクを介して Cisco スイッチを他社製のデバイスに接続する場合、Cisco スイッ
チは PVST+ を使用してスパニングツリーの相互運用性を実現します。Rapid PVST+ がイネーブル
の場合、スイッチは PVST+ ではなく Rapid PVST+ を使用します。スイッチは、トランクの IEEE
802.1Q VLAN のスパニングツリー インスタンスと他社の IEEE 802.1Q スイッチのスパニングツ
リー インスタンスを結合します。
ただし、PVST+ または Rapid PVST+ の情報はすべて、他社製の IEEE 802.1Q スイッチからなるク
ラウドにより分離された Cisco スイッチによって維持されます。Cisco スイッチを分離する他社製
の IEEE 802.1Q クラウドは、スイッチ間の単一トランク リンクとして扱われます。
PVST+ は IEEE 802.1Q トランクで自動的に有効になるので、ユーザ側で設定する必要はありませ
ん。アクセス ポートおよび ISL（スイッチ間リンク）トランク ポートでの外部スパニングツリー
の動作は、PVST+ の影響を受けません。

VLAN ブリッジ スパニングツリー
シスコ VLAN ブリッジ スパニングツリーは、フォールバック ブリッジング機能（ブリッジ グルー
プ）で使用し、DECnet などの IP 以外のプロトコルを 2 つ以上の VLAN ブリッジ ドメインまたは
ルーテッド ポート間で伝送します。VLAN ブリッジ スパニングツリーにより、ブリッジ グルー
プは個々の VLAN スパニングツリーの上部にスパニングツリーを形成できるので、VLAN 間で複
数の接続がある場合に、ループが形成されないようにします。また、ブリッジングされている
VLAN からの個々のスパニングツリーが単一のスパニングツリーに縮小しないようにする働きも
します。
VLAN ブリッジ スパニングツリーをサポートするには、一部のスパニングツリー タイマーを増や
します。フォールバック ブリッジング機能を使用するには、スイッチで IP サービス フィーチャ
セットをイネーブルにする必要があります。

スパニングツリー機能のデフォルト設定
表 27：スパニングツリー機能のデフォルト設定

機能

デフォルト設定

イネーブル ステート

VLAN 1 上でイネーブル

スパニングツリー モード

Rapid PVST+（PVST+ と MSTP は
ディセーブル）
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機能

デフォルト設定

switch プライオリティ

32768

スパニングツリー ポート プライオリティ（インターフェイス 128
単位で設定可能）
スパニングツリー ポート コスト（インターフェイス単位で設 1000 Mb/s：4
定可能）
100 Mb/s：19
10 Mb/s：100
スパニングツリー VLAN ポート プライオリティ（VLAN 単位 128
で設定可能）
スパニングツリー VLAN ポート コスト（VLAN 単位で設定可 1000 Mb/s：4
能）
100 Mb/s：19
10 Mb/s：100
スパニングツリー タイマー

hello タイム：2 秒
転送遅延時間：15 秒
最大エージング タイム：20 秒
転送保留カウント：6 BPDU

（注）

Cisco IOS Release 15.2(4)E 以降では、デフォルトの STP モードは Rapid PVST+ です。
関連トピック
スパニング ツリーのディセーブル化, （225 ページ）
サポートされるスパニングツリー インスタンス, （221 ページ）

スパニングツリー機能の設定方法
スパニングツリー モードの変更
スイッチは次の 3 つのスパニングツリー モードをサポートします。Per-VLAN Spanning-Tree Plus
（PVST+）、Rapid PVST+、またはマルチ スパニングツリー プロトコル（MSTP）。デフォルト
では、スイッチは Rapid PVST+ プロトコルを実行します。
デフォルト モード以外のモードをイネーブルにする場合、この手順は必須です。
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手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. spanning-tree mode {pvst | mst | rapid-pvst}
4. interface interface-id
5. spanning-tree link-type point-to-point
6. end
7. clear spanning-tree detected-protocols

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。パスワードを入力しま
す（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

ステップ 4

spanning-tree mode {pvst | mst |
rapid-pvst}

• PVST+ をイネーブルにするには、pvst を選択します。

例：

• MSTP をイネーブルにするには、mst を選択します。

Switch(config)# spanning-tree
mode pvst

• rapid-pvst を選択して、Rapid PVST+ をイネーブルにします。

interface interface-id

Switch(config)# interface
GigabitEthernet1/0/1

設定するインターフェイスを指定し、インターフェイス コンフィ
ギュレーション モードを開始します。有効なインターフェイスと
しては、物理ポート、VLAN、ポート チャネルなどがあります。
VLAN ID の範囲は 1 ～ 4094 です。指定できるポートチャネルの
範囲は 1 ～ 48 です。

spanning-tree link-type
point-to-point

このポートのリンク タイプがポイントツーポイントであることを
指定します。

例：

ステップ 5

スパニングツリー モードを設定します。

例：
Switch(config-if)# spanning-tree
link-type point-to-point

このポート（ローカル ポート）をポイントツーポイント リンク
でリモート ポートと接続し、ローカル ポートが指定ポートにな
ると、スイッチはリモート ポートとネゴシエーションし、ローカ
ル ポートをフォワーディング ステートにすばやく変更します。
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ステップ 6

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：
Switch(config-if)# end

ステップ 7

clear spanning-tree
detected-protocols
例：
Switch# clear spanning-tree
detected-protocols

スイッチ上のいずれかのポートが IEEE 802.1D レガシー スイッチ
上のポートに接続されている場合は、このコマンドによりスイッ
チ全体のプロトコル移行プロセスを再開します。
このステップは、このスイッチで Rapid PVST+ が稼働しているこ
とを指定スイッチが検出する場合のオプションです。

関連トピック
スパニングツリー モードおよびプロトコル, （220 ページ）

スパニング ツリーのディセーブル化
スパニングツリーはデフォルトで、VLAN 1 およびスパニングツリー限度を上限として新しく作
成されたすべての VLAN 上でイネーブルです。スパニングツリーをディセーブルにするのは、
ネットワーク トポロジにループがないことが確実な場合だけにしてください。

注意

スパニングツリーがディセーブルでありながら、トポロジにループが存在していると、余分な
トラフィックが発生し、パケットの重複が無限に繰り返されることによって、ネットワークの
パフォーマンスが大幅に低下します。
この手順は任意です。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. no spanning-tree vlan vlan-id
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。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

no spanning-tree vlan vlan-id

vlan-id に指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。

例：
Switch(config)# no spanning-tree vlan
300

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# end

関連トピック
サポートされるスパニングツリー インスタンス, （221 ページ）
スパニングツリー機能のデフォルト設定, （222 ページ）

ルート switchの設定
指定された VLAN でスイッチをルートとして設定するには、spanning-tree vlan vlan-idroot グロー
バル コンフィギュレーション コマンドを使用して、スイッチ プライオリティをデフォルト値
（32768）から、それより大幅に小さい値に変更します。このコマンドを入力すると、ソフトウェ
アが各 VLAN について、ルート スイッチのスイッチ プライオリティを確認します。拡張システ
ム ID をサポートするため、スイッチは指定された VLAN の自身のプライオリティを 24576 に設
定します。この値によって、このスイッチを指定された VLAN のルートに設定できます。
レイヤ 2 ネットワークの直径（つまり、レイヤ 2 ネットワーク上の任意の 2 つのエンド ステー
ション間の最大スイッチ ホップ カウント）を指定するには、diameter キーワードを使用します。
ネットワーク直径を指定すると、スイッチはその直径を持つネットワークに最適な helloタイム、
転送遅延時間、および最大エージング タイムを自動的に設定します。その結果、コンバージェン
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スに要する時間が大幅に短縮されます。hello キーワードを使用して、自動的に計算される hello
タイムを上書きすることができます。
この手順は任意です。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. spanning-tree vlan vlan-idroot primary [diameter net-diameter
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。パスワードを入力
します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

spanning-tree vlan vlan-idroot primary 指定された VLAN のルートになるように、スイッチを設定し
[diameter net-diameter
ます。
• vlan-id には、VLAN ID 番号で識別された単一の VLAN、

例：
Switch(config)# spanning-tree vlan
20-24 root primary diameter 4

ハイフンで区切られた範囲の VLAN、またはカンマで区
切られた一連の VLAN を指定できます。指定できる範囲
は 1 ～ 4094 です。
• （オプション）diameter net-diameter には、任意の 2 つの
エンド ステーション間の最大スイッチ数を指定します。
範囲は 2 ～ 7 です。

ステップ 4

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end
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次の作業
ルート スイッチとしてスイッチを設定した後で、spanning-tree vlan vlan-idhello-time、spanning-tree
vlan vlan-idforward-time、および spanning-tree vlan vlan-idmax-age グローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用して、hello タイム、転送遅延時間、および最大エージング タイムを手動
で設定することは推奨できません。
関連トピック
ブリッジ ID、デバイス プライオリティ、および拡張システム ID, （213 ページ）
スパニングツリー トポロジと BPDU, （211 ページ）
接続を維持するためのエージング タイムの短縮, （219 ページ）
STP の制約事項, （209 ページ）

セカンダリ ルート デバイスの設定
スイッチをセカンダリルートとして設定すると、スイッチプライオリティがデフォルト値（32768）
から 28672 に変更されます。このプライオリティでは、スイッチがプライマリ ルート スイッチが
失敗した場合の、指定された VLAN のルートスイッチになる可能性があります。ここでは、その
他のネットワーク スイッチが、デフォルトのスイッチ プライオリティの 32768 を使用しているた
めにルート スイッチになる可能性が低いことが前提となっています。
このコマンドを複数のスイッチに対して実行すると、複数のバックアップルートスイッチを設定
できます。spanning-tree vlan vlan-idroot primary グローバル コンフィギュレーション コマンドで
プライマリ ルート スイッチを設定したときと同じネットワーク直径および hello タイム値を使用
してください。
この手順は任意です。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. spanning-tree vlan vlan-idroot secondary [diameter net-diameter
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。パスワードを入力し
ます（要求された場合）。

例：
Switch> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

spanning-tree vlan vlan-idroot
secondary [diameter net-diameter

指定された VLAN のセカンダリ ルートになるように、スイッチ
を設定します。
• vlan-id には、VLAN ID 番号で識別された単一の VLAN、ハ

例：
Switch(config)# spanning-tree vlan
20-24 root secondary diameter 4

イフンで区切られた範囲の VLAN、またはカンマで区切ら
れた一連の VLAN を指定できます。指定できる範囲は 1 ～
4094 です。
• （オプション）diameter net-diameter には、任意の 2 つのエ
ンド ステーション間の最大スイッチ数を指定します。指定
できる範囲は 2 ～ 7 です。
プライマリ ルート スイッチを設定したときと同じネットワーク
直径を使用してください。

ステップ 4

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ポート プライオリティの設定
（注）

スイッチがスイッチ スタックのメンバである場合、spanning-tree [vlan vlan-id] port-priority
priority インターフェイス コンフィギュレーション コマンドの代わりに、spanning-tree [vlan
vlan-id] cost cost インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して、フォワーディ
ング ステートにするインターフェイスを選択する必要があります。最初に選択させるインター
フェイスには、低いコスト値を割り当て、最後に選択させるインターフェイスには高いコスト
値を割り当てます。
この手順は任意です。
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手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. interface interface-id
4. spanning-tree port-priority priority
5. spanning-treevlan vlan-idport-priority priority
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。パスワードを入力します
（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id
例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/2

ステップ 4

有効なインターフェイスは、物理ポートおよびポート チャネル論
理インターフェイス（port-channel port-channel-number）です。

spanning-tree port-priority priority インターフェイスのポート プライオリティを設定します。
例：
Switch(config-if)# spanning-tree
port-priority 0

ステップ 5

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

spanning-treevlan
vlan-idport-priority priority
例：
Switch(config-if)# spanning-tree
vlan 20-25 port-priority 0

priority に指定できる範囲は 0 ～ 240 で、16 ずつ増加します。デフォ
ルトは 128 です。有効な値は 0、16、32、48、64、80、96、112、
128、144、160、176、192、208、224、240 です。その他の値はす
べて拒否されます。値が小さいほど、プライオリティが高くなりま
す。
VLAN のポート プライオリティを設定します。
• vlan-id には、VLAN ID 番号で識別された単一の VLAN、ハイ
フンで区切られた範囲の VLAN、またはカンマで区切られた
一連の VLAN を指定できます。指定できる範囲は 1 ～ 4094 で
す。
• priority に指定できる範囲は 0 ～ 240 で、16 ずつ増加します。
デフォルトは 128 です。有効な値は 0、16、32、48、64、80、
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コマンドまたはアクション

目的
96、112、128、144、160、176、192、208、224、240 です。そ
の他の値はすべて拒否されます。値が小さいほど、プライオ
リティが高くなります。

ステップ 6

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config-if)# end

関連トピック
ポート プライオリティとパス コスト, （214 ページ）
switch またはポートがルート switchまたはルート ポートになる仕組み, （218 ページ）

パス コストの設定
この手順は任意です。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. interface interface-id
4. spanning-tree cost cost
5. spanning-tree vlan vlan-idcost cost
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。パスワードを入力します
（要求された場合）。

例：
Switch> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id
例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 4

spanning-tree cost cost
例：
Switch(config-if)#
spanning-tree cost 250

設定するインターフェイスを指定し、インターフェイス コンフィ
ギュレーション モードを開始します。有効なインターフェイスは、
物理ポートおよびポート チャネル論理インターフェイス
（port-channel port-channel-number）です。
インターフェイスのコストを設定します。
ループが発生した場合、スパニングツリーはパス コストを使用し
て、フォワーディング ステートにするインターフェイスを選択しま
す。低いパス コストは高速送信を表します。
cost の範囲は 1 ～ 200000000 です。デフォルト値はインターフェイ
スのメディア速度から派生します。

ステップ 5

spanning-tree vlan vlan-idcost cost VLAN のコストを設定します。
例：
Switch(config-if)#
spanning-tree vlan 10,12-15,20
cost 300

ループが発生した場合、スパニングツリーはパス コストを使用し
て、フォワーディング ステートにするインターフェイスを選択しま
す。低いパス コストは高速送信を表します。
• vlan-id には、VLAN ID 番号で識別された単一の VLAN、ハイ
フンで区切られた範囲の VLAN、またはカンマで区切られた一
連の VLAN を指定できます。指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。
• cost の範囲は 1 ～ 200000000 です。デフォルト値はインター
フェイスのメディア速度から派生します。

ステップ 6

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config-if)# end

show spanning-treeinterface interface-id 特権 EXEC コマンドによって表示されるのは、リンク アッ
プ動作可能状態のポートの情報だけです。そうでない場合は、show running-config 特権 EXEC コ
マンドを使用して設定を確認してください。
関連トピック
ポート プライオリティとパス コスト, （214 ページ）
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VLAN のデバイス プライオリティの設定
スイッチプライオリティを設定して、スタンドアロンスイッチまたはスタックにあるスイッチが
ルート スイッチとして選択される可能性を高めることができます。

（注）

このコマンドの使用には注意してください。スイッチのプライオリティを変更する場合は通
常、spanning-tree vlan vlan-idroot primary および spanning-tree vlan vlan-idroot secondary グ
ローバル コンフィギュレーション コマンドを使用することを推奨します。
この手順は任意です。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. spanning-tree vlan vlan-idpriority priority
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。パスワードを入力します
（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

spanning-tree vlan vlan-idpriority VLAN のスイッチ プライオリティの設定
priority
• vlan-id には、VLAN ID 番号で識別された単一の VLAN、ハイ
フンで区切られた範囲の VLAN、またはカンマで区切られた
例：
一連の VLAN を指定できます。指定できる範囲は 1 ～ 4094 で
Switch(config)# spanning-tree
す。
vlan 20 priority 8192
• priority の範囲は 0 ～ 61440 で、4096 ずつ増加します。デフォ
ルトは 32768 です。この値が低いほど、スイッチがルート ス
イッチとして選択される可能性が高くなります。
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コマンドまたはアクション

目的
有効なプライオリティ値は 4096、8192、12288、16384、20480、
24576、28672、32768、36864、40960、45056、49152、53248、
57344、61440 です。その他の値はすべて拒否されます。

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config-if)# end

hello タイムの設定
helloタイムはルート スイッチによって設定メッセージが生成されて送信される時間の間隔です。
この手順は任意です。

手順の概要
1. enable
2. spanning-tree vlan vlan-idhello-time seconds
3. 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。パスワードを入力しま
す（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

spanning-tree vlan vlan-idhello-time VLAN の hello タイムを設定します。hello タイムはルート スイッ
seconds
チによって設定メッセージが生成されて送信される時間の間隔で
す。このメッセージは、スイッチが活動中であることを表します。
例：
Switch(config)# spanning-tree
vlan 20-24 hello-time 3

• vlan-id には、VLAN ID 番号で識別された単一の VLAN、ハイ
フンで区切られた範囲の VLAN、またはカンマで区切られた
一連の VLAN を指定できます。指定できる範囲は 1 ～ 4094
です。
• seconds に指定できる範囲は 1 ～ 10 です。デフォルトは 2 で
す。
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ステップ 3

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：
Switch(config-if)# end

VLAN の転送遅延時間の設定
この手順は任意です。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. spanning-tree vlan vlan-idforward-time seconds
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。パスワードを入力し
ます（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

spanning-tree vlan
vlan-idforward-time seconds
例：
Switch(config)# spanning-tree
vlan 20,25 forward-time 18

VLAN の転送時間を設定します。転送遅延時間は、スパニングツ
リー ラーニング ステートおよびリスニング ステートからフォ
ワーディング ステートに移行するまでに、インターフェイスが
待機する秒数です。
• vlan-id には、VLAN ID 番号で識別された単一の VLAN、ハ
イフンで区切られた範囲の VLAN、またはカンマで区切ら
れた一連の VLAN を指定できます。指定できる範囲は 1 ～
4094 です。
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コマンドまたはアクション

目的
• seconds に指定できる範囲は 4 ～ 30 です。デフォルトは 15
です。

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# end

VLAN の最大エージング タイムの設定
この手順は任意です。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. spanning-tree vlan vlan-idmax-age seconds
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。パスワードを入力し
ます（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

spanning-tree vlan vlan-idmax-age
seconds
例：
Switch(config)# spanning-tree
vlan 20 max-age 30

VLAN の最大エージング タイムを設定します。最大エージング
タイムは、スイッチが再設定を試す前にスパニングツリー設定
メッセージを受信せずに待機する秒数です。
• vlan-id には、VLAN ID 番号で識別された単一の VLAN、ハ
イフンで区切られた範囲の VLAN、またはカンマで区切ら

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
236

スパニングツリー機能の設定方法

コマンドまたはアクション

目的
れた一連の VLAN を指定できます。指定できる範囲は 1 ～
4094 です。
• seconds に指定できる範囲は 6 ～ 40 です。デフォルトは 20
です。

ステップ 4

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config-if)# end

転送保留カウントの設定
転送保留カウント値を変更することで、BPDU のバースト サイズを設定できます。

（注）

このパラメータをより高い値に変更すると、（特に Rapid PVST+ モードで）CPU の使用率に
大きく影響します。逆に、この値を低く設定すると、セッションによってはコンバージェンス
を抑えることができます。この値は、デフォルト設定で使用することを推奨します。
この手順は任意です。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. spanning-tree transmit hold-count value
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。パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

spanning-tree transmit hold-count value
例：
Switch(config)# spanning-tree transmit
hold-count 6

ステップ 4

end

1 秒間停止する前に送信できる BPDU 数を設定しま
す。
value に指定できる範囲は 1 ～ 20 です。デフォルト値
は 6 です。
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# end

スパニングツリー ステータスのモニタリング
表 28：スパニングツリー ステータス表示用のコマンド

show spanning-tree active

アクティブ インターフェイスに関するスパニングツリー
情報だけを表示します。

show spanning-tree detail

インターフェイス情報の詳細サマリーを表示します。

show spanning-tree vlan vlan-id

指定した VLAN のスパニング ツリー情報を表示します。

show spanning-tree interface
interface-id

指定したインターフェイスのスパニングツリー情報を表
示します。

show spanning-tree interface
interface-id portfast

指定したインターフェイスのスパニングツリー portfast 情
報を表示します。

show spanning-tree summary [totals]

インターフェイス ステートのサマリーを表示します。ま
たはSTPステートセクションのすべての行を表示します。

スパニングツリー カウンタをクリアするには、clear spanning-tree [interface interface-id] 特権 EXEC
コマンドを使用します。
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複数のスパニングツリープロトコルの設定
• 機能情報の確認, 239 ページ
• MSTP の前提条件, 239 ページ
• MSTP の制約事項, 240 ページ
• MSTP について, 241 ページ
• MSTP 機能の設定方法, 263 ページ
• 例, 285 ページ
• MST の設定およびステータスのモニタリング, 289 ページ
• MSTP の機能情報, 289 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表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シスコ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 からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

MSTP の前提条件
• 2 つ以上のスイッチを同じマルチ スパニングツリー（MST）リージョンに設定するには、そ
の 2 つに同じ VLAN/インスタンス マッピング、同じコンフィギュレーション リビジョン番
号、同じ名前を設定しなければなりません。
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• ネットワーク内の冗長パスでロード バランシングを機能させるには、すべての VLAN/イン
スタンス マッピングの割り当てが一致している必要があります。一致していないと、すべて
のトラフィックが 1 つのリンク上で伝送されます。
• Per-VLAN Spanning-Tree Plus（PVST+）と MST クラウドの間、または Rapid- PVST+ と MST
クラウドの間でロード バランシングが機能するためには、すべての MST 境界ポートがフォ
ワーディングでなければなりません。MST クラウドの内部スパニング ツリー（IST）マス
ターが共通スパニング ツリー（CST）のルートである場合、MST 境界ポートはフォワーディ
ングです。MST クラウドが複数の MST リージョンから構成されている場合、いずれかの
MST リージョンに CST ルートを含める必要があり、その他すべての MST リージョンに、
PVST+ クラウドまたは高速 PVST+ クラウドを通るパスよりも、MST クラウド内に含まれる
ルートへのパスが良くする必要があります。クラウド内のスイッチを手動で設定しなければ
ならない場合もあります。
関連トピック
MST リージョン設定の指定と MSTP のイネーブル化, （263 ページ）
MSTP 設定時の注意事項, （242 ページ）
MST リージョン, （243 ページ）

MSTP の制約事項
• スイッチ スタックは最大 65 の MST インスタンスをサポートします。特定の MST インスタ
ンスにマッピング可能な VLAN 数に制限はありません。
• PVST+、Rapid PVST+、および MSTP はサポートされますが、アクティブにできるのは 1 つ
のバージョンだけです（たとえば、すべての VLAN で PVST+ を実行する、すべての VLAN
で Rapid PVST+ を実行する、またはすべての VLAN で MSTP を実行します）。
• MST コンフィギュレーションの VLAN トランキング プロトコル（VTP）伝搬はサポートさ
れません。ただし、コマンドライン インターフェイス（CLI）または簡易ネットワーク管理
プロトコル（SNMP）サポートを通じて、MST リージョン内の各スイッチで MST コンフィ
ギュレーション（リージョン名、リビジョン番号、および VLAN とインスタンスのマッピン
グ）を手動で設定することは可能です。
• ネットワークを多数のリージョンに分割することは推奨できません。ただし、どうしても分
割せざるを得ない場合は、スイッチド LAN をルータまたは非レイヤ 2 デバイスで相互接続
された小規模な LAN に分割することを推奨します。
• リージョンは、同じ MST コンフィギュレーションを持つ 1 つまたは複数のメンバーで構成
されます。リージョンの各メンバーは高速スパニングツリー プロトコル（RSTP）ブリッジ
プロトコル データ ユニット（BPDU）を処理する機能を備えている必要があります。ネット
ワーク内の MST リージョンの数には制限はありませんが、各リージョンがサポートできる
スパニングツリー インスタンスの数は 65 までです。VLAN には、一度に 1 つのスパニング
ツリー インスタンスのみ割り当てることができます。
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• スイッチをルート スイッチとして設定した後に、spanning-tree mst hello-time、spanning-tree
mst max-age、および spanning-tree mst forward-time グローバル コンフィギュレーション コ
マンドを使用して、hello タイム、転送遅延時間、最大エージング タイムを手動で設定する
ことは推奨できません。
表 29：PVST+、MSTP、Rapid PVST+ の相互運用性と互換性

PVST+

MSTP

Rapid PVST+

PVST+

あり

あり（制限あり）

あり（PVST+ に戻る）

MSTP

あり（制限あり）

あり

あり（PVST+ に戻る）

Rapid PVST+

あり（PVST+ に戻る） あり（PVST+ に戻る）

あり

関連トピック
MST リージョン設定の指定と MSTP のイネーブル化, （263 ページ）
MSTP 設定時の注意事項, （242 ページ）
MST リージョン, （243 ページ）
ルート switchの設定, （266 ページ）
ルート スイッチ, （243 ページ）
MST リージョン設定の指定と MSTP のイネーブル化, （263 ページ）

MSTP について
MSTP の設定
高速コンバージェンスのために RSTP を使用する MSTP では、複数の VLAN をグループ化して同
じスパニングツリー インスタンスにマッピングすることが可能で、多くの VLAN をサポートする
のに必要なスパニングツリー インスタンスの数を軽減できます。MSTP は、データ トラフィック
に複数の転送パスを提供し、ロード バランシングを実現して、多数の VLAN をサポートするのに
必要なスパニングツリー インスタンスの数を減らすことができます。MSTP を使用すると、1 つ
のインスタンス（転送パス）で障害が発生しても他のインスタンス（転送パス）は影響を受けな
いので、ネットワークのフォールトトレランスが向上します。

（注）

マルチ スパニングツリー（MST）実装は IEEE 802.1s 標準に準拠しています。
MSTP を導入する場合、最も一般的なのは、レイヤ 2 スイッチド ネットワークのバックボーンお
よびディストリビューション レイヤへの導入です。MSTP の導入により、サービス プロバイダー
環境に求められる高可用性ネットワークを実現できます。
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スイッチが MST モードの場合、IEEE 802.1w 準拠の RSTP が自動的にイネーブルになります。
RSTP は、IEEE 802.1D の転送遅延を軽減し、ルート ポートおよび指定ポートをフォワーディング
ステートにすばやく移行する明示的なハンドシェイクによって、スパニングツリーの高速コンバー
ジェンスを実現します。
MSTP と RSTP は、既存のシスコ独自の Multiple Instance STP（MISTP）、および既存の Cisco
PVST+ と Rapid Per-VLAN Spanning-Tree plux（Rapid PVST+）を使用して、スパニングツリーの動
作を改善し、（オリジナルの）IEEE 802.1D スパニング ツリーに準拠した機器との下位互換性を
保持しています。

MSTP 設定時の注意事項
• spanning-tree mode mst グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、MST をイ
ネーブルにすると、RSTP が自動的にイネーブルになります。
• UplinkFast、BackboneFast、クロススタック UplinkFast の設定のガイドラインについては、関
連項目のセクションの該当するセクションを参照してください。
• スイッチが MST モードの場合は、パス コスト値の計算に、ロング パス コスト計算方式（32
ビット）が使用されます。ロング パス コスト計算方式では、次のパス コスト値がサポート
されます。
速度

パス コスト値

10 Mb/s

2,000,000

100 Mb/s

200,000

1 Gb/s

20,000

10 Gb/s

2,000

100 Gb/s

200

関連トピック
MST リージョン設定の指定と MSTP のイネーブル化, （263 ページ）
MSTP の前提条件, （239 ページ）
MSTP の制約事項, （240 ページ）
スパニングツリーの相互運用性と下位互換性, （221 ページ）
オプションのスパニングツリー設定時の注意事項
BackboneFast, （296 ページ）
UplinkFast, （294 ページ）
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ルート スイッチ
スイッチは、マッピングされている VLAN グループのスパニングツリー インスタンスを保持して
います。スイッチ ID は、スイッチのプライオリティおよびスイッチの MAC アドレスで構成され
ており、各インスタンスに関連付けられます。VLAN のグループでは、最小のスイッチ ID をもつ
スイッチがルート スイッチになります。
スイッチをルートとして設定する場合は、スイッチ プライオリティをデフォルト値（32768）か
らそれより大幅に低い値に変更し、スイッチが、指定したスパニングツリーインスタンスのルー
ト スイッチになるようにします。このコマンドを入力すると、スイッチはルート スイッチのス
イッチ プライオリティをチェックします。拡張システム ID をサポートしているため、24576 とい
う値でスイッチが指定したスパニングツリー インスタンスのルートとなる場合、そのスイッチは
指定したインスタンスに対する自身のプライオリティを 24576 に設定します。
指定されたインスタンスのルート スイッチに 24576 に満たないスイッチ プライオリティが設定さ
れている場合は、スイッチは自身のプライオリティを最小のスイッチ プライオリティより 4096
だけ小さい値に設定します（4096 は 4 ビット スイッチ プライオリティの最下位ビットの値で
す）。詳細については、関連項目の「ブリッジ ID、スイッチ プライオリティ、および拡張システ
ム IDswitch」リンクを参照してください。
ネットワークが、拡張システム ID をサポートするスイッチとサポートしないものの両方で構成さ
れている場合、拡張システム ID をサポートするスイッチがルート スイッチになる可能性は低く
なります。古いソフトウェアを実行している接続スイッチのプライオリティより VLAN 番号が大
きい場合は常に、拡張システム ID によってスイッチ プライオリティ値が増加します。
各スパニングツリー インスタンスのルート スイッチは、バックボーンまたはディストリビュー
ション スイッチでなければなりません。アクセス スイッチをスパニングツリー プライマリ ルー
トとして設定しないでください。
レイヤ 2 ネットワークの直径（つまり、レイヤ 2 ネットワーク上の任意の 2 つのエンド ステー
ション間の最大スイッチ ホップ カウント）を指定するには、diameter キーワード（MST インス
タンスが 0 の場合のみ使用できる）を指定します。ネットワーク直径を指定すると、スイッチは
その直径を持つネットワークに最適な hello タイム、転送遅延時間、および最大エージング タイ
ムを自動的に設定します。その結果、コンバージェンスに要する時間が大幅に短縮されます。hello
キーワードを使用して、自動的に計算される hello タイムを上書きすることができます。
関連トピック
ルート switchの設定, （266 ページ）
MSTP の制約事項, （240 ページ）
ブリッジ ID、デバイス プライオリティ、および拡張システム ID, （213 ページ）

MST リージョン
スイッチを MST インスタンスに加入させるには、同じ MST コンフィギュレーション情報を使用
して矛盾のないようにスイッチを設定する必要があります。同じ MST 設定の相互接続スイッチの
集まりによって MST リージョンが構成されます。
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MST 設定では、それぞれのスイッチが属する MST リージョンが制御されます。この設定には、
領域の名前、バージョン番号、MST VLAN とインスタンスの割り当てマップが含まれます。その
中で MST リージョンの設定を指定することにより、リージョンのスイッチを設定します。MST
インスタンスに VLAN をマッピングし、リージョン名を指定して、リビジョン番号を設定できま
す。手順と例については、関連項目の「MST リージョン設定の指定と MSTP のイネーブル化」リ
ンクをクリックします。
リージョンには、同一の MST コンフィギュレーションを持った 1 つまたは複数のメンバが必要で
す。さらに、各メンバは、RSTP ブリッジ プロトコル データ ユニット（BPDU）を処理できる必
要があります。ネットワーク内の MST リージョンの数には制限はありませんが、各リージョンが
サポートできるスパニングツリー インスタンスの数は 65 までです。インスタンスは、0 ～ 4094
の範囲の任意の番号で識別できます。VLAN には、一度に 1 つのスパニングツリー インスタンス
のみ割り当てることができます。
関連トピック
MST リージョンの図, （247 ページ）
MST リージョン設定の指定と MSTP のイネーブル化, （263 ページ）
MSTP の前提条件, （239 ページ）
MSTP の制約事項, （240 ページ）
スパニングツリーの相互運用性と下位互換性, （221 ページ）
オプションのスパニングツリー設定時の注意事項
BackboneFast, （296 ページ）
UplinkFast, （294 ページ）

IST、CIST、CST
すべてのスパニングツリー インスタンスが独立している PVST+ および Rapid PVST+ とは異なり、
MSTP は次の 2 つのタイプのスパニングツリーを確立して保持しています。
• Internal Spanning-Tree（IST）は、1 つの MST リージョン内で稼働するスパニングツリーで
す。
各 MST リージョン内の MSTP は複数のスパニングツリー インスタンスを維持しています。
インスタンス 0 は、リージョンの特殊なインスタンスで、IST と呼ばれています。その他す
べての MSTI には、1 ～ 4094 の番号が付きます。
IST は、BPDU を送受信する唯一のスパニングツリー インスタンスです。他のスパニングツ
リーの情報はすべて、MSTP BPDU 内にカプセル化されている M レコードに格納されていま
す。MSTP BPDU はすべてのインスタンスの情報を伝送するので、複数のスパニングツリー
インスタンスをサポートする処理が必要な BPDU の数を大幅に減少できます。
同一リージョン内の すべての MST インスタンスは同じプロトコル タイマーを共有します
が、各 MST インスタンスは独自のトポロジ パラメータ（ルート スイッチ ID、ルート パス
コストなど）を持っています。デフォルトでは、すべての VLAN が IST に割り当てられま
す。
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MSTI はリージョンにローカルです。たとえばリージョン A およびリージョン B が相互接続
されていても、リージョン A の MSTI 1 は、リージョン B の MSTI 1 に依存しません。
• Common and Internal Spanning-Tree（CIST）は、各 MST リージョン内の IST と、MST リージョ
ンおよびシングル スパニングツリーを相互接続する Common Spanning-Tree（CST）の集合で
す。
1 つのリージョン内で計算されたスパニングツリーは、スイッチド ドメイン全体を網羅する
CST のサブツリーと見なされます。CIST は、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、および IEEE 802.1D
標準をサポートするスイッチ間で実行されるスパニングツリー アルゴリズムによって形成さ
れます。MST リージョン内の CIST は、リージョン外の CST と同じです。

MST リージョン内の動作
IST は 1 つのリージョン内のすべての MSTP スイッチを接続します。IST が収束すると、IST の
ルートは、CIST リージョナル ルート（IEEE 802.1s 標準が実装される以前は IST マスターと呼ば
れた）になります。これは、リージョン内で最も小さいスイッチ ID、および CIST ルートに対す
るパス コストをもつスイッチです。ネットワークに領域が 1 つしかない場合、CIST リージョナル
ルートは CIST ルートにもなります。CIST ルートがリージョンの外部にある場合、リージョンの
境界に位置する MSTP スイッチの 1 つが CIST リージョナル ルートとして選択されます。
MSTP スイッチは初期化時に、自身が CIST のルートおよび CIST リージョナル ルートであること
を主張するために CIST ルートと CIST リージョナル ルートへのパス コストがいずれもゼロに設
定された BPDU を送信します。スイッチはすべての MSTI を初期化し、そのすべてのルートであ
ることを主張します。スイッチは、ポート用に現在保存されているものより上位の MST ルート情
報（低いスイッチ ID、低いパス コストなど）を受信した場合、CIST リージョナル ルートとして
の主張を放棄します。
リージョンには、初期化中に多くのサブ リージョンが含まれて、それぞれに独自の CIST リージョ
ナル ルートが含まれることがあります。スイッチは、優位の IST 情報を受信すると、古いサブ
リージョンを脱退して、真の CIST リージョナル ルートが含まれている新しいサブリージョンに
加入します。真の CIST リージョナル ルートが含まれている以外のサブリージョンは、すべて縮
小します。
正常な動作のためには、MST リージョン内のすべてのスイッチが同じ CIST リージョナル ルート
を承認する必要があります。共通の CIST リージョナル ルートに収束する場合、そのリージョン
内にある 2 つのスイッチは、1 つの MST インスタンスに対するポートの役割のみを同期させま
す。
関連トピック
MST リージョンの図, （247 ページ）

MST リージョン間の動作
ネットワーク内に複数のリージョンまたはレガシー IEEE 802.1D スイッチが混在している場合、
MSTP は、ネットワーク内のすべての MST リージョンとすべてのレガシー STP スイッチから構成
される CST を構築して保持します。MSTI は、リージョンの境界にある IST と組み合わさり、CST
になります。
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IST はリージョン内のすべての MSTP スイッチを接続し、スイッチド ドメイン全体を囲む CIST
のサブツリーとして認識されます。サブツリーのルートは CIST リージョナル ルートです。MST
リージョンは、隣接する STP スイッチおよび MST リージョンへの仮想スイッチとして認識され
ます。
CST インスタンスのみが BPDU を送受信し、MST インスタンスはスパニングツリー情報を BPDU
に追加して隣接するスイッチと相互作用し、最終的なスパニングツリー トポロジを算出します。
したがって、BPDU 伝送に関連するスパニングツリー パラメータ（hello タイム、転送時間、最大
エージング タイム、最大ホップ カウントなど）は、CST インスタンスだけで設定されますが、そ
の影響はすべての MST インスタンスに及びます。スパニングツリー トポロジに関連するパラメー
タ（スイッチ プライオリティ、ポート VLAN コスト、ポート VLAN プライオリティなど）は、
CST インスタンスと MST インスタンスの両方で設定できます。
MSTP スイッチは、バージョン 3 RSTP BPDU または IEEE 802.1D STP BPDU を使用して、レガシー
IEEE 802.1D スイッチと通信します。MSTP スイッチは、MSTP BPDU を使用して MSTP スイッチ
と通信します。
関連トピック
MST リージョンの図, （247 ページ）

IEEE 802.1s の用語
シスコの先行標準実装で使用される一部の MST 命名規則は、一部の内部パラメータまたはリー
ジョン パラメータを識別するように変更されました。これらのパラメータは、ネットワーク全体
に関連している外部パラメータと違い、MST リージョン内でのみ影響があります。CIST はネッ
トワーク全体を網羅するスパニングツリー インスタンスのため、CIST パラメータのみ、内部修飾
子やリージョナル修飾子ではなく外部修飾子が必要です。
• CIST ルートは、ネットワーク全体を網羅する一意のインスタンスのためのルート スイッチ
です。
• CIST 外部ルート パス コストは、CIST ルートまでのコストです。このコストは MST 領域内
で変化しません。MST リージョンは、CIST への単一スイッチと見なすことに注意してくだ
さい。CIST 外部ルート パス コストは、これらの仮想スイッチ、およびどのリージョンにも
属さないスイッチの間で算出されるルート パス コストです。
• CIST リージョナル ルートは、準規格の実装で IST マスターと呼ばれていました。CIST ルー
トが領域内にある場合、CIST リージョナル ルートは CIST ルートです。CIST ルートがリー
ジョン内にない場合、CIST リージョナル ルートは、リージョン内の CIST ルートに最も近い
スイッチです。CIST リージョナル ルートは、IST のルート スイッチとして動作します。
• CIST 内部ルート パス コストは、領域内の CIST リージョナル ルートまでのコストです。こ
のコストは、IST つまりインスタンス 0 だけに関連します。
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表 30：準規格と規格の用語

IEEE 標準

シスコ先行標準

シスコ標準

CIST リージョナル ルート

IST マスター

CIST リージョナル ルート

CIST 内部ルート パス コスト

IST マスター パス コスト

CIST 内部パス コスト

CIST 外部ルート パス コスト

ルート パス コスト

ルート パス コスト

MSTI リージョナル ルート

インスタンス ルート

インスタンス ルート

MSTI 内部ルート パス コスト

ルート パス コスト

ルート パス コスト

MST リージョンの図
この図は、3 個の MST リージョンとレガシー IEEE 802.1D スイッチ（D）を示しています。リー
ジョン 1 の CIST リージョナル ルート（A）は、CIST ルートでもあります。リージョン 2 の CIST
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リージョナル ルート（B）、およびリージョン 3 の CIST リージョナル ルート（C）は、CIST 内
のそれぞれのサブツリーのルートです。RSTP はすべてのリージョンで稼働しています。
図 9：MST リージョン、CIST マスター、および CST ルート

関連トピック
MST リージョン, （243 ページ）
MST リージョン内の動作, （245 ページ）
MST リージョン間の動作, （245 ページ）

ホップ カウント
IST および MST インスタンスは、スパニングツリー トポロジの計算に、コンフィギュレーション
BPDU のメッセージ有効期間と最大エージング タイムの情報を使用しません。その代わりに、IP
Time To Live（TTL）メカニズムに似た、ルートまでのパス コストおよびホップ カウント メカニ
ズムを使用します。
spanning-tree mst max-hops グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用することにより、
リージョン内の最大ホップを設定し、その値をリージョン内の IST インスタンスとすべての MST
インスタンスに適用できます。ホップカウントは、メッセージエージ情報と同じ結果になります
（再設定を開始）。インスタンスのルート スイッチは、コストが 0 でホップ カウントが最大値に
設定されている BPDU（M レコード）を常に送信します。スイッチは、この BPDU を受信する
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と、受信した残りのホップ カウントから 1 を引き、生成する BPDU で残りのホップ カウントとし
てこの値を伝播します。カウントがゼロに達すると、スイッチは BPDU を廃棄し、ポート用に維
持されている情報を期限切れにします。
BPDU の RSTP 部分に格納されているメッセージ有効期間と最大エージング タイムの情報は、リー
ジョン全体で同じままであり、そのリージョンの境界に位置する指定ポートによって同じ値が伝
播されます。

境界ポート
シスコ先行標準の実装では、境界ポートは、RSTP が稼働する単一のスパニングツリー リージョ
ン、PVST+ または Rapid PVST+ が稼働する単一のスパニングツリー リージョン、または異なる
MST コンフィギュレーションを持つ別の MST リージョンに MST リージョンを接続します。境界
ポートは、LAN、単一のスパニングツリー スイッチまたは MST 設定が異なるスイッチの指定ス
イッチにも接続します。
IEEE 802.1s 標準では、境界ポートの定義はなくなりました。IEEE 802.1Q-2002 標準では、ポート
が受信できる 2 種類のメッセージを識別します。
• 内部（同一リージョンから）
• 外部（別のリージョンから）
メッセージが内部の場合、CIST の部分は CIST によって受信されるので、各 MST インスタンスは
個々の M レコードだけを受信します。
メッセージが外部である場合、CIST だけが受信します。CIST の役割がルートや代替ルートの場
合、または外部 BPDU のトポロジが変更された場合は、MST インスタンスに影響する可能性があ
ります。
MST リージョンには、スイッチおよび LAN の両方が含まれます。セグメントは、DP のリージョ
ンに属します。そのため、セグメントの指定ポートではなく異なるリージョンにあるポートは境
界ポートになります。この定義では、リージョン内部の 2 つのポートが、別のリージョンに属す
るポートとセグメントを共有し、内部メッセージおよび外部メッセージの両方を 1 つのポートで
受信できるようになります。
シスコ先行標準の実装との主な違いは、STP 互換モードを使用している場合、指定ポートが境界
ポートとして定義されない点です。

（注）

レガシー STP スイッチがセグメントに存在する場合、メッセージは常に外部と見なされます。
シスコ先行標準の実装から他に変更された点は、送信スイッチ ID を持つ RSTP またはレガシー
IEEE 802.1Q スイッチの部分に、CIST リージョナル ルート スイッチ ID フィールドが加えられた
ことです。リージョン全体は、一貫した送信者スイッチ ID をネイバー スイッチに送信し、単一
仮想スイッチのように動作します。この例では、A または B がセグメントに指定されているかど
うかに関係なく、ルートの一貫した送信者スイッチ ID が同じである BPDU をスイッチ C が受信
します。
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IEEE 802.1s の実装
シスコの IEEE MST 標準の実装には、標準の要件を満たす機能だけでなく、すでに公開されてい
る標準には含まれていない一部の（要望されている）先行標準の機能が含まれています。

ポートの役割名の変更
境界の役割は最終的に MST 標準に含まれませんでしたが、境界の概念自体はシスコの実装に投影
されています。ただし、リージョン境界にある MST インスタンスのポートは、対応する CIST
ポートのステートに必ずしも従うわけではありません。現在、2 つの境界の役割が存在していま
す。
• 境界ポートが CIST リージョナル ルートのルート ポートである場合：CIST インスタンス ポー
トを提案されて同期中の場合、対応するすべての MSTI ポートの同期を取り終わった後であ
れば（その後フォワーディングします）、その場合のみ合意を返信してフォワーディング ス
テートに移行できます。MSTI ポートには、特別なマスターの役割があります。
• 境界ポートが CIST リージョナル ルートのルート ポートでない：MSTI ポートは、CIST ポー
トのステートおよび役割に従います。標準では提供される情報が少ないため、MSTI ポート
が BPDU（M レコード）を受信しない場合、MSTI ポートが BPDU を代わりにブロックでき
る理由がわかりにくい場合があります。この場合、境界の役割自体は存在していませんが、
show コマンドで見ると、出力される type カラムで、ポートが境界ポートとして認識されて
いることがわかります。

レガシーおよび規格スイッチの相互運用
準規格スイッチの自動検出はエラーになることがあるので、インターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを使用して準規格ポートを識別できます。スイッチの規格と準規格の間にリー
ジョンを形成することはできませんが、CIST を使用して相互運用することができます。このよう
な特別な方法を採用しても、失われる機能は、異なるインスタンス上のロード バランシングだけ
です。ポートが先行標準の BPDU を受信すると、CLI（コマンドライン インターフェイス）には
ポートの設定に応じて異なるフラグが表示されます。スイッチが準規格 BPDU 送信用に設定され
ていないポートで準規格 BPDU を初めて受信したときは、Syslog メッセージも表示されます。
A が規格のスイッチで、B が準規格のスイッチとして、両方とも同じリージョンに設定されてい
るとします。A は CIST のルート スイッチです。B のセグメント X にはルート ポート（BX）、セ
グメント Y には代替ポート（BY）があります。セグメント Y がフラップして BY のポートが代
替になってから準規格 BPDU を 1 つ送信すると、AY は準規格スイッチが Y に接続されているこ
とを検出できず、規格 BPDU の送信を続けます。ポート BY は境界に固定され、A と B との間で
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のロード ランシングは不可能になります。セグメント X にも同じ問題がありますが、B はトポロ
ジの変更であれば送信する場合があります。
図 10：規格および準規格のswitchの相互運用

（注）

規格 MST 実装と準規格 MST 実装間の相互作用を最低限に抑えることを推奨します。

単一方向リンク障害の検出
IEEE MST 標準にはこの機能が存在していませんが、Cisco IOS Release には加えられています。ソ
フトウェアは、受信した BPDU でポートのロールおよびステートの一貫性をチェックし、ブリッ
ジング ループの原因となることがある単方向リンク障害を検出します。
指定ポートは、矛盾を検出すると、そのロールを維持しますが、廃棄ステートに戻ります。一貫
性がない場合は、接続を中断した方がブリッジング ループを解決できるからです。
次の図に、ブリッジング ループの一般的な原因となる単方向リンク障害を示します。switch A は
ルート スイッチであり、スイッチ B へのリンクで BPDU は失われます。RSTP および MST BPDU
には、送信側ポートの役割とステートが含まれます。スイッチ A はこの情報を使用し、ルータ A
が送信する上位 BPDU にスイッチ B が反応しないこと、およびスイッチ B がルート スイッチで
はなく指定ブリッジであることを検出できます。この結果、スイッチ A は、そのポートをブロッ
クし（またはブロックし続け）、ブリッジング ループが防止されます。
図 11：単一方向リンク障害の検出
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IEEE 802.1D STP との相互運用性
MSTP が稼働しているスイッチは、IEEE 802.1D 準拠のレガシー スイッチとの相互運用を可能に
する組み込み型のプロトコル移行メカニズムをサポートします。このスイッチは、レガシー IEEE
802.1D コンフィギュレーション BPDU（プロトコルバージョンが 0 に設定されている BPDU）を
受信すると、そのポート上では IEEE 802.1D BPDU のみを送信します。また、MSTP スイッチは、
レガシー BPDU、別のリージョンに関連付けられている MSTP BPDU（バージョン 3）、または
RSTP BPDU（バージョン 2）を受信することによって、ポートがリージョンの境界に位置してい
ることを検出できます。
ただし、スイッチが IEEE 802.1D BPDU を受信していない場合は、自動的に MSTP モードに戻り
ません。これはレガシースイッチが指定スイッチでない限り、レガシースイッチがリンクから削
除されたかどうか検出できないためです。このスイッチが接続するスイッチがリージョンに加入
していると、スイッチはポートに境界の役割を割り当て続ける場合があります。プロトコル移行
プロセスを再開するには（強制的にネイバー スイッチと再びネゴシエーションするには）、clear
spanning-tree detected-protocols 特権 EXEC コマンドを使用します。
リンク上のすべてのレガシー スイッチが RSTP スイッチであれば、これらのスイッチは、RSTP
BPDU 同様に MSTP BPDU を処理できます。したがって、MSTP スイッチは、バージョン 0 コン
フィギュレーションと TCN BPDU またはバージョン 3 MSTP BPDU のいずれかを境界ポートで送
信します。境界ポートは、LAN、単一スパニングツリー スイッチまたは MST 設定が異なるスイッ
チのいずれかの指定のスイッチに接続します。

RSTP 概要
RSTP は、ポイントツーポイントの配線を利用して、スパニングツリーの高速コンバージェンスを
実現します。また、1 秒未満の間に、スパニングツリーを再構成できます（IEEE 802.1D スパニン
グツリーのデフォルトに設定されている 50 秒とは異なります）。

ポートの役割およびアクティブ トポロジ
RSTP は、ポートに役割を割り当てて、アクティブ トポロジを学習することによって高速コンバー
ジェンスを実現します。RSTP は スイッチ をルート スイッチとして最も高いスイッチ プライオリ
ティ（プライオリティの数値が一番小さい）に選択するために、IEEE 802.1D STP 上に構築されま
す。RSTP は、次のうちいずれかのポートの役割をそれぞれのポートに割り当てます。
• ルート ポート：スイッチ がルートスイッチ にパケットを転送するとき、最適なパス（最低
コスト）を提供します。
• 指定ポート：指定スイッチに接続し、その LAN からルート スイッチにパケットを転送する
とき、パス コストを最低にします。DP は、指定スイッチが LAN に接続されているポートで
す。
• 代替ポート：現在のルート ポートが提供したパスに代わるルート スイッチへの代替パスを
提供します。
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• バックアップ ポート：指定ポートが提供した、スパニングツリーのリーフに向かうパスの
バックアップとして機能します。バックアップ ポートは、2 つのポートがループバック内で
ポイントツーポイント リンクによって接続されるか、共有 LAN セグメントとの複数の接続
がスイッチにある場合に限って存在できます。
• ディセーブル ポート：スパニングツリーの動作において何も役割が与えられていません。
ルート ポートまたは指定ポートのロールを持つポートは、アクティブなトポロジに含まれます。
代替ポートまたはバックアップポートのロールがあるポートは、アクティブトポロジから除外さ
れます。
ネットワーク全体のポートの役割に矛盾のない安定したトポロジでは、RSTP は、すべてのルート
ポートおよび指定ポートがただちにフォワーディング ステートに移行し、代替ポートとバック
アップ ポートが必ず廃棄ステート（IEEE 802.1D のブロッキング ステートと同じ）になるように
保証します。ポートのステートにより、転送処理および学習処理の動作が制御されます。
表 31：ポート ステートの比較

Operational Status

STP ポート ステー RSTP ポート ステー ポートがアクティブトポロジに
ト（IEEE 802.1D） ト
含まれているか

イネーブル

ブロッキング

廃棄

いいえ

イネーブル

リスニング

廃棄

いいえ

イネーブル

ラーニング

ラーニング

はい

イネーブル

フォワーディング フォワーディング

はい

ディセーブル

ディセーブル

いいえ

廃棄

Cisco STP の実装との一貫性を保つため、このマニュアルでは、ポート ステートを廃棄ではなく
ブロッキングとして定義します。DP はリスニング ステートから開始します。

高速コンバージェンス
RSTP は、スイッチ、スイッチ ポート、LAN のうちいずれかの障害のあと、接続の高速回復を提
供します。エッジ ポート、新しいルート ポート、ポイントツーポイント リンクで接続したポー
トに、高速コンバージェンスが次のように提供されます。
• エッジ ポート：spanning-tree portfast インターフェイス コンフィギュレーション コマンド
を使用して RSTP スイッチでエッジ ポートとしてポートを設定した場合、エッジ ポートは
フォワーディング ステートにすぐに移行します。エッジ ポートは Port Fast 対応ポートと同
じであり、単一エンド ステーションに接続しているポートだけでイネーブルにする必要があ
ります。
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• ルート ポート：RSTP は、新しいルート ポートを選択した場合、古いルート ポートをブロッ
クし、新しいルート ポートをフォワーディング ステートにすぐに移行します。
• ポイントツーポイント リンク：ポイントツーポイント リンクによってあるポートと別のポー
トを接続することでローカル ポートが指定ポートになると、提案合意ハンドシェイクを使用
して他のポートと急速な移行がネゴシエートされ、トポロジにループがなくなります。
switch A がswitch B にポイントツーポイント リンクで接続され、すべてのポートはブロッキ
ング ステートになっています。switch A のプライオリティがswitch B のプライオリティより
も数値的に小さいとします。switch A は提案メッセージ（提案フラグを設定した設定 BPDU）
をswitch B に送信し、指定スイッチとしてそれ自体を提案します。
switch B は、提案メッセージの受信後、提案メッセージを受信したポートを新しいルート
ポートとして選択し、エッジ以外のすべてのポートを強制的にブロッキング ステートにし
て、新しいルート ポートを介して合意メッセージ（合意フラグを設定した BPDU）を送信し
ます。
switch A も、switch B の合意メッセージの受信後、指定ポートをフォワーディング ステート
にすぐに移行します。switch B はすべてのエッジ以外のポートをブロックし、スイッチ A お
よびルータ B の間にポイントツーポイント リンクがあるので、ネットワークにループは形成
されません。
switch C がswitch B に接続すると、同様のセットのハンドシェーク メッセージが交換されま
す。switch C はswitch B に接続されているポートをルート ポートとして選択し、両端がフォ
ワーディング ステートにすぐに移行します。このハンドシェーク処理を繰り返して、もう 1
つのスイッチがアクティブ トポロジーに加わります。ネットワークが収束すると、この提案/
合意ハンドシェイクがルートからスパニングツリーのリーフへと進みます。
スイッチはポートのデュプレックス モードによってリンク タイプを学習します。全二重ポー
トはポイントツーポイント接続と見なされ、半二重接続は共有接続と見なされます。
spanning-tree link-type インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用すると、
デュプレックス設定によって制御されるデフォルト設定を無効にすることができます。
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図 12：高速コンバージェンスの提案と合意のハンドシェイク

ポート ロールの同期
スイッチがそのルータのポートの 1 つで提案メッセージを受信し、そのポートが新しいルート
ポートとして選択されると、RSTP によってその他すべてのポートが新しいルートの情報と強制的
に同期化します。
その他すべてのポートが同期化されている場合、スイッチはルート ポートで受信した上位ルート
情報で同期化されます。スイッチのそれぞれのポートは、次のような場合に同期化します。
• ポートがブロッキング ステートである。
• エッジ ポートである（ネットワークのエッジに存在するように設定されたポート）。
指定ポートがフォワーディング ステートでエッジ ポートとして設定されていない場合、RSTP に
よって新しいルート情報と強制的に同期されると、その指定ポートはブロッキング ステートに移
行します。一般的に RSTP がルート情報でポートを強制的に同期化し、ポートが上の条件を満た
していない場合、そのポート ステートはブロッキングに設定されます。
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スイッチは、すべてのポートが同期化されたことを確認した後で、ルート ポートに対応する指定
スイッチに合意メッセージを送信します。ポイントツーポイント リンクで接続されたスイッチが
ポートの役割で合意すると、RSTP はポート ステートをフォワーディングにすぐに移行します。
図 13：高速コンバージェンス中のイベントのシーケンス

ブリッジ プロトコル データ ユニットの形式および処理
RSTP BPDU のフォーマットは、プロトコル バージョンが 2 に設定されている点を除き、IEEE
802.1D BPDU のフォーマットと同じです。新しい 1 バイトのバージョン 1 の Length フィールドは
0 に設定されます。これはバージョン 1 のプロトコルの情報がないことを示しています。
表 32：RSTP BPDU フラグ

ビット

機能

0

トポロジーの変化（TC）

1

提案

2 ～ 3:

ポートの役割：

00

不明

01

代替ポート

10

ルート ポート

11

指定ポート

4

ラーニング
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ビット

機能

5

フォワーディング

6

合意

7

トポロジー変更確認応答（TCA）

送信側スイッチは RSTP BPDU の提案フラグを設定し、そのLAN の指定スイッチとして自分自身
を提案します。提案メッセージのポートの役割は、常に DP に設定されます。
送信側スイッチは、RSTP BPDU の合意フラグを設定して以前の提案を受け入れます。合意メッ
セージ内のポート ロールは、常にルート ポートに設定されます。
RSTP には個別のトポロジ変更通知（TCN）BPDU はありません。TC フラグが使用されて、TC が
示されます。ただし、IEEE 802.1D スイッチとの相互運用性を保つために、RSTP スイッチは TCN
BPDU の処理と生成を行います。
ラーニングフラグおよびフォワーディングフラグは、送信側ポートのステートに従って設定され
ます。
優位 BPDU 情報の処理
ポートに現在保存されているルート情報よりも優位のルート情報（小さいスイッチ ID、低いパス
コストなど）をポートが受け取ると、RSTP は再構成を開始します。ポートが新しいルート ポー
トとして提案されて選択されると、RSTP は強制的にその他すべてのポートを同期化します。
受信した BPDU が、提案フラグが設定されている RSTP BPDU である場合、スイッチはその他す
べてのポートが同期化されてから合意メッセージを送信します。BPDU が IEEE 802.1D BPDU の
場合、スイッチは提案フラグを設定せずに、そのポートの転送遅延タイマーを起動します。新し
いルート ポートでは、フォワーディング ステートに移行するために、2 倍の転送遅延時間が必要
となります。
ポートで優位の情報が受信されたために、そのポートがバックアップ ポートまたは代替ポートに
なる場合、RSTP はそのポートをブロッキング ステートに設定し、合意メッセージは送信しませ
ん。DP は、転送遅延タイマーが失効するまで、提案フラグを設定して BPDU を送信し続け、転送
遅延タイマーの失効時に、ポートはフォワーディング ステートに移行します。
下位 BPDU 情報の処理
指定ポートの役割を持つ下位 BPDU（そのポートに現在保存されている値より大きいスイッチ ID
、高いパス コストなど）を指定ポートが受信した場合、その指定ポートはただちに現在の自身の
情報で応答します。

トポロジの変更
ここでは、スパニングツリー トポロジの変更処理について、RSTP と IEEE 802.1D の相違を説明
します。
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• 検出：IEEE 802.1D では、どのようなブロッキング ステートとフォワーディング ステートと
の間の移行でもトポロジの変更が発生しますが、RSTP でトポロジの変更が発生するのは、
ブロッキング ステートからフォワーディング ステートに移行する場合だけです（トポロジ
の変更と見なされるのは、接続数が増加する場合だけです）。エッジ ポートにおけるステー
ト変更は、TC の原因になりません。RSTP スイッチは、TC を検出すると、TCN を受信した
ポートを除く、エッジ以外のすべてのポートで学習した情報を削除します。
• 通知：IEEE 802.1D は TCN BPDU を使用しますが、RSTP は使用しません。ただし、IEEE
802.1D との相互運用性を保つために、RSTP スイッチは TCN BPDU の処理と生成を行いま
す。
• 確認：RSTP スイッチは、指定ポートで IEEE 802.1D スイッチから TCN メッセージを受信し
た場合、TCA ビットが設定された IEEE 802.1D コンフィギュレーション BPDU で応答しま
す。ただし、IEEE 802.1D スイッチに接続されたルート ポートで TC 時間タイマー（IEEE
802.1D のトポロジ変更タイマーと同じ）がアクティブであり、TCA ビットが設定されたコン
フィギュレーション BPDU が受信された場合、TC 時間タイマーはリセットされます。
この処理は、IEEE 802.1D スイッチをサポートする目的でのみ必要とされます。RSTP BPDU
は TCA ビットが設定されていません。
• 伝播：RSTP スイッチは、DP またはルート ポートを介して別のスイッチから TC メッセージ
を受信すると、エッジ以外のすべての DP、およびルート ポート（TC メッセージを受信した
ポートを除く）に変更を伝播します。スイッチはこのようなすべてのポートで TC-while タイ
マーを開始し、そのポートで学習した情報を消去します。
• プロトコルの移行：IEEE 802.1D スイッチとの下位互換性を保つため、RSTP は IEEE 802.1D
コンフィギュレーション BPDU および TCN BPDU をポート単位で必要に応じて送信します。
ポートが初期化されると、移行遅延タイマーが開始され（RSTP BPDU が送信される最低時
間を指定）、RSTP BPDU が送信されます。このタイマーがアクティブである間、スイッチ
はそのポートで受信したすべての BPDU を処理し、プロトコル タイプを無視します。
スイッチはポートの移行遅延タイマーが満了した後に IEEE 802.1D BPDU を受信した場合、
IEEE 802.1D スイッチに接続されていると想定し、IEEE 802.1D BPDU のみの使用を開始しま
す。ただし、RSTP スイッチが 1 つのポートで IEEE 802.1D BPDU を使用していて、タイマー
が満了した後に RSTP BPDU を受信した場合、タイマーが再起動し、そのポートで RSTP
BPDU の使用が開始されます。

プロトコル移行プロセス
MSTP が稼働しているスイッチは、IEEE 802.1D 準拠のレガシー スイッチとの相互運用を可能に
する組み込み型のプロトコル移行メカニズムをサポートします。このスイッチは、レガシー IEEE
802.1D コンフィギュレーション BPDU（プロトコルバージョンが 0 に設定されている BPDU）を
受信すると、そのポート上では IEEE 802.1D BPDU のみを送信します。また、MST スイッチは、
レガシー BPDU、別のリージョンに関連付けられている MSTP BPDU（バージョン 3）、または
RSTBPDU（バージョン 2）を受信することによって、ポートがリージョンの境界に位置している
ことを検出できます。
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ただし、スイッチが IEEE 802.1D BPDU を受信していない場合は、自動的に MSTP モードに戻り
ません。これはレガシースイッチが指定スイッチでない限り、レガシースイッチがリンクから削
除されたかどうか検出できないためです。また、接続するスイッチがリージョンに加入している
と、スイッチはポートに境界の役割を割り当て続ける場合があります。
関連トピック
プロトコルの移行プロセスの再開, （281 ページ）

MSTP のデフォルト設定
表 33：MSTP のデフォルト設定

機能

デフォルト設定

スパニングツリー モード

MSTP

switch プライオリティ（CIST ポートごとに設定可能）

32768

スパニングツリー ポート プライオリティ（CIST ポート 128
単位で設定可能）
スパニングツリー ポート コスト（CIST ポート単位で設 1000 Mb/s：20000
定可能）
100 Mb/s：20000
10 Mb/s：20000
1000 Mb/s：20000
100 Mb/s：20000
10 Mb/s：20000
hello タイム

3秒

転送遅延時間

20 秒

最大エージング タイム

20 秒

最大ホップ カウント

20 ホップ

関連トピック
サポートされるスパニングツリー インスタンス, （221 ページ）
MST リージョン設定の指定と MSTP のイネーブル化, （263 ページ）
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MST と PVST+ の相互運用性について（PVST+ シミュレーション）
PVST+ シミュレーション機能は、MST と Rapid PVST+ との間にシームレスな相互運用性を実現
します。ポート単位またはグローバルに有効化または無効化できます。PVST+ シミュレーション
は、デフォルトでイネーブルになっています。
ただし、MST と Rapid PVST+ との接続を制御し、MST 対応ポートを Rapid PVST+ 対応ポートに
誤って接続するのを防止することが必要な場合もあります。Rapid PVST+ はデフォルト STP モー
ドのため、Rapid PVST+ がイネーブルな多数の接続が検出されることがあります。
この機能を無効にすると、スイッチは MST 領域と PVST+ 領域との対話を停止します。MST 対応
ポートは、Rapid PVST+ 対応ポートに接続されたことを検出すると、PVST ピア不整合（ブロッキ
ング）状態に移行します。このポートは、Shared Spanning Tree Protocol（SSTP）BPDU の受信を
停止するまでは不整合状態を維持し、受信停止後は通常の STP 送信プロセスを再開します。
たとえば、PVST+ シミュレーションを無効にすることにより、正しく設定されていないスイッチ
と、STP モードが MSTP 以外であるネットワーク（デフォルト モードは PVST+）との接続を、防
止することができます。
（同一リージョン内の）MST スイッチを PVST+ スイッチと対話させるよう設定する場合は、次
の注意事項に従ってください。
• MST リージョン内のすべての VLAN に対するルートを設定します。次の例を参照してくだ
さい。
Switch# show spanning-tree mst interface gigabitethernet 1/1
GigabitEthernet1/1 of MST00 is root forwarding
Edge port: no
(trunk) port guard : none
(default)
Link type: point-to-point (auto) bpdu filter: disable (default)
Boundary : boundary
(PVST) bpdu guard : disable (default)
Bpdus sent 10, received 310
Instance
-------0
3

Role
---Root
Boun

Sts
--FWD
FWD

Cost Prio.Nbr
Vlans mapped
--------- -------- ------------------------------20000 128.1
1-2,4-2999,4000-4094
20000 128.1
3,3000-3999

MST スイッチに属する境界ポートは、PVST+ をシミュレートし、すべての VLAN に PVST+
BPDU を送信します。
PVST+ スイッチ上でループ ガードをイネーブルにすると、MST スイッチの設定が変更され
たときに、ポートが loop-inconsistent ステートに変化する可能性があります。loop-inconsistent
状態を解消するには、PVST+ スイッチ上でループ ガードをいったん無効にしてから再有効
化する必要があります。
• MST スイッチの PVST+ サイド内にある VLAN の一部またはすべてに対して、ルートを配置
しないでください。境界の MST スイッチが指定ポート上の VLAN のすべてまたは一部に対
する PVST+ BPDU を受信すると、ルート ガードによってそのポートがブロッキング ステー
トになります。
• PVST+ スイッチを 2 つの異なる MST リージョンに接続すると、PVST+ スイッチからのトポ
ロジ変更が最初の MST リージョンから先へ伝達されません。この場合、トポロジ変更は
VLAN がマッピングされているインスタンスで伝播されるだけです。トポロジ変更は最初の
MST リージョンに対してローカルのままで、その他のリージョンの Cisco Access Manager
（CAM）エントリはフラッシュされません。他の MST リージョンにもトポロジ変更が認識
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されるようにするには、IST に VLAN をマッピングするか、またはアクセス リンクを介して
2 つのリージョンに PVST+ スイッチを接続します。
• PVST+ シミュレーションを無効にすると、ポートがすでに他の不整合状態にある間、PVST+
ピア不整合も起こる可能性があるので、注意してください。たとえば、すべての STP インス
タンスのルート ブリッジは、MST または Rapid PVST+ のどちらかの側に属している必要が
あります。すべての STP インスタンスのルート ブリッジがどちらか一方の側に属していない
と、ポートは PVST+ シミュレーション不整合状態になります。

（注）

すべての STP インスタンスのルート ブリッジを、MST 側に配置することを推
奨します。

単方向リンク障害の検出について
IEEE 802.1D-2004 RSTP および IEEE 802.1Q-2005 MSTP 標準には単方向リンク障害を検出する解決
メカニズムが含まれており、ユーザによる設定は必要ありません。
スイッチにより、受信する BPDU のポートのロールおよびステートの一貫性がチェックされ、ブ
リッジング ループを発生させる可能性のある単方向リンク障害が検出されます。指定ポートが矛
盾を検出するとロールは維持されますが、状態は廃棄（ブロッキング）ステートに戻ります。こ
れは、接続に矛盾が生じた場合、ブリッジング ループを開始するよりも接続を中断する方が好ま
しいためです。
たとえば、次の図では、スイッチ A がルート ブリッジ スイッチで、スイッチ B が指定ポートで
す。スイッチ A からの BPDU は、スイッチ B に向かうリンク上で失われます。
図 14：単一方向リンク障害の検出

Rapid PVST+（802.1w）および MST BPDU には送信ポートのロールとステートが含まれるので、
ロールがルート ブリッジではなく指定ポートであるという理由からスイッチ B が送信対象の優位
BPDU に反応しないことを、スイッチ A は（下位 BPDU から）検出します。 結果として、スイッ
チ A は自身のポートをブロックし（またはブロックを維持して）、ブリッジ処理のループを回避
します。結果として、スイッチ A は自身のポートをブロックし（またはブロックを維持して）、
ブリッジ処理のループを回避します。
解決メカニズムに関して、次のガイドラインと制約事項に留意してください。
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• RSTP または MST を実行するスイッチ上でのみ機能します（解決メカニズムは、BPDU を開
始するポートのロールとステートを読み取る必要があります）。
• 接続が失われる原因になることがあります。たとえば、次の図のブリッジ A は、ルート ポー
トとして選択したポートでの送信ができません。この状況の結果として、接続が失われます
（r1 と r2 は指定ポート、a1 はルート ポート、a2 は代替ポートです。A と R の間には 1 方向
の接続しかありません）。
図 15：接続の消失

• 共有セグメントで永久ブリッジング ループが発生する原因になることがあります。たとえ
ば、次の図で、ブリッジ R の優先順位が最も高く、ポート b1 は共有セグメント 1 からのト
ラフィックを受信できずセグメント 1 の下位指定情報を送信していると仮定します。r1 と a1
はどちらもこの不整合を検出できます。ただし、現在の解決メカニズムでは、廃棄に戻るの
は r1 のみであり、ルート ポート a1 は永久ループを開きます。ただし、この問題は、ポイン
トツーポイント リンクによって接続されたレイヤ 2 スイッチド ネットワークでは発生しま
せん。
図 16：共有セグメントのブリッジング ループ
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MSTP 機能の設定方法
MST リージョン設定の指定と MSTP のイネーブル化
2 つ以上のスイッチを同じ MST リージョンに設定するには、その 2 つのスイッチに同じ VLAN/イ
ンスタンスマッピング、同じコンフィギュレーションリビジョン番号、同じ名前を設定しなけれ
ばなりません。
リージョンには、MST 設定が同一である、1 つ以上のメンバーを含めることができます。各メン
バーでは、RSTP BPDU を処理できる必要があります。ネットワーク内の MST リージョンの数に
は制限はありませんが、各リージョンがサポートできるスパニングツリーインスタンスの数は65
までです。VLAN には、一度に 1 つのスパニングツリー インスタンスのみ割り当てることができ
ます。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. spanning-tree mst configuration
4. instance instance-idvlan vlan-range
5. name name
6. revision version
7. show pending
8. exit
9. spanning-tree mode mst
10. 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。パスワードを入力し
ます（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# 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

spanning-tree mst configuration

MST コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch(config)# spanning-tree
mst configuration

ステップ 4

instance instance-idvlan vlan-range VLAN を MSTI にマップします。
例：
Switch(config-mst)# instance 1
vlan 10-20

• instance-id に指定できる範囲は、0 ～ 4094 です。
• vlanvlanに指定できる範囲は、1 ～ 4094 です。
VLAN を MSTI にマップする場合、マッピングは増加され、
コマンドに指定した VLAN は、以前マッピングした VLAN
に追加されるか、そこから削除されます。
VLAN の範囲を指定するには、ハイフンを使用します。たとえ
ば instance 1 vlan 1-63 では、VLAN 1 ～ 63 が MST インスタンス
1 にマップされます。
一連の VLAN を指定するには、カンマを使用します。たとえば
instance 1 vlan 10, 20, 30 と指定すると、VLAN 10、20、30 が MST
インスタンス 1 にマップされます。

ステップ 5

name name

コンフィギュレーション名を指定します。name 文字列の最大の
長さは 32 文字であり、大文字と小文字が区別されます。

例：
Switch(config-mst)# name region1

ステップ 6

revision version

設定リビジョン番号を指定します。指定できる範囲は 0 ～ 65535
です。

例：
Switch(config-mst)# revision 1

ステップ 7

show pending

保留中の設定を表示し、設定を確認します。

例：
Switch(config-mst)# show pending

ステップ 8

exit

すべての変更を適用し、グローバル コンフィギュレーション
モードに戻ります。

例：
Switch(config-mst)# exit
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

spanning-tree mode mst

MSTP をイネーブルにします。RSTP もイネーブルになります。

例：
Switch(config)# spanning-tree
mode mst

スパニングツリー モードを変更すると、すべてのスパニングツ
リーインスタンスは以前のモードであるため停止し、新しいモー
ドで再起動するので、トラフィックを中断させる可能性があり
ます。
MSTP と PVST+ または MSTP と Rapid PVST+ を同時に実行する
ことはできません。

ステップ 10

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

関連トピック
MSTP 設定時の注意事項, （242 ページ）
MST リージョン, （243 ページ）
MSTP の前提条件, （239 ページ）
MSTP の制約事項, （240 ページ）
スパニングツリーの相互運用性と下位互換性, （221 ページ）
オプションのスパニングツリー設定時の注意事項
BackboneFast, （296 ページ）
UplinkFast, （294 ページ）
MSTP のデフォルト設定, （259 ページ）
ルート switchの設定, （266 ページ）
MSTP の制約事項, （240 ページ）
ブリッジ ID、デバイス プライオリティ、および拡張システム ID, （213 ページ）
セカンダリ ルート switchの設定, （267 ページ）
ポート プライオリティの設定, （268 ページ）
パス コストの設定, （270 ページ）
switch プライオリティの設定, （272 ページ）
hello タイムの設定, （274 ページ）
転送遅延時間の設定, （275 ページ）
最大エージング タイムの設定, （276 ページ）
最大ホップ カウントの設定, （277 ページ）
高速移行を確実にするためのリンク タイプの指定, （278 ページ）
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ネイバー タイプの設定, （280 ページ）
プロトコルの移行プロセスの再開, （281 ページ）

ルート switchの設定
この手順は任意です。

はじめる前に
マルチ スパニングツリー（MST）が、スイッチで指定されて有効になっている必要があります。
詳細については、関連項目を参照してください。
指定された MST インスタンス ID も把握する必要があります。この例のステップ 2 では、インス
タンス ID として 0 を使用します。これは「関連項目」で示されている手順によって設定されたイ
ンスタンス ID が 0 であるためです。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. spanning-tree mst instance-idroot primary
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。パスワードを入
力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

spanning-tree mst instance-idroot
primary
例：
Switch(config)# spanning-tree mst 0
root primary

ルート スイッチとしてスイッチを設定します。
• instance-id には、単一のインスタンス、ハイフンで区
切られた範囲のインスタンス、またはカンマで区切ら
れた一連のインスタンスを指定できます。指定できる
範囲は 0 ～ 4094 です。
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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：
Switch(config)# end

関連トピック
ルート スイッチ, （243 ページ）
MST リージョン設定の指定と MSTP のイネーブル化, （263 ページ）
MSTP の制約事項, （240 ページ）
ブリッジ ID、デバイス プライオリティ、および拡張システム ID, （213 ページ）
セカンダリ ルート switchの設定, （267 ページ）

セカンダリ ルート switchの設定
拡張システム ID をサポートするスイッチをセカンダリ ルートとして設定する場合、スイッチ プ
ライオリティはデフォルト値（32768）から 28672 に修正されます。プライマリ ルート スイッチ
で障害が発生した場合は、このスイッチが指定インスタンスのルート スイッチになる可能性があ
ります。ここでは、その他のネットワークスイッチが、デフォルトのスイッチプライオリティの
32768 を使用しているためにルート スイッチになる可能性が低いことが前提となっています。
このコマンドを複数のスイッチに対して実行すると、複数のバックアップルートスイッチを設定
できます。spanning-tree mst instance-idroot primary グローバル コンフィギュレーション コマン
ドでプライマリ ルート スイッチを設定したときと同じネットワーク直径および hello タイム値を
使用してください。
この手順は任意です。

はじめる前に
マルチ スパニングツリー（MST）が、スイッチで指定されて有効になっている必要があります。
詳細については、関連項目を参照してください。
指定された MST インスタンス ID も把握する必要があります。この例では、インスタンス ID とし
て 0 を使用します。これは「関連項目」で示されている手順によって設定されたインスタンス ID
が 0 であるためです。
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手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. spanning-tree mst instance-idroot secondary
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。パスワードを入
力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

spanning-tree mst instance-idroot
secondary

セカンダリ ルート スイッチとしてスイッチを設定します。
• instance-id には、単一のインスタンス、ハイフンで区
切られた範囲のインスタンス、またはカンマで区切ら
れた一連のインスタンスを指定できます。指定できる
範囲は 0 ～ 4094 です。

例：
Switch(config)# spanning-tree mst 0
root secondary

ステップ 4

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

関連トピック
MST リージョン設定の指定と MSTP のイネーブル化, （263 ページ）
ルート switchの設定, （266 ページ）

ポート プライオリティの設定
ループが発生した場合、MSTP はポート プライオリティを使用して、フォワーディング ステート
にするインターフェイスを選択します。最初に選択されるインターフェイスには高いプライオリ
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ティ値（小さい数値）を割り当て、最後に選択されるインターフェイスには低いプライオリティ
値（高い数値）を割り当てることができます。すべてのインターフェイスに同じプライオリティ
値が与えられている場合、MSTP はインターフェイス番号が最小のインターフェイスをフォワー
ディング ステートにし、他のインターフェイスをブロックします。
この手順は任意です。

はじめる前に
マルチ スパニングツリー（MST）が、スイッチで指定されて有効になっている必要があります。
詳細については、関連項目を参照してください。
指定された MST インスタンス ID と使用されるインターフェイスも把握する必要があります。こ
の例では、インスタンス ID として 0 を使用し、インターフェイスとして GigabitEthernet1/0/1 を使
用します。これは「関連トピック」で示されている手順によってインスタンス ID とインターフェ
イスがそのように設定されているためです。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. interface interface-id
4. spanning-tree mst instance-idport-priority priority
5. 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。パスワードを入力し
ます（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id

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

例：
Switch(config)# interface
GigabitEthernet1/0/1

ステップ 4

spanning-tree mst
instance-idport-priority priority

ポート プライオリティを設定します。

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーション
ガイド
269

MSTP 機能の設定方法

コマンドまたはアクション

目的
• instance-id には、単一のインスタンス、ハイフンで区切ら

例：
Switch(config-if)# spanning-tree
mst 0 port-priority 64

れた範囲のインスタンス、またはカンマで区切られた一連
のインスタンスを指定できます。指定できる範囲は 0 ～
4094 です。
• priority 値の範囲は 0 ～ 240 で、16 ずつ増加します。デフォ
ルト値は 128 です。値が小さいほど、プライオリティが高
くなります。
使用可能な値は、0、16、32、48、64、80、96、112、128、
144、160、176、192、208、224、240 だけです。その他の
値はすべて拒否されます。

ステップ 5

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config-if)# end

show spanning-tree mstinterface interface-id 特権 EXEC コマンドは、ポートがリンクアップ動作可
能状態にある場合のみ情報を表示します。ポートがリンクアップ動作状態になっていない場合は、
show running-config interface 特権 EXEC コマンドを使用して設定を確認できます。
関連トピック
MST リージョン設定の指定と MSTP のイネーブル化, （263 ページ）
パス コストの設定, （270 ページ）

パス コストの設定
MSTP パス コストのデフォルト値は、インターフェイスのメディア速度に基づきます。ループが
発生した場合、MSTP はコストを使用して、フォワーディング ステートにするインターフェイス
を選択します。最初に選択されるインターフェイスには低いコスト値を割り当て、最後に選択さ
れるインターフェイスには高いコスト値を割り当てることができます。すべてのインターフェイ
スに同じコスト値が与えられている場合、MSTP はインターフェイス番号が最小のインターフェ
イスをフォワーディング ステートにし、他のインターフェイスをブロックします。
この手順は任意です。

はじめる前に
マルチ スパニングツリー（MST）が、スイッチで指定されて有効になっている必要があります。
詳細については、関連項目を参照してください。
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指定された MST インスタンス ID と使用されるインターフェイスも把握する必要があります。こ
の例では、インスタンス ID として 0 を使用し、インターフェイスとして GigabitEthernet1/0/1 を使
用します。これは「関連トピック」で示されている手順によってインスタンス ID とインターフェ
イスがそのように設定されているためです。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. interface interface-id
4. spanning-tree mst instance-idcost cost
5. 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。パスワードを入力しま
す（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id
例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 4

spanning-tree mst instance-idcost
cost
例：
Switch(config-if)# spanning-tree
mst 0 cost 17031970

設定するインターフェイスを指定し、インターフェイス コンフィ
ギュレーション モードを開始します。有効なインターフェイスに
は、物理ポートとポート チャネル論理インターフェイスがありま
す。指定できるポートチャネルの範囲は 1 ～ 48 です。
コストを設定します。
ループが発生した場合、MSTP はパス コストを使用して、フォワー
ディング ステートにするインターフェイスを選択します。低いパ
ス コストは高速送信を表します。
• instance-id には、単一のインスタンス、ハイフンで区切られ
た範囲のインスタンス、またはカンマで区切られた一連のイ
ンスタンスを指定できます。指定できる範囲は 0 ～ 4094 で
す。
• cost の範囲は 1 ～ 200000000 です。デフォルト値はインター
フェイスのメディア速度から派生します。
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ステップ 5

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：
Switch(config-if)# end

show spanning-tree mst interface interface-id 特権 EXEC コマンドによって表示されるのは、リンク
アップ動作可能状態のポートの情報だけです。そうでない場合は、show running-config 特権 EXEC
コマンドを使用して設定を確認してください。
関連トピック
ポート プライオリティの設定, （268 ページ）
MST リージョン設定の指定と MSTP のイネーブル化, （263 ページ）

switch プライオリティの設定
スイッチのプライオリティを変更すると、スタンドアロン スイッチまたはスタック内のスイッチ
であるかに関係なく、ルートスイッチとして選択される可能性が高くなります。

（注）

このコマンドの使用には注意してください。通常のネットワーク設定では、spanning-tree mst
instance-idroot primary and the spanning-tree mst instance-idroot secondary グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用して、スイッチをルート、またはセカンダリ ルート スイッチ
として指定することをお勧めします。これらのコマンドが動作しない場合にのみスイッチプラ
イオリティを変更する必要があります。
この手順は任意です。

はじめる前に
マルチ スパニングツリー（MST）が、スイッチで指定されて有効になっている必要があります。
詳細については、関連項目を参照してください。
使用する指定された MST インスタンス ID も把握する必要があります。この例では、インスタン
ス ID として 0 を使用します。これは「関連項目」で示されている手順によって設定されたインス
タンス ID が 0 であるためです。
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手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. spanning-tree mst instance-idpriority priority
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。パスワードを入力しま
す（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

spanning-tree mst
instance-idpriority priority

スイッチのプライオリティを設定します。
• instance-id には、単一のインスタンス、ハイフンで区切られた
範囲のインスタンス、またはカンマで区切られた一連のイン
スタンスを指定できます。指定できる範囲は 0 ～ 4094 です。

例：
Switch(config)# spanning-tree
mst 0 priority 40960

• priority の範囲は 0 ～ 61440 で、4096 ずつ増加します。デフォ
ルトは 32768 です。この値が低いほど、スイッチがルート ス
イッチとして選択される可能性が高くなります。
使用可能な値は、0、4096、8192、12288、16384、20480、
24576、28672、32768、36864、40960、45056、49152、53248、
57344、61440 です。これらは唯一の許容値です。

ステップ 4

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config-if)# end

関連トピック
MST リージョン設定の指定と MSTP のイネーブル化, （263 ページ）
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hello タイムの設定
helloタイムはルート スイッチによって設定メッセージが生成されて送信される時間の間隔です。
この手順は任意です。

はじめる前に
マルチ スパニングツリー（MST）が、スイッチで指定されて有効になっている必要があります。
詳細については、関連項目を参照してください。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. spanning-tree mst hello-time seconds
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。パスワードを入力
します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

spanning-tree mst hello-time seconds
例：
Switch(config)# spanning-tree mst
hello-time 4

ステップ 4

end

すべての MST インスタンスについて、hello タイムを設定し
ます。hello タイムはルート スイッチによって設定メッセー
ジが生成されて送信される時間の間隔です。このメッセージ
は、スイッチが活動中であることを表します。
seconds に指定できる範囲は 1 ～ 10 です。デフォルトは 3 で
す。
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# end
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関連トピック
MST リージョン設定の指定と MSTP のイネーブル化, （263 ページ）

転送遅延時間の設定
はじめる前に
マルチ スパニングツリー（MST）が、スイッチで指定されて有効になっている必要があります。
詳細については、関連項目を参照してください。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. spanning-tree mst forward-time seconds
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。パスワードを入力
します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

spanning-tree mst forward-time
seconds
例：

ステップ 4

すべての MST インスタンスについて、転送時間を設定しま
す。転送遅延時間は、スパニングツリー ラーニング ステー
トおよびリスニング ステートからフォワーディング ステー
トに移行するまでに、ポートが待機する秒数です。

Switch(config)# spanning-tree mst
forward-time 25

seconds に指定できる範囲は 4 ～ 30 です。デフォルトは 20
です。

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# end
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関連トピック
MST リージョン設定の指定と MSTP のイネーブル化, （263 ページ）

最大エージング タイムの設定
はじめる前に
マルチ スパニングツリー（MST）が、スイッチで指定されて有効になっている必要があります。
詳細については、関連項目を参照してください。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. spanning-tree mst max-age seconds
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。パスワードを入
力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

spanning-tree mst max-age seconds
例：
Switch(config)# spanning-tree mst
max-age 40

すべての MST インスタンスについて、最大経過時間を設定
します。最大エージング タイムは、スイッチが再設定を試
す前にスパニングツリー設定メッセージを受信せずに待機す
る秒数です。
seconds に指定できる範囲は 6 ～ 40 です。デフォルトは 20
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：
Switch(config)# end

関連トピック
MST リージョン設定の指定と MSTP のイネーブル化, （263 ページ）

最大ホップ カウントの設定
この手順は任意です。

はじめる前に
マルチ スパニングツリー（MST）が、スイッチで指定されて有効になっている必要があります。
詳細については、関連項目を参照してください。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. spanning-tree mst max-hops hop-count
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。パスワードを
入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Switch# 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

spanning-tree mst max-hops hop-count

BPDU を廃棄してポート用に保持していた情報を期限切
れにするまでの、リージョンでのホップ数を設定します。

例：
Switch(config)# spanning-tree mst
max-hops 25

ステップ 4

end

hop-count に指定できる範囲は 1 ～ 255 です。デフォルト
値は 20 です。
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# end

関連トピック
MST リージョン設定の指定と MSTP のイネーブル化, （263 ページ）

高速移行を確実にするためのリンク タイプの指定
ポイントツーポイント リンクでポート間を接続し、ローカル ポートが DP になると、RSTP は提
案と合意のハンドシェークを使用して別のポートと高速移行をネゴシエーションし、ループがな
いトポロジを保証します。
デフォルトの場合、リンク タイプはインターフェイスのデュプレックス モードから制御されま
す。全二重ポートはポイントツーポイント接続、半二重ポートは共有接続と見なされます。MSTP
を実行しているリモート スイッチの単一ポートに、半二重リンクを物理的にポイントツーポイン
トで接続した場合は、リンクタイプのデフォルト設定を無効にして、フォワーディングステート
への高速移行をイネーブルにすることができます。
この手順は任意です。

はじめる前に
マルチ スパニングツリー（MST）が、スイッチで指定されて有効になっている必要があります。
詳細については、関連項目を参照してください。
指定された MST インスタンス ID と使用されるインターフェイスも把握する必要があります。こ
の例では、インスタンス ID として 0 を使用し、インターフェイスとして GigabitEthernet1/0/1 を使
用します。これは「関連トピック」で示されている手順によってインスタンス ID とインターフェ
イスがそのように設定されているためです。
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手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. interface interface-id
4. spanning-tree link-type point-to-point
5. 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。パスワードを入
力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id
例：
Switch(config)# interface
GigabitEthernet1/0/1

ステップ 4

spanning-tree link-type point-to-point

設定するインターフェイスを指定し、インターフェイス コ
ンフィギュレーション モードを開始します。有効なイン
ターフェイスには、物理ポート、VLAN、およびポートチャ
ネル論理インターフェイスがあります。VLAN ID の範囲は
1 ～ 4094 です。指定できるポートチャネルの範囲は 1 ～ 48
です。
ポートのリンク タイプがポイントツーポイントであること
を指定します。

例：
Switch(config-if)# spanning-tree
link-type point-to-point

ステップ 5

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config-if)# end

関連トピック
MST リージョン設定の指定と MSTP のイネーブル化, （263 ページ）
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ネイバー タイプの設定
トポロジには、先行標準に準拠したデバイスと IEEE 802.1s 標準準拠のデバイスの両方を加えるこ
とができます。デフォルトの場合、ポートは準規格デバイスを自動的に検出できますが、規格
BPDU および準規格 BPDU の両方を受信できます。デバイスとそのネイバーの間に不一致がある
場合は、CIST だけがインターフェイスで動作します。
準規格 BPDU だけを送信するようにポートを設定できます。ポートが STP 互換モードになってい
ても、すべての show コマンドで準規格フラグが表示されます。
この手順は任意です。

はじめる前に
マルチ スパニングツリー（MST）が、スイッチで指定されて有効になっている必要があります。
詳細については、関連項目を参照してください。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. interface interface-id
4. spanning-tree mst pre-standard
5. 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。パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id
例：

設定するインターフェイスを指定し、インターフェイ
ス コンフィギュレーション モードを開始します。有効
なインターフェイスには、物理ポートが含まれます。

Switch(config)# interface
GigabitEthernet1/0/1
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

spanning-tree mst pre-standard

ポートが準規格 BPDU だけを送信できることを指定し
ます。

例：
Switch(config-if)# spanning-tree mst
pre-standard

ステップ 5

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config-if)# end

関連トピック
MST リージョン設定の指定と MSTP のイネーブル化, （263 ページ）

プロトコルの移行プロセスの再開
この手順では、プロトコル移行プロセスを再開し、ネイバー スイッチとの再ネゴシエーションを
強制します。また、スイッチを MST モードに戻します。これは、IEEE 802.1D BPDU の受信後に
スイッチがそれらを受信しない場合に必要です。
スイッチでプロトコルの移行プロセスを再開する（隣接するスイッチで再ネゴシエーションを強
制的に行う）手順については、これらの手順に従ってください。

はじめる前に
マルチ スパニングツリー（MST）が、スイッチで指定されて有効になっている必要があります。
詳細については、関連項目を参照してください。
コマンドのインターフェイス バージョンを使用する場合は、使用する MST インターフェイスが
分かっている必要があります。この例では、インターフェイスとして GigabitEthernet1/0/1 を使用
します。それが「関連項目」で示されている手順によって設定されたインターフェイスであるか
らです。

手順の概要
1. enable
2. 次のいずれかのコマンドを入力します。
• clear spanning-tree detected-protocols
• clear spanning-tree detected-protocolsinterface interface-id
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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。パ
スワードを入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

次のいずれかのコマンドを入力します。
• clear spanning-tree detected-protocols

スイッチが MSTP モードに戻り、プロトコル
の移行プロセスが再開されます。

• clear spanning-tree detected-protocolsinterface
interface-id

例：
Switch# clear spanning-tree detected-protocols

または
Switch# clear spanning-tree detected-protocols
interface GigabitEthernet1/0/1

次の作業
この手順は、スイッチでさらにレガシー IEEE 802.1D コンフィギュレーション BPDU（プロトコ
ル バージョンが 0 に設定された BPDU）を受信する場合に、繰り返しが必要なことがあります。
関連トピック
MST リージョン設定の指定と MSTP のイネーブル化, （263 ページ）
プロトコル移行プロセス, （258 ページ）

PVST+ シミュレーションの設定
PVST+ シミュレーションは、デフォルトでイネーブルになっています。つまり、すべてのポート
が、Rapid PVST+ モードで動作する接続先デバイスと自動的に相互運用します。機能を無効にし
てから再設定したい場合は、次の作業を参照してください。
PVST+ シミュレーションをグローバルに有効にするには、次の作業を行います。
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手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. spanning-tree mst simulate pvst global
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。パスワードを
入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

spanning-tree mst simulate pvst global
例：
Switch(config)# spanning-tree mst
simulate pvst global

ステップ 4

PVST+ シミュレーションをグローバルに有効化します。
Rapid PVST+ モードで動作する接続先デバイスとスイッ
チとの自動的な相互運用を回避するには、コマンドの no
バージョンを入力します。
特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ポート上での PVST+ シミュレーションの有効化
特定のポート上で PVST+ シミュレーションを有効化するには、次の作業を行います。
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手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. interface interface-id
4. spanning-tree mst simulate pvst
5. end
6. show spanning-tree summary

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。パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id

設定するポートを選択します。

例：
Switch(config)# interface gi1/0/1

ステップ 4

spanning-tree mst simulate pvst
例：

ステップ 5

特定のインターフェイスで PVST+ シミュレーションを
有効化します。

Switch(config-if)# spanning-tree mst
simulate pvst

指定したインターフェイスと MST を実行していない
接続スイッチとの自動的な相互運用を回避するには、
spanning-tree mst simulate pvst disable コマンドを入力
します。

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# end

ステップ 6

show spanning-tree summary

設定を確認します。

例：
Switch# show spanning-tree summary
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例：PVST+ シミュレーション
次の例は、Rapid PVST+ を実行している接続スイッチと自動的に相互運用することを防止するよ
うにスイッチを設定する方法を示しています。
Switch# configure terminal
Switch(config)# no spanning-tree mst simulate pvst global

次に、Rapid PVST+ を実行している接続先デバイスとポートが自動的に相互運用しないようにす
る例を示します。
Switch(config)# interface1/0/1
Switch(config-if)# spanning-tree mst simulate pvst disable

次の出力例は、PVST+ シミュレーション無効時にポートで SSTP BPDU を受信した場合に受け取
るシステム メッセージを示しています。
Message
SPANTREE_PVST_PEER_BLOCK: PVST BPDU detected on port %s [port number].
Severity
Critical
Explanation
A PVST+ peer was detected on the specified interface on the switch. PVST+
simulation feature is disabled, as a result of which the interface was
moved to the spanning tree
Blocking state.
Action
Identify the PVST+ switch from the network which might be configured
incorrectly.
次の出力例は、インターフェイスのピア不整合が解消したときに受け取るシステム メッセージを
示しています。
Message
SPANTREE_PVST_PEER_UNBLOCK: Unblocking port %s [port number].
Severity
Critical
Explanation
The interface specified in the error message has been restored to normal
spanning tree state.
Action
None.
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この例は、ポート 1/0/1 を設定して PVST+ シミュレーションを無効にし、そのポートがピア タイ
プ不整合状態にあるときの、スパニング ツリー ステータスを示しています。
Switch# show spanning-tree
VLAN0010
Spanning tree enabled protocol mstp
Root ID Priority 32778
Address
0002.172c.f400
This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Bridge ID Priority 32778 (priority 32768 sys-id-ext 10)
Address 0002.172c.f400
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 300
Interface
Role Sts Cost
Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- ------------------------Gi1/0/1
Desg BKN*4
128.270 P2p *PVST_Peer_Inc

次に、MSTP モードで PVST+ シミュレーションが有効である合のスパニング ツリーの概要の例を
示します。
Switch# show spanning-tree summary

Switch is in mst mode (IEEE Standard)
Root bridge for: MST0
EtherChannel misconfig guard is enabled
Extended system ID is enabled
Portfast Default is disabled
PortFast BPDU Guard Default is disabled
Portfast BPDU Filter Default is disabled
Loopguard Default is disabled
UplinkFast is disabled
BackboneFast is disabled
Pathcost method used is long
PVST Simulation Default is enabled
Name
Blocking Listening Learning Forwarding STP Active
---------------------- -------- --------- -------- ---------- ---------MST0
2
0
0
0
2
---------------------- -------- --------- -------- ---------- ---------1 mst
2
0
0
0
2
次に、STP モードで PVST+ シミュレーションが無効である場合のスパニング ツリーの概要の例
を示します。
Switch# show spanning-tree summary

Switch is in mst mode (IEEE Standard)
Root bridge for: MST0
EtherChannel misconfig guard is enabled
Extended system ID is enabled
Portfast Default is disabled
PortFast BPDU Guard Default is disabled
Portfast BPDU Filter Default is disabled
Loopguard Default is disabled
UplinkFast is disabled
BackboneFast is disabled
Pathcost method used is long
PVST Simulation Default is disabled
Name
Blocking Listening Learning Forwarding STP Active
---------------------- -------- --------- -------- ---------- ---------MST0
2
0
0
0
2
---------------------- -------- --------- -------- ---------- ---------1 mst
2
0
0
0
2
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次に、スイッチが MSTP モードでない場合、つまりスイッチが PVST または Rapid-PVST モード
の場合のスパニング ツリーの概要の例を示します。出力文字列は現在の STP モードを表示しま
す。
Switch# show spanning-tree summary

Switch is in rapid-pvst mode
Root bridge for: VLAN0001, VLAN2001-VLAN2002
EtherChannel misconfig guard is enabled
Extended system ID is enabled
Portfast Default is disabled
PortFast BPDU Guard Default is disabled
Portfast BPDU Filter Default is disabled
Loopguard Default is disabled
UplinkFast is disabled
BackboneFast is disabled
Pathcost method used is short
PVST Simulation Default is enabled but inactive in
Name
Blocking Listening Learning
---------------------- -------- --------- -------VLAN0001
2
0
0
VLAN2001
2
0
0
VLAN2002
2
0
0
---------------------- -------- --------- -------3 vlans
6
0
0

rapid-pvst
Forwarding
---------0
0
0
---------0

mode
STP Active
---------2
2
2
---------6

この例は、PVST+ シミュレーションがグローバルに有効な場合（デフォルト設定）のインター
フェイスの詳細を示しています。
Switch# show spanning-tree interface1/0/1 detail
Port 269 (GigabitEthernet1/0/1) of VLAN0002 is forwarding
Port path cost 4, Port priority 128, Port Identifier 128.297.
Designated root has priority 32769, address 0013.5f20.01c0
Designated bridge has priority 32769, address 0013.5f20.01c0
Designated port id is 128.297, designated path cost 0
Timers: message age 0, forward delay 0, hold 0
Number of transitions to forwarding state: 1
Link type is point-to-point by default
PVST Simulation is enabled by default
BPDU: sent 132, received 1

この例は、PVST+ シミュレーションがグローバルに無効な場合のインターフェイスの詳細を示し
ています。
Switch# show spanning-tree interface1/0/1 detail
Port 269 (GigabitEthernet1/0/1) of VLAN0002 is forwarding
Port path cost 4, Port priority 128, Port Identifier 128.297.
Designated root has priority 32769, address 0013.5f20.01c0
Designated bridge has priority 32769, address 0013.5f20.01c0
Designated port id is 128.297, designated path cost 0
Timers: message age 0, forward delay 0, hold 0
Number of transitions to forwarding state: 1
Link type is point-to-point by default
PVST Simulation is disabled by default
BPDU: sent 132, received 1

この例は、PVST+ シミュレーションがポートで明示的に有効化されている場合のインターフェイ
スの詳細を示しています。
Switch# show spanning-tree interface1/0/1 detail
Port 269 (GigabitEthernet1/0/1) of VLAN0002 is forwarding
Port path cost 4, Port priority 128, Port Identifier 128.297.
Designated root has priority 32769, address 0013.5f20.01c0
Designated bridge has priority 32769, address 0013.5f20.01c0
Designated port id is 128.297, designated path cost 0
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Timers: message age 0, forward delay 0, hold 0
Number of transitions to forwarding state: 1
Link type is point-to-point by default
PVST Simulation is enabled
BPDU: sent 132, received 1

この例は、ポートで PVST+ シミュレーション機能が無効になっており PVST ピア不整合が検出さ
れた場合のインターフェイスの詳細を示しています。
Switch# show spanning-tree interface1/0/1 detail
Port 269 (GigabitEthernet1/0/1) of VLAN0002 is broken (PVST Peer Inconsistent)
Port path cost 4, Port priority 128, Port Identifier 128.297.
Designated root has priority 32769, address 0013.5f20.01c0
Designated bridge has priority 32769, address 0013.5f20.01c0
Designated port id is 128.297, designated path cost 0
Timers: message age 0, forward delay 0, hold 0
Number of transitions to forwarding state: 1
Link type is point-to-point by default
PVST Simulation is disabled
BPDU: sent 132, received 1

例：単方向リンク障害の検出
この例は、ポート 1/0/1detail を設定して PVST+ シミュレーションを無効にし、ポートが現在ピア
タイプ不整合状態にあるときの、スパニング ツリー ステータスを示しています。
Switch# show spanning-tree
VLAN0010
Spanning tree enabled protocol rstp
Root ID
Priority 32778
Address 0002.172c.f400
This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Bridge ID Priority 32778 (priority 32768 sys-id-ext 10)
Address 0002.172c.f400
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 300
Interface
Role Sts Cost
Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- ------------------------Gi1/0/1
Desg BKN 4
128.270 P2p Dispute

この例は、競合する状態が検出された場合のインターフェイスの詳細を示しています。
Switch# show spanning-tree interface1/0/1 detail
Port 269 (GigabitEthernet1/0/1) of VLAN0002 is designated blocking (dispute)
Port path cost 4, Port priority 128, Port Identifier 128.297.
Designated root has priority 32769, address 0013.5f20.01c0
Designated bridge has priority 32769, address 0013.5f20.01c0
Designated port id is 128.297, designated path cost 0
Timers: message age 0, forward delay 0, hold 0
Number of transitions to forwarding state: 1
Link type is point-to-point by default
BPDU: sent 132, received 1
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MST の設定およびステータスのモニタリング
表 34：MST ステータスを表示するコマンド

show spanning-tree mst configuration MST リージョンの設定を表示します。
show spanning-tree mst configuration 現在の MSTCI に含まれる MD5 ダイジェストを表示しま
digest
す。
このコマンドは、リンク アップ動作 すべてのインスタンスの MST 情報を表示します。
可能状態のポートの情報を表示しま （注）
このコマンドは、リンク アップ動作可能状態の
す。
ポートの情報を表示します。
show spanning-tree mst instance-id

指定インスタンスの MST 情報を表示します。
（注）

show spanning-tree mstinterface
interface-id

このコマンドは、ポートがリンク アップ動作可
能状態の場合にのみ情報を表示します。

指定インターフェイスの MST 情報を表示します。

MSTP の機能情報
リリース

変更内容

Cisco IOS Release 15.0(2)EXCisco IOS Release 15.2(5)E

この機能が導入されました。
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オプションのスパニングツリー機能の設定
• 機能情報の確認, 291 ページ
• オプションのスパニング ツリー機能の制約事項, 291 ページ
• オプションのスパニングツリー機能について, 292 ページ
• オプションのスパニングツリー機能の設定方法, 304 ページ
• 例, 324 ページ
• スパニングツリー ステータスのモニタリング, 326 ページ
• オプションのスパニングツリー機能の機能情報, 327 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表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シスコ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 からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

オプションのスパニング ツリー機能の制約事項
• PortFast は、スパニング ツリーがコンバージェンスするまでにインターフェイスが待機する
時間を最短にするため、これはエンド ステーションに接続されているインターフェイスで使
用される場合のみ有用です。他のスイッチに接続するインターフェイスで PortFast をイネー
ブルにすると、スパニングツリーのループが生じることがあります。
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関連トピック
PortFast のイネーブル化, （304 ページ）
PortFast, （292 ページ）

オプションのスパニングツリー機能について
PortFast
PortFast 機能を使用すると、アクセス ポートまたはトランク ポートとして設定されているインター
フェイスが、リスニング ステートおよびラーニング ステートを経由せずに、ブロッキング ステー
トから直接フォワーディング ステートに移行します。
1 台のワークステーションまたはサーバに接続されているインターフェイス上で PortFast を使用す
ると、スパニングツリーが収束するのを待たずにデバイスをすぐにネットワークに接続できます。
図 17：PortFast がイネーブルなインターフェイス

1 台のワークステーションまたはサーバに接続されたインターフェイスがブリッジ プロトコル
データ ユニット（BPDU）を受信しないようにする必要があります。スイッチを再起動すると、
PortFast がイネーブルに設定されているインターフェイスは通常のスパニングツリー ステータス
の遷移をたどります。
インターフェイスまたはすべての非トランク ポートでイネーブルにして、この機能をイネーブル
にできます。
関連トピック
PortFast のイネーブル化, （304 ページ）
オプションのスパニング ツリー機能の制約事項, （291 ページ）
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BPDU ガード
ブリッジ プロトコル データ ユニット（BPDU）ガード機能はスイッチ上でグローバルにイネーブ
ルにすることも、ポート単位でイネーブルにすることもできます。ただし、これらの動作は次の
点で異なります。
PortFast エッジ対応ポート上でグローバル レベルで BPDU ガードをイネーブルにすると、スパニ
ング ツリーは、BPDU が受信されると、PortFast エッジ動作ステートのポートをシャット ダウン
します。有効な設定では、PortFast エッジ対応ポートは BPDU を受信しません。PortFast エッジ対
応ポートが BPDU を受信した場合は、許可されていないデバイスの接続などの無効な設定が存在
することを示しており、BPDU ガード機能によってポートは error-disabled ステートになります。
この状態になると、スイッチは違反が発生したポート全体をシャットダウンします。
PortFast エッジ機能をイネーブルにせずにインターフェイス レベルでポート上の BPDU ガードを
イネーブルにした場合、ポートが BPDU を受信すると、error-disabled ステートになります。
インターフェイスを手動で再び動作させなければならない場合、無効な設定を防ぐには、BPDU
ガード機能が役に立ちます。サービスプロバイダーネットワーク内でアクセスポートがスパニン
グツリーに参加しないようにするには、BPDU ガード機能を使用します。
関連トピック
BPDU ガードのイネーブル化, （306 ページ）

BPDU フィルタリング
BPDU フィルタリング機能はスイッチ上でグローバルにイネーブルにすることも、インターフェ
イス単位でイネーブルにすることもできます。ただし、これらの動作は次の点で異なります。
グローバル レベルでは、PortFast エッジ対応インターフェイスで BPDU フィルタリングをイネー
ブルにすると、PortFast エッジ動作ステートにあるインターフェイスでの BPDU の送受信が防止
されます。ただし、リンクが確立してからスイッチが発信 BPDU のフィルタリングを開始するま
での間に、このインターフェイスから BPDU がいくつか送信されます。これらのインターフェイ
スに接続されたホストが BPDU を受信しないようにするには、スイッチ上で BPDU フィルタリン
グをグローバルにイネーブルにする必要があります。PortFast エッジ対応インターフェイスでは、
BPDU を受信すると、PortFast エッジ動作ステートが解除され、BPDU フィルタリングがディセー
ブルになります。
PortFast エッジ機能をイネーブルにせずに、インターフェイスで BPDU フィルタリングをイネー
ブルにすると、インターフェイスでの BPDU の送受信が防止されます。

注意

BPDU フィルタリングを特定のインターフェイス上でイネーブルにすることは、そのインター
フェイス上でスパニングツリーをディセーブルにすることと同じであり、スパニングツリー
ループが発生することがあります。
スイッチ全体または 1 つのインターフェイスで BPDU フィルタリング機能をイネーブルにできま
す。
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関連トピック
BPDU フィルタリングのイネーブル化, （308 ページ）

UplinkFast
階層型ネットワークに配置されたスイッチは、バックボーン スイッチ、ディストリビューション
スイッチ、およびアクセス スイッチに分類できます。この複雑なネットワークには、ディストリ
ビューション スイッチとアクセス スイッチがあり、ループを防止するために、スパニング ツリー
がブロックする冗長リンクが少なくとも 1 つあります。
図 18：階層型ネットワークのスイッチ

スイッチの接続が切断されると、スイッチはスパニングツリーが新しいルート ポートを選択する
と同時に代替パスの使用を開始します。リンクやスイッチに障害が発生した場合、またはスパニ
ングツリーが UplinkFast のイネーブル化によって自動的に再設定された場合に、新しいルート ポー
トを短時間で選択できます。ルート ポートは、通常のスパニングツリー手順とは異なり、リスニ
ング ステートおよびラーニング ステートを経由せず、ただちにフォワーディング ステートに移
行します。
スパニングツリーが新規ルート ポートを再設定すると、他のインターフェイスはネットワークに
マルチキャスト パケットをフラッディングし、インターフェイス上で学習した各アドレスにパ
ケットを送信します。max-update-rate パラメータの値を小さくすることで、これらのマルチキャ
スト トラフィックのバーストを制限できます（このパラメータはデフォルトで毎秒 150 パケット
です）。ただし、0 を入力すると、ステーション学習フレームが生成されないので、接続切断後
スパニングツリー トポロジがコンバージェンスする速度が遅くなります。
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（注）

UplinkFast は、ネットワークのアクセスまたはエッジに位置する、ワイヤリング クローゼット
のスイッチで非常に有効です。バックボーン デバイスには適していません。他のアプリケー
ションにこの機能を使用しても、有効とは限りません。
UplinkFast は、直接リンク障害発生後に高速コンバージェンスを行い、アップリンク グループを
使用して、冗長レイヤ 2 リンク間でロード バランシングを実行します。アップリンク グループ
は、（VLAN ごとの）レイヤ 2 インターフェイスの集合であり、いかなるときも、その中の 1 つ
のインターフェイスだけが転送を行います。つまり、アップリンク グループは、（転送を行う）
ルート ポートと、（セルフループを行うポートを除く）ブロックされたポートの集合で構成され
ます。アップリンク グループは、転送中のリンクで障害が起きた場合に代替パスを提供します。
このトポロジにはリンク障害がありません。ルート スイッチであるスイッチ A は、リンク L1 を
介してスイッチ B に、リンク L2 を介してスイッチ C に直接接続されています。スイッチ B に直
接接続されているスイッチ C のレイヤ 2 インターフェイスは、ブロッキング ステートです。
図 19：直接リンク障害が発生する前の UplinkFast の例

スイッチ C が、ルート ポートの現在のアクティブ リンクである L2 でリンク障害（直接リンク障
害）を検出すると、UplinkFast がスイッチ C でブロックされていたインターフェイスのブロック
を解除し、リスニングステートおよびラーニングステートを経由せずに、直接フォワーディング
ステートに移行させます。この切り替えに必要な時間は、約 1 ～ 5 秒です。
図 20：直接リンク障害が発生したあとの UplinkFast の例
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関連トピック
MST リージョン設定の指定と MSTP のイネーブル化, （263 ページ）
MSTP 設定時の注意事項, （242 ページ）
MST リージョン, （243 ページ）
冗長リンクで使用するための UplinkFast のイネーブル化, （310 ページ）
高速コンバージェンスを発生させるイベント

BackboneFast
BackboneFast は、バックボーンのコアにおける間接障害を検出します。BackboneFast は、UplinkFast
機能を補完するテクノロジーです。UplinkFast は、アクセス スイッチに直接接続されたリンクの
障害に対応します。BackboneFast は、最大エージング タイマーを最適化します。最大エージング
タイマーによって、スイッチがインターフェイスで受信したプロトコル情報を保存しておく時間
の長さが制御されます。スイッチが別のスイッチの指定ポートから下位 BPDU を受信した場合、
BPDU は他のスイッチでルートまでのパスが失われた可能性を示すシグナルとなり、BackboneFast
はルートまでの別のパスを見つけようとします。
スイッチのルート ポートまたはブロックされたインターフェイスが、指定スイッチから下位 BPDU
を受け取ると、BackboneFast が開始します。下位 BPDU は、ルート ブリッジと指定スイッチの両
方を宣言しているスイッチを識別します。スイッチが下位 BPDU を受信した場合、そのスイッチ
が直接接続されていないリンク（間接リンク）で障害が発生したことを意味します（指定スイッ
チとルート スイッチ間の接続が切断されています）。スパニングツリーのルールに従い、スイッ
チは最大エージング タイム（デフォルトは 20 秒）の間、下位 BPDU を無視します。
スイッチは、ルート スイッチへの代替パスの有無を判別します。下位 BPDU がブロック インター
フェイスに到達した場合、スイッチ上のルート ポートおよび他のブロック インターフェイスが
ルート スイッチへの代替パスになります（セルフループ ポートはルート スイッチの代替パスと
は見なされません）。下位 BPDU がルート ポートに到達した場合には、すべてのブロック イン
ターフェイスがルート スイッチへの代替パスになります。下位 BPDU がルート ポートに到達し、
しかもブロックインターフェイスがない場合、スイッチはルートスイッチへの接続が切断された
ものと見なし、ルートポートの最大エージングタイムが経過するまで待ち、通常のスパニングツ
リー ルールに従ってルート スイッチになります。
ルートへの代替パスがまだ存在していると判断したスイッチは、下位 BPDU を受信したインター
フェイスの最大エージングタイムが経過するまで待ちます。ルートスイッチへのすべての代替パ
スが、スイッチとルート スイッチ間の接続が切断されていることを示している場合、スイッチは
RLQ 応答を受信したインターフェイスの最大エージング タイムを満了させます。1 つまたは複数
の代替パスからルート スイッチへ引き続き接続できる場合、スイッチは下位 BPDU を受信したす
べてのインターフェイスを指定ポートにして、（ブロッキング ステートになっていた場合）ブ
ロッキング ステートを解除し、リスニング ステート、ラーニング ステートを経てフォワーディ
ング ステートに移行させます。
これは、リンク障害が発生していないトポロジ例です。ルート スイッチであるスイッチ A はリン
ク L1 を介してスイッチ B に、リンク L2 を介してスイッチ C に直接接続されています。スイッチ
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B に直接接続されているスイッチ C のレイヤ 2 インターフェイスは、ブロッキング ステートで
す。
図 21：間接リンク障害が発生する前の BackboneFast の例

リンク L1 で障害が発生した場合、スイッチ C はリンク L1 に直接接続されていないので、この障
害を検出できません。一方スイッチ B は、L1 によってルート スイッチに直接接続されているた
め障害を検出し、スイッチ B 自身をルートとして選定して、自らをルートとして特定した状態で
BPDU をスイッチ C へ送信し始めます。スイッチ B から下位 BPDU を受信したスイッチ C は、間
接障害が発生していると見なします。この時点で、BackboneFast は、スイッチ C のブロック イン
ターフェイスを、インターフェイスの最大エージング タイムが満了するまで待たずに、ただちに
リスニング ステートに移行させます。BackboneFast は、次に、スイッチ C のレイヤ 2 インター
フェイスをフォワーディング ステートに移行させ、スイッチ B からスイッチ A へのパスを提供し
ます。ルートスイッチの選択には約 30 秒必要です。これは転送遅延時間がデフォルトの 15 秒に
設定されていればその倍の時間です。BackboneFast がリンク L1 で発生した障害に応じてトポロジ
を再設定します。
図 22：間接リンク障害が発生したあとの BackboneFast の例

新しいスイッチがメディア共有型トポロジに組み込まれた場合、認識された指定スイッチ（スイッ
チ B）から下位 BPDU が届いていないので、BackboneFast はアクティブになりません。新しいス
イッチは、自身がルート スイッチであることを伝える下位 BPDU の送信を開始します。ただし、

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーション
ガイド
297

オプションのスパニングツリー機能について

他のスイッチはこれらの下位 BPDU を無視し、新しいスイッチはスイッチ B がルート スイッチで
あるスイッチ A への指定スイッチであることを学習します。
図 23：メディア共有型トポロジにおけるスイッチの追加

関連トピック
MST リージョン設定の指定と MSTP のイネーブル化, （263 ページ）
MSTP 設定時の注意事項, （242 ページ）
MST リージョン, （243 ページ）
BackboneFast をイネーブル化, （312 ページ）

EtherChannel ガード
EtherChannel ガードを使用すると、スイッチと接続したデバイス間での EtherChannel の設定の矛
盾を検出できます。スイッチ インターフェイスは EtherChannel として設定されているものの、も
う一方のデバイスのインターフェイスではその設定が行われていない場合、設定の矛盾が発生し
ます。また、EtherChannel の両端でチャネルのパラメータが異なる場合にも、設定の矛盾が発生
します。
スイッチが、他のデバイス上で設定の矛盾を検出した場合、EtherChannel ガードは、スイッチの
インターフェイスを errdisable ステートにし、エラー メッセージを表示します。
関連トピック
EtherChannel ガードのイネーブル化, （314 ページ）
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ルート ガード
サービス プロバイダー（SP）のレイヤ 2 ネットワークには、SP 以外が所有するスイッチへの接
続が多く含まれている場合があります。このようなトポロジでは、スパニングツリーが再構成さ
れ、カスタマースイッチをルートスイッチとして選択する可能性があります。この状況を防ぐに
は、カスタマー ネットワーク内のスイッチに接続する SP スイッチ インターフェイス上でルート
ガード機能をイネーブルに設定します。スパニングツリーの計算によってカスタマー ネットワー
ク内のインターフェイスがルートポートとして選択されると、ルートガードがそのインターフェ
イスを root-inconsistent（ブロッキング）ステートにして、カスタマーのスイッチがルート スイッ
チにならないようにするか、ルートへのパスに組み込まれないようにします。
図 24：サービス プロバイダー ネットワークのルート ガード

SP ネットワーク外のスイッチがルート スイッチになると、インターフェイスがブロックされ
（root-inconsistent ステートになり）、スパニングツリーが新しいルート スイッチを選択します。
カスタマーのスイッチがルート スイッチになることはありません。ルートへのパスに組み込まれ
ることもありません。
スイッチが MST モードで動作している場合、ルート ガードが強制的にそのインターフェイスを
指定ポートにします。また、境界ポートがルート ガードによって Internal Spanning-Tree（IST）イ
ンスタンスでブロックされている場合にも、このインターフェイスはすべての MST インスタンス
でもブロックされます。境界ポートは、指定スイッチが IEEE 802.1D スイッチまたは異なる MST
リージョン設定を持つスイッチのいずれかである LAN に接続されるインターフェイスです。
1 つのインターフェイス上でルート ガードをイネーブルにすると、そのインターフェイスが所属
するすべての VLAN にルート ガードが適用されます。VLAN は、MST インスタンスに対してグ
ループ化された後、マッピングされます。
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注意

ルート ガード機能を誤って使用すると、接続が切断されることがあります。

関連トピック
ルート ガードのイネーブル化, （315 ページ）

ループ ガード
ループガードを使用すると、代替ポートまたはルートポートが、単一方向リンクの原因となる障
害によって指定ポートになることを防ぎます。この機能は、スイッチド ネットワーク全体でイ
ネーブルにした場合に最も効果があります。ループ ガードによって、代替ポートおよびルート
ポートが指定ポートになることが防止され、スパニングツリーがルート ポートまたは代替ポート
で BPDU を送信することはありません。
スイッチが PVST+ または Rapid PVST+ モードで動作している場合、ループ ガードによって、代
替ポートおよびルート ポートが指定ポートになることが防止され、スパニングツリーがルート
ポートまたは代替ポートで BPDU を送信することはありません。
スイッチが MST モードで動作しているとき、ループ ガードによってすべての MST インスタンス
でインターフェイスがブロックされている場合でのみ、非境界ポートで BPDU を送信しません。
境界ポートでは、ループ ガードがすべての MST インスタンスでインターフェイスをブロックし
ます。
関連トピック
ループ ガードのイネーブル化, （316 ページ）

STP PortFast ポート タイプ
スパニングツリー ポートは、エッジ ポート、ネットワーク ポート、または標準ポートとして構
成できます。ポートは、ある一時点において、これらのうちいずれか 1 つの状態をとります。デ
フォルトのスパニング ツリー ポート タイプは「標準」です。ポート タイプは、グローバル単位
でもインターフェイス単位でも設定できます。
インターフェイスが接続されているデバイスのタイプによって、スパニングツリーポートを下記
のいずれかのポート タイプに設定できます。
• PortFast エッジ ポート：レイヤ 2 ホストに接続されます。これにはアクセス ポートまたは
エッジ トランク ポート（portfast edge trunk）のいずれかを使用できます。このタイプのポー
ト インターフェイスは、リスニング ステートとラーニング ステートをバイパスして、直接
フォワーディング ステートに移行します。1 台のワークステーションまたはサーバに接続さ
れたレイヤ 2 アクセス ポート上で PortFast エッジを使用すると、スパニング ツリーのコン
バージェンスを待たずに、デバイスがただちにネットワークに接続されます。
インターフェイスでブリッジ プロトコル データ ユニット（BPDU）が受信されても、スパニ
ングツリーがポートをブロッキング ステートにしません。スパニング ツリーは、設定され
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たステートが port fast edge のままでトポロジ変更への参加を開始している場合でも、ポート
の動作ステートを non-port fast に設定します。

（注）

レイヤ 2 スイッチまたはブリッジに接続しているポートをエッジ ポートとし
て設定すると、ブリッジング ループが発生することがあります。

• PortFast ネットワーク ポート：レイヤ 2 スイッチまたはブリッジのみに接続されます。Bridge
Assurance は PortFast ネットワーク ポート上でのみ有効になります。詳細については、Bridge
Assurance を参照してください。

（注）

レイヤ 2 にホスト接続されたポートをスパニング ツリー ネットワーク ポート
として設定すると、そのポートは自動的にブロッキングステートになります。

• PortFast 標準ポート：スパニング ツリー ポートのデフォルト タイプです。

（注）

Cisco IOS リリース 15.2(4) E または IOS XE 3.8.0E 以降、グローバルまたはイ
ンターフェイス コンフィギュレーション モードで spanning-tree portfast [trunk]
コマンドを入力すると、このコマンドが spanning-tree portfast edge [trunk] と
して自動的に保存されます。

関連トピック
PortFast ポート タイプの有効化, （318 ページ）

Bridge Assurance
Bridge Assurance は、単方向リンク（リンクまたはポートの一方向のみのトラフィック）または隣
接スイッチの機能不全が原因で発生するループ状態を防止するのに役立ちます。ここで言う機能
不全とは、トラフィックの転送はまだ可能だが STP の実行ができなくなってしまったスイッチ
（ブレインデッド スイッチ）のことを指します。
動作中のすべてのネットワーク ポート（代替ポートとバックアップ ポートを含む）に、BPDU が
hello タイムごとに送出されます。Bridge Assurance では、すべてのネットワーク ポートのポイン
トツーポイント リンクでの BPDU の受信がモニタされます。割り当てられた hello タイム期間内
にポートが BPDU を受信しない場合、ポートはブロック状態（フレームの転送が停止するポート
不整合状態と同じ）になります。ポートが BPDU の受信を再開すると、ポートは通常のスパニン
グ ツリー動作を再開します。
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（注）

Bridge Assurance をサポートするのは、Rapid PVST+ および MST スパニング ツリー プロトコ
ルのみです。PVST+ は Bridge Assurance をサポートしません。
次に、Bridge Assurance によってネットワークをブリッジング ループから保護する例を示します。
次の図は、標準的な STP トポロジを使用するネットワークを示しています。
図 25：標準的な STP トポロジのネットワーク

次の図は、デバイスで障害が発生し（ブレインデッド）、Bridge Assurance が有効でないときに
ネットワークで発生する可能性のある問題を示しています。
図 26：スイッチの機能不全によるネットワーク ループ
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次の図は、Bridge Assurance が有効になっているネットワークで、すべての STP ネットワーク ポー
トから双方向 BPDU が発行される一般的な STP トポロジを示しています。
図 27：Bridge Assurance を実行している STP トポロジのネットワーク

次の図は、スイッチの機能不全によるネットワーク ループの図に示した潜在的なネットワーク問
題を、ネットワークで Bridge Assurance を有効にすることによって回避する様子を示しています。
図 28：Bridge Assurance によるネットワーク上の問題の回避

ポートがブロック/ブロック解除されると、システムは syslog メッセージを生成します。次の出力
例は、それぞれの場合に生成されるログを示しています。
BRIDGE_ASSURANCE_BLOCK
Sep 17 09:48:16.249 PDT: %SPANTREE-2-BRIDGE_ASSURANCE_BLOCK: Bridge Assurance blocking port
GigabitEthernet1/0/1 on VLAN0001.

BRIDGE_ASSURANCE_UNBLOCK
Sep 17 09:48:58.426 PDT: %SPANTREE-2-BRIDGE_ASSURANCE_UNBLOCK: Bridge Assurance unblocking
port GigabitEthernet1/0/1 on VLAN0001.

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーション
ガイド
303

オプションのスパニングツリー機能の設定方法

Bridge Assurance を有効にする際は、次の注意事項に従ってください。
• グローバルな有効化または無効化のみ可能です。
• これは、代替ポートとバックアップ ポートを含め、動作中のすべてのネットワーク ポート
に適用されます。
• Bridge Assurance をサポートするのは、Rapid PVST+ および MST スパニング ツリー プロトコ
ルのみです。PVST+ は Bridge Assurance をサポートしません。
• Bridge Assurance が正しく動作するには、ポイントツーポイント リンクの両端で Bridge Assurance
がサポートおよび設定されている必要があります。リンクの一端のデバイスで Bridge Assurance
が有効であっても、他端のデバイスで有効になっていない場合、接続ポートはブロックさ
れ、Bridge Assurance 不整合状態となります。Bridge Assurance は、ネットワーク全体でイネー
ブルにすることを推奨します。
• ポート上で Bridge Assurance をイネーブルにするには、BPDU フィルタリングと BPDU Guard
をディセーブルにする必要があります。
• Bridge Assurance は、Loop Guard とともにイネーブルにできます。
• Bridge Assurance は、ルート ガードとともにイネーブルにできます。後者は、ネットワーク
でのルート ブリッジの配置を強制する方法を提供するように設計されています。
関連トピック
Bridge Assurance の有効化, （323 ページ）

オプションのスパニングツリー機能の設定方法
PortFast のイネーブル化
PortFast 機能がイネーブルに設定されているインターフェイスは、標準の転送遅延時間の経過を待
たずに、すぐにスパニングツリー フォワーディング ステートに移行されます。
音声 VLAN 機能をイネーブルにすると、PortFast 機能が自動的にイネーブルになります。音声
VLAN をディセーブルにしても、PortFast 機能は自動的にディセーブルになりません。
スイッチで PVST+、Rapid PVST+、または MSTP が稼働している場合、この機能をイネーブルに
できます。

注意

PortFast を使用するのは、1 つのエンド ステーションがアクセス ポートまたはトランク ポート
に接続されている場合に限定されます。スイッチまたはハブに接続するインターフェイス上で
この機能をイネーブルにすると、スパニングツリーがネットワーク ループを検出または阻止
できなくなり、その結果、ブロードキャスト ストームおよびアドレス ラーニングの障害が起
きる可能性があります。
この手順は任意です。
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手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. interface interface-id
4. spanning-tree portfast {disable | edge | network}
5. 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。パスワードを入力し
ます（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id

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

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/2

ステップ 4

spanning-tree portfast {disable | edge 単一ワーク ステーションまたはサーバに接続されたアクセス
| network}
ポート上で PortFast をイネーブルにします。
追加オプションには次のキーワードを入力します。

例：
Switch(config-if)# spanning-tree
portfast edge

• インターフェイスで PortFast を無効にするには、disable と
入力します。
• インターフェイスで PortFast エッジを有効にするには、edge
と入力します。
• インターフェイスで PortFast ネットワークを有効にするに
は、network と入力します。
デフォルトでは、PortFast はすべてのインターフェイスでディ
セーブルです。
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ステップ 5

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：
Switch(config-if)# end

次の作業
spanning-tree portfast default グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用すると、すべて
の非トランク ポート上で PortFast 機能をグローバルにイネーブルにできます。
関連トピック
PortFast, （292 ページ）
オプションのスパニング ツリー機能の制約事項, （291 ページ）

BPDU ガードのイネーブル化
スイッチで PVST+、Rapid PVST+、または MSTP が稼働している場合、BPDU ガード機能をイネー
ブルにできます。

注意

PortFast エッジは、エンド ステーションに接続するインターフェイスのみに設定します。それ
以外に設定すると、予期しないトポロジ ループが原因でデータのパケット ループが発生し、
スイッチおよびネットワークの動作が妨げられることがあります。
この手順は任意です。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. spanning-tree portfast edge bpduguard default
4. interface interface-id
5. spanning-tree portfast edge
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。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

spanning-tree portfast edge bpduguard
default
例：

BPDU ガードをグローバルにイネーブルにします。
BPDU ガードは、デフォルトではディセーブルに設定
されています。

Switch(config)# spanning-tree portfast
edge bpduguard default

ステップ 4

interface interface-id
例：

エンド ステーションに接続するインターフェイスを
指定し、インターフェイス コンフィギュレーション
モードを開始します。

Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/2

ステップ 5

spanning-tree portfast edge

PortFast エッジ機能をイネーブルにします。

例：
Switch(config-if)# spanning-tree portfast
edge

ステップ 6

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config-if)# end

次の作業
ポートのシャットダウンを防ぐには、errdisable detect cause bpduguard shutdown vlan グローバル
コンフィギュレーションコマンドを使用すると、違反の発生時にポートで問題になっているVLAN
のみをシャットダウンできます。
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PortFast エッジ機能をイネーブルにしなくても、spanning-tree bpduguard enable インターフェイ
ス コンフィギュレーション コマンドを使用して、任意のポートで BPDU ガードをイネーブルにす
ることもできます。BPDU を受信したポートは、errdisable ステートになります。
関連トピック
BPDU ガード, （293 ページ）

BPDU フィルタリングのイネーブル化
PortFast エッジ機能をイネーブルにしなくても、spanning-tree bpdufilter enable インターフェイス
コンフィギュレーション コマンドを使用して、任意のインターフェイスで BPDU フィルタリング
をイネーブルにすることもできます。このコマンドを実行すると、インターフェイスは BPDU を
送受信できなくなります。

注意

BPDU フィルタリングを特定のインターフェイス上でイネーブルにすることは、そのインター
フェイス上でスパニングツリーをディセーブルにすることと同じであり、スパニングツリー
ループが発生することがあります。
スイッチで PVST+、Rapid PVST+、または MSTP が稼働している場合、BPDU フィルタリング機
能をイネーブルにできます。

注意

PortFast エッジは、エンド ステーションに接続するインターフェイスのみに設定します。それ
以外に設定すると、予期しないトポロジ ループが原因でデータのパケット ループが発生し、
スイッチおよびネットワークの動作が妨げられることがあります。
この手順は任意です。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. spanning-tree portfast edge bpdufilter default
4. interface interface-id
5. spanning-tree portfast edge
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。パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

spanning-tree portfast edge bpdufilter
default

BPDU フィルタリングをグローバルにイネーブルにし
ます。

例：

BPDU フィルタリングは、デフォルトではディセーブ
ルに設定されています。

Switch(config)# spanning-tree portfast
edge bpdufilter default

ステップ 4

interface interface-id
例：

エンド ステーションに接続するインターフェイスを指
定し、インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/2

ステップ 5

spanning-tree portfast edge

指定したインターフェイスで PortFast エッジ機能をイ
ネーブルにします。

例：
Switch(config-if)# spanning-tree
portfast edge

ステップ 6

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config-if)# end

関連トピック
BPDU フィルタリング, （293 ページ）
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冗長リンクで使用するための UplinkFast のイネーブル化
（注）

UplinkFast をイネーブルにすると、スイッチまたはスイッチ スタックのすべての VLAN に影
響します。個々の VLAN について UplinkFast を設定することはできません。
Rapid PVST+ または MSTP に対して UplinkFast または Cross-Stack UplinkFast（CSUF）機能を設定
できますが、この機能は、スパニングツリーのモードを PVST+ に変更するまではディセーブル
（非アクティブ）になったままです。
この手順は任意です。UplinkFast および CSUF をイネーブルにするには、次の手順に従います。

はじめる前に
スイッチ プライオリティが設定されている VLAN 上で UplinkFast をイネーブルにすることはでき
ません。スイッチ プライオリティが設定されている VLAN 上で UplinkFast をイネーブルにする場
合は、最初にno spanning-tree vlan vlan-idpriority グローバル コンフィギュレーション コマンドを
使用することによって、VLAN のスイッチ プライオリティをデフォルト値に戻す必要がありま
す。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. spanning-tree uplinkfast [max-update-rate pkts-per-second]
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。パスワードを入力
します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

spanning-tree uplinkfast
[max-update-rate pkts-per-second]

UplinkFast をイネーブルにします。
（任意）pkts-per-second に指定できる範囲は毎秒 0 ～ 32000 パ
ケットです。デフォルト値は 150 です。
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コマンドまたはアクション

目的

例：

0 を入力すると、ステーション学習フレームが生成されないの
で、接続切断後スパニングツリー トポロジがコンバージェン
スする速度が遅くなります。

Switch(config)# spanning-tree
uplinkfast max-update-rate 200

ステップ 4

このコマンドを入力すると、すべての非スタック ポート イン
ターフェイス上で CSUF もイネーブルになります。
特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

UplinkFast をイネーブルにすると、すべての VLAN のスイッチ プライオリティは 49152 に設定さ
れます。UplinkFast をイネーブルにする場合、または UplinkFast がすでにイネーブルに設定されて
いる場合に、パス コストを 3000 未満の値に変更すると、すべてのインターフェイスおよび VLAN
トランクのパス コストが 3000 だけ増加します（パス コストを 3000 以上の値に変更した場合、パ
ス コストは変更されません）。スイッチ プライオリティおよびパス コストを変更すると、スイッ
チがルート スイッチになる可能性が低くなります。
デフォルト値を変更していない場合、UplinkFast をディセーブルにすると、すべての VLAN のス
イッチ プライオリティとすべてのインターフェイスのパス コストがデフォルト値に設定されま
す。
次の手順に従って UplinkFast 機能をイネーブルにすると、CSUF は非スタック ポート インターフェ
イスで自動的にグローバルにイネーブルになります。
関連トピック
UplinkFast, （294 ページ）
クロススタック UplinkFast
クロススタック UplinkFast の動作
高速コンバージェンスを発生させるイベント

UplinkFast のディセーブル化
この手順は任意です。
UplinkFast および Cross-Stack UplinkFast（SUF）をディセーブルにするには、次の手順に従いま
す。

はじめる前に
UplinkFast を有効にする必要があります。
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手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. no spanning-tree uplinkfast
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。パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

no spanning-tree uplinkfast

スイッチおよびそのスイッチのすべての VLAN で
UplinkFast および CSUF をディセーブルにします。

例：
Switch(config)# no spanning-tree
uplinkfast

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# end

デフォルト値を変更していない場合、UplinkFast をディセーブルにすると、すべての VLAN のス
イッチ プライオリティとすべてのインターフェイスのパス コストがデフォルト値に設定されま
す。
次の手順に従って UplinkFast 機能をディセーブルにすると、CSUF は非スタック ポート インター
フェイスで自動的にグローバルにディセーブルになります。

BackboneFast をイネーブル化
BackboneFast をイネーブルにすると、間接リンク障害を検出し、スパニングツリーの再構成をよ
り早く開始できます。
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Rapid PVST+ または MSTP に対して BackboneFast 機能を設定できます。ただし、スパニングツリー
モードを PVST+ に変更するまで、この機能はディセーブル（非アクティブ）のままです。
この手順は任意です。スイッチ上で BackboneFast をイネーブルにするには、次の手順に従います。

はじめる前に
BackboneFast を使用する場合は、ネットワーク上のすべてのスイッチでイネーブルする必要があ
ります。BackboneFast は、トークンリング VLAN ではサポートされません。この機能は他社製ス
イッチでの使用にサポートされています。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. spanning-tree backbonefast
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。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

spanning-tree backbonefast

BackboneFast をイネーブルにします。

例：
Switch(config)# spanning-tree
backbonefast

ステップ 4

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end
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関連トピック
BackboneFast, （296 ページ）

EtherChannel ガードのイネーブル化
スイッチで PVST+、Rapid PVST+、または MSTP が稼働している場合、EtherChannel の設定の矛
盾を検出する EtherChannel ガード機能をイネーブルにできます。
この手順は任意です。
スイッチで EtherChannel ガードをイネーブルにするには、次の手順に従います。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. spanning-tree etherchannel guard misconfig
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。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

spanning-tree etherchannel guard misconfig

EtherChannel ガードをイネーブルにします。

例：
Switch(config)# spanning-tree etherchannel
guard misconfig

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# end
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次の作業
show interfaces status err-disabled 特権 EXEC コマンドを使用することで、EtherChannel の設定矛
盾が原因でディセーブルになっているスイッチ ポートを表示できます。リモート デバイス上で
は、show etherchannel summary 特権 EXEC コマンドを使用して、EtherChannel の設定を確認でき
ます。
設定を修正した後、誤って設定していたポート チャネル インターフェイス上で、shutdown およ
び no shutdown インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力してください。
関連トピック
EtherChannel ガード, （298 ページ）

ルート ガードのイネーブル化
1 つのインターフェイス上でルート ガードをイネーブルにすると、そのインターフェイスが所属
するすべての VLAN にルート ガードが適用されます。UplinkFast 機能が使用するインターフェイ
スで、ルート ガードをイネーブルにしないでください。UplinkFast を使用すると、障害発生時に
（ブロック ステートの）バックアップ インターフェイスがルート ポートになります。ただし、
同時にルート ガードもイネーブルになっていた場合は、UplinkFast 機能が使用するすべてのバッ
クアップ インターフェイスが root-inconsistent（ブロック）ステートになり、フォワーディング ス
テートに移行できなくなります。

（注）

ルート ガードとループ ガードの両方を同時にイネーブルにすることはできません。
スイッチで PVST+、Rapid PVST+、または MSTP が稼働している場合、この機能をイネーブルに
できます。
この手順は任意です。
スイッチ上でルート ガードをイネーブルにするには、次の手順に従います。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. interface interface-id
4. spanning-tree guard root
5. 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。パスワードを
入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id

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

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/2

ステップ 4

spanning-tree guard root
例：
Switch(config-if)# spanning-tree guard
root

ステップ 5

end

インターフェイス上でルート ガードをイネーブルにしま
す。
デフォルトでは、ルート ガードはすべてのインターフェ
イスでディセーブルです。
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config-if)# end

関連トピック
ルート ガード, （299 ページ）

ループ ガードのイネーブル化
ループガードを使用すると、代替ポートまたはルートポートが、単一方向リンクの原因となる障
害によって指定ポートになることを防ぎます。この機能は、スイッチド ネットワーク全体に設定
した場合に最も効果があります。ループ ガードは、スパニングツリーがポイントツーポイントと
見なすインターフェイス上でのみ動作します。
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（注）

ループ ガードとルート ガードの両方を同時にイネーブルにすることはできません。
スイッチで PVST+、Rapid PVST+、または MSTP が稼働している場合、この機能をイネーブルに
できます。
この手順は任意です。スイッチでループ ガードをイネーブルにするには、次の手順に従います。

手順の概要
1. 次のいずれかのコマンドを入力します。
• show spanning-tree active
• show spanning-tree mst
2. configure terminal
3. spanning-tree loopguard default
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

次のいずれかのコマンドを入力します。

どのインターフェイスが代替ポートまたはルー
ト ポートであるかを確認します。

• show spanning-tree active
• show spanning-tree mst

例：
Switch# show spanning-tree active

または
Switch# show spanning-tree mst

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：
Switch# configure terminal

ステップ 3

spanning-tree loopguard default

ループ ガードをイネーブルにします。

例：

ループ ガードは、デフォルトではディセーブル
に設定されています。

Switch(config)# spanning-tree loopguard
default
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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：
Switch(config)# end

関連トピック
ループ ガード, （300 ページ）

PortFast ポート タイプの有効化
このセクションでは、PortFast ポート タイプを有効化するさまざまな手順について説明します。
関連トピック
STP PortFast ポート タイプ, （300 ページ）

デフォルト ポート ステートのグローバル設定
デフォルト PortFast のステートを設定するには、次の作業を行います。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. spanning-tree portfast [edge | network | normal] default
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。パスワードを入力します（要
求された場合）。

例：
Switch> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

spanning-tree portfast [edge |
network | normal] default

スイッチ上のすべてのインターフェイスのデフォルト状態を設定しま
す。次のオプションがあります。
• （任意）edge：すべてのインターフェイスをエッジ ポートとして

例：
Switch(config)# spanning-tree
portfast default

設定します。このコマンドでは、すべてのポートがホストまたは
サーバに接続されているものとします。
• （任意）network：すべてのインターフェイスをスパニングツリー
ネットワーク ポートとして設定します。このコマンドでは、すべ
てのポートがスイッチまたはブリッジに接続されているものとし
ます。Bridge Assurance は、デフォルトですべてのネットワーク
ポート上で有効化されています。
• （任意）normal：すべてのインターフェイスを通常のスパニング
ツリー ポートとして設定します。標準ポートは、任意のタイプの
デバイスに接続できます。
• default：デフォルトのポート タイプは「normal」です。

ステップ 4

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

指定したインターフェイスでの PortFast エッジの設定
エッジ ポートとして設定されたインターフェイスは、リンク アップ時に、ブロッキング ステー
トやラーニング ステートを経由することなく、フォワーディング ステートに直接移行します。

（注）

このタイプのポートの目的は、アクセス ポートがスパニング ツリーのコンバージェンスを待
機する時間を最小限に抑えることです。したがって、アクセス ポートで使用したときに最も
効果を発揮します。別のスイッチに接続しているポートで PortFast エッジを有効にすると、ス
パニング ツリー ループが作成されるリスクがあります。
指定のインターフェイスにエッジ ポートを設定する手順は、次のとおりです。
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手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. interface interface-id | port-channel port_channel_number
4. spanning-tree portfast edge [trunk]
5. end
6. show running interface interface-id | port-channel port_channel_number

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。パスワードを入
力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id | port-channel
port_channel_number

設定するインターフェイスを選択します。

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet 1/0/1 | port-channel
port_channel_number

ステップ 4

spanning-tree portfast edge [trunk]
例：
Switch(config-if)# spanning-tree
portfast trunk

エンド ワークステーションまたはサーバに接続されたレイ
ヤ 2 アクセス ポート上でエッジの動作を有効にします。
• （任意）trunk キーワード：トランク ポート上のエッ
ジの動作を有効化します。リンクがトランクである場
合、このキーワードを使用します。このコマンドを使
用するのは、VLAN の終端となっており、そこからの
STP BPDU がポートで受信されることのない、エンド
ホストのデバイスに接続されているポート上のみとし
ます。このようなエンド ホスト デバイスには、ブリッ
ジングをサポートするように設定されていないルータ
上のワークステーション、サーバ、ポートなどがあり
ます。

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
320

オプションのスパニングツリー機能の設定方法

コマンドまたはアクション

目的
• PortFast エッジを無効にするには、コマンドの no バー
ジョンを使用します。

ステップ 5

設定モードを終了します。

end
例：
Switch(config-if)# end

ステップ 6

show running interface interface-id |
port-channel port_channel_number

設定を確認します。

例：
Switch# show running interface
gigabitethernet 1/0/1| port-channel
port_channel_number

指定したインターフェイスでの PortFast ネットワーク ポートの設定
レイヤ 2 スイッチおよびブリッジに接続されているポートをネットワーク ポートとして設定でき
ます。

（注）

Bridge Assurance は PortFast ネットワーク ポート上でのみ有効になります。詳細については、
Bridge Assurance を参照してください。
ポートをネットワーク ポートとして設定するには、次の作業を行います。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. interface interface-id | port-channel port_channel_number
4. spanning-tree portfast network
5. end
6. show running interface interface-id | port-channel port_channel_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。パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id | port-channel
port_channel_number

設定するインターフェイスを選択します。

例：
Switch(config)# interface gigabitethernet
1/0/1| port-channel port_channel_number

ステップ 4

spanning-tree portfast network
例：
Switch(config-if)# spanning-tree portfast
network

エンド ワークステーションまたはサーバに接続された
レイヤ 2 アクセス ポート上でエッジの動作を有効にし
ます。
• ポートをネットワークポートとして設定します。
Bridge Assurance をグローバルに有効化している
場合、スパニング ツリー ネットワーク ポート上
で Bridge Assurance が自動的に実行されます。
• PortFast を無効にするには、コマンドの no バー
ジョンを使用します。

ステップ 5

end

設定モードを終了します。

例：
Switch(config-if)# end

ステップ 6

show running interface interface-id |
port-channel port_channel_number

設定を確認します。

例：
Switch# show running interface
gigabitethernet 1/0/1 | port-channel
port_channel_number
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Bridge Assurance の有効化
Bridge Assurance を設定するには、次の手順を実行します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. spanning-tree bridge assurance
4. end
5. show spanning-tree summary

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。パスワードを入力
します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

spanning-tree bridge assurance
例：
Switch(config)# spanning-tree
bridge assurance

スイッチのすべてのネットワーク ポートで Bridge Assurance
をイネーブルにします。
デフォルトでは、[Bridge Assurance] はイネーブルになってい
ます。
この機能を無効にするには、このコマンドの no バージョンを
使用します。ブリッジ保証をディセーブルにすると、すべて
の設定済みネットワーク ポートが標準のスパニングツリー
ポートとして動作します。

ステップ 4

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

show spanning-tree summary

スパニング ツリー情報を表示し、Bridge Assurance が有効に
なっているかを示します。

例：
Switch# show spanning-tree summary

関連トピック
Bridge Assurance, （301 ページ）

例
例：指定したインターフェイスでの PortFast エッジの設定
次の例は、GigabitEthernet インターフェイス 1/0/1 でエッジの動作を有効化する方法を示していま
す。
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# spanning-tree portfast edge
Switch(config-if)# end
Switch#

次に、設定を確認する例を示します。
Switch# show running-config interface gigabitethernet1/0/1
Building configuration...
Current configuration:
!
interface GigabitEthernet1/0/1
no ip address
switchport
switchport access vlan 200
switchport mode access
spanning-tree portfast edge
end

次の例は、ポート GigabitEthernet 1/0/1 が現在エッジ状態にあることを表示するための方法を示し
ています。
Switch# show spanning-tree vlan 200
VLAN0200
Spanning tree enabled protocol rstp
Root ID Priority 2
Address 001b.2a68.5fc0
Cost 3
Port 125 (GigabitEthernet5/9)
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Bridge ID Priority 2 (priority 0 sys-id-ext 2)
Address 7010.5c9c.5200
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 0 sec
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
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------------------- ---- --- --------- -------- -------------------------------Gi1/0/1 Desg FWD 4 128.1 P2p Edge

例：指定したインターフェイスでの PortFast ネットワーク ポートの設定
この例は、GigabitEthernet インターフェイス 1/0/1 をネットワーク ポートとして設定する方法を示
しています。
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# spanning-tree portfast network
Switch(config-if)# end
Switch#

次に、設定を確認する例を示します。
Switch# show running-config interface gigabitethernet1/0/1
Building configuration...
Current configuration:
!
interface GigabitEthernet1/0/1
no ip address
switchport
switchport access vlan 200
switchport mode access
spanning-tree portfast network
end

この例は、show spanning-tree vlan の出力を示しています。
Switch# show spanning-tree vlan
Sep 17 09:51:36.370 PDT: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console2
VLAN0002
Spanning tree enabled protocol rstp
Root ID
Priority
2
Address
7010.5c9c.5200
This bridge is the root
Hello Time
2 sec Max Age 20 sec
Bridge ID

Priority
Address
Hello Time
Aging Time

Interface
------------------Gi1/0/1
Po4
Gi4/0/1
Gi4/0/47

Role
---Desg
Desg
Desg
Desg

Forward Delay 15 sec

2
(priority 0 sys-id-ext 2)
7010.5c9c.5200
2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
0
sec
Sts
--FWD
FWD
FWD
FWD

Cost
--------4
3
4
4

Prio.Nbr
-------128.1
128.480
128.169
128.215

Type
-------------------------------P2p Edge
P2p Network
P2p Edge
P2p Network

Switch#

例：Bridge Assurance の設定
この出力は、ポート GigabitEthernet 1/0/1 がネットワーク ポートとして設定され、現在 Bridge
Assurance 不整合状態にあることを示しています。
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（注）

この出力ではポート タイプがネットワークおよび *BA_Inc と表示されています。これは、ポー
トが不整合状態にあることを示しています。
Switch# show spanning-tree
VLAN0010
Spanning tree enabled protocol rstp
Root ID Priority 32778
Address 0002.172c.f400
This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Bridge ID Priority 32778 (priority 32768 sys-id-ext 10)
Address 0002.172c.f400
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 300
Interface Role Sts
Cost
Prio.
Nbr
Type
---------------- ---- --- --------- -------- -------------------------------Gi1/0/1
Desg BKN*4 128.270 Network, P2p *BA_Inc

この例は、show spanning-tree summary の出力を示しています。
Switch#sh spanning-tree summary
Switch is in rapid-pvst mode
Root bridge for: VLAN0001-VLAN0002, VLAN0128
EtherChannel misconfig guard
is enabled
Extended system ID
is enabled
Portfast Default
is network
Portfast Edge BPDU Guard Default
is disabled
Portfast Edge BPDU Filter Default
is disabled
Loopguard Default
is enabled
PVST Simulation Default
is enabled but inactive in rapid-pvst mode
Bridge Assurance
is enabled
UplinkFast
is disabled
BackboneFast
is disabled
Configured Pathcost method used is short
Name
Blocking Listening Learning Forwarding STP Active
---------------------- -------- --------- -------- ---------- ---------VLAN0001
0
0
0
5
5
VLAN0002
0
0
0
4
4
VLAN0128
0
0
0
4
4
---------------------- -------- --------- -------- ---------- ---------3 vlans
0
0
0
13
13
Switch#

スパニングツリー ステータスのモニタリング
表 35：スパニングツリー ステータスをモニタリングするコマンド

コマンド

目的

show spanning-tree active

アクティブ インターフェイスに関するスパニングツリー
情報だけを表示します。

show spanning-tree detail

インターフェイス情報の詳細サマリーを表示します。
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コマンド

目的

show spanning-tree interface interface-id 指定したインターフェイスのスパニングツリー情報を表
示します。
show spanning-tree mst interface
interface-id

指定インターフェイスの MST 情報を表示します。

show spanning-tree summary [totals]

インターフェイス ステートのサマリーを表示します。
またはスパニングツリー ステート セクションのすべて
の行を表示します。

show spanning-tree mst interface
interface-idportfast edge

指定したインターフェイスのスパニングツリー portfast
情報を表示します。

オプションのスパニングツリー機能の機能情報
リリース

変更内容

Cisco IOS Release 15.0(2)EXCisco IOS Release 15.2(5)E

この機能が導入されました。
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EtherChannel の設定
• 機能情報の確認, 329 ページ
• EtherChannel の制約事項, 329 ページ
• EtherChannel について, 330 ページ
• EtherChannel の設定方法, 347 ページ
• EtherChannel、PAgP、および LACP ステータスのモニタ, 363 ページ
• EtherChannel の設定例, 364 ページ
• EtherChannels の追加リファレンス, 368 ページ
• EtherChannels の機能情報, 369 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表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シスコ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 からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

EtherChannel の制約事項
• EtherChannel のすべてのポートは同じ VLAN に割り当てるか、またはトランク ポートとして
設定する必要があります。
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• EtherChannel のポートがトランク ポートとして設定されている場合、すべてのポートを同じ
モード（Inter-Switch Link（ISL）または IEEE 802.1Q）で設定する必要があります。
• Port Aggregation Protocol（PAgP）は単一スイッチの EtherChannel 設定でのみイネーブルにで
きます。PAgP はクロススタック EtherChannel ではイネーブルにできません。

EtherChannel について
EtherChannel の概要
EtherChannel は、スイッチ、ルータ、およびサーバ間にフォールトトレラントな高速リンクを提
供します。EtherChannel を使用して、ワイヤリング クローゼットとデータセンター間の帯域幅を
増やすことができます。さらに、ボトルネックが発生しやすいネットワーク上のあらゆる場所に
EtherChannel を配置できます。EtherChannel は、他のリンクに負荷を再分散させることによって、
リンク切断から自動的に回復します。リンク障害が発生した場合、EtherChannel は自動的に障害
リンクからチャネル内の他のリンクにトラフィックをリダイレクトします。
EtherChannel は、単一の論理リンクにバンドルする個別のイーサネット リンクで構成されます。
図 29：一般的な EtherChannel 構成

EtherChannel は、スイッチ間またはスイッチとホスト間に、最大 8 Gb/s（ギガビット EtherChannel）
または 80 Gb/s（10 ギガビット EtherChannel）の全二重帯域幅を提供します。
各 EtherChannel は、互換性のある設定のイーサネット ポートを 8 つまで使用して構成できます。
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LAN Lite フィーチャ セットでは、最大 6 個の EtherChannel をサポートします。LAN Base フィー
チャ セットでは、最大 24 個の EtherChannel をサポートします。
関連トピック
レイヤ 2 EtherChannel の設定, （347 ページ）
EtherChannel 設定時の注意事項, （342 ページ）
EtherChannel のデフォルト設定
レイヤ 2 EtherChannel 設定時の注意事項, （344 ページ）

EtherChannel のモード
EtherChannel は、ポート集約プロトコル（PAgP）、Link Aggregation Control Protocol（LACP）、
または On のいずれかのモードに設定できます。EtherChannel の両端は同じモードで設定します。
• EtherChannel の一方の端を PAgP または LACP モードに設定すると、システムはもう一方の
端とネゴシエーションし、アクティブにするポートを決定します。リモート ポートが
EtherChannel とネゴシエーションができない場合、ローカル ポートは独立ステートになり、
他の単一リンクと同様にデータ トラフィックを引き続き伝送します。ポート設定は変更され
ませんが、ポートは EtherChannel に参加しません。
• EtherChannel を on モードに設定すると、ネゴシエーションは実行されません。スイッチは
EtherChannel 内で互換性のあるすべてのポートを強制的にアクティブにします。EtherChannel
のもう一方の端（他のスイッチ上）も、同じように on モードに設定する必要があります。
それ以外を設定した場合、パケットの損失が発生する可能性があります。
関連トピック
レイヤ 2 EtherChannel の設定, （347 ページ）
EtherChannel 設定時の注意事項, （342 ページ）
EtherChannel のデフォルト設定
レイヤ 2 EtherChannel 設定時の注意事項, （344 ページ）
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スイッチ上の EtherChannel
スイッチ上、スタックの単一スイッチ上、またはスタックの複数スイッチ上（クロススタック
EtherChannel とも呼ぶ）で EtherChannel を作成できます。
図 30：単一スイッチ EtherChannel

図 31：クロススタック EtherChannel
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関連トピック
レイヤ 2 EtherChannel の設定, （347 ページ）
EtherChannel 設定時の注意事項, （342 ページ）
EtherChannel のデフォルト設定
レイヤ 2 EtherChannel 設定時の注意事項, （344 ページ）

EtherChannel リンクのフェールオーバー
EtherChannel 内のリンクで障害が発生すると、それまでその障害リンクで伝送されていたトラ
フィックが EtherChannel 内の残りのリンクに切り替えられます。スイッチでトラップがイネーブ
ルになっている場合、スイッチ、EtherChannel、および失敗したリンクを区別したトラップが送信
されます。EtherChannel の 1 つのリンク上の着信ブロードキャストおよびマルチキャスト パケッ
トは、EtherChannel の他のリンクに戻らないようにブロックされます。
関連トピック
レイヤ 2 EtherChannel の設定, （347 ページ）
EtherChannel 設定時の注意事項, （342 ページ）
EtherChannel のデフォルト設定
レイヤ 2 EtherChannel 設定時の注意事項, （344 ページ）

チャネル グループおよびポートチャネル インターフェイス
EtherChannel は、チャネル グループとポートチャネル インターフェイスから構成されます。チャ
ネルグループはポートチャネルインターフェイスに物理ポートをバインドします。ポートチャネ
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ルインターフェイスに適用した設定変更は、チャネルグループにまとめてバインドされるすべて
の物理ポートに適用されます。
channel-group コマンドは、物理ポートおよびポートチャネル インターフェイスをまとめてバイ
ンドします。各 EtherChannel には 1 ～ 24 までの番号が付いたポートチャネル論理インターフェイ
スがあります。このポートチャネル インターフェイス番号は、channel-group インターフェイス
コンフィギュレーション コマンドで指定した番号に対応しています。
図 32：物理ポート、チャネル グループおよびポートチャネル インターフェイスの関係

• レイヤ 2 ポートの場合は、channel-group インターフェイス コンフィギュレーション コマン
ドを使用して、ポートチャネル インターフェイスを動的に作成します。
また、interface port-channel port-channel-number グローバル コンフィギュレーション コマン
ドを使用して、ポートチャネル論理インターフェイスを手動で作成することもできます。た
だし、その場合、論理インターフェイスを物理ポートにバインドするには、channel-group
channel-group-number コマンドを使用する必要があります。channel-group-number は
port-channel-number と同じ値に設定することも、違う値を使用することもできます。新しい
番号を使用した場合、channel-group コマンドは動的に新しいポート チャネルを作成します。
関連トピック
ポートチャネル論理インターフェイスの作成
EtherChannel 設定時の注意事項, （342 ページ）
EtherChannel のデフォルト設定
レイヤ 2 EtherChannel 設定時の注意事項, （344 ページ）
物理インターフェイスの設定
EtherChannel 設定時の注意事項, （342 ページ）
EtherChannel のデフォルト設定
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レイヤ 2 EtherChannel 設定時の注意事項, （344 ページ）

Port Aggregation Protocol; ポート集約プロトコル
ポート集約プロトコル（PAgP）はシスコ独自のプロトコルで、Cisco スイッチおよび PAgP をサ
ポートするベンダーによってライセンス供与されたスイッチでのみ稼働します。PAgP を使用する
と、イーサネット ポート間で PAgP パケットを交換することにより、EtherChannel を自動的に作
成できます。PAgP はクロススタック EtherChannel でイネーブルにできません。
スイッチまたはスイッチ スタックは PAgP を使用することによって、PAgP をサポートできるパー
トナーの識別情報、および各ポートの機能を学習します。次に、設定が類似している（スタック
内の単一スイッチ上の）ポートを、単一の論理リンク（チャネルまたは集約ポート）に動的にグ
ループ化します。設定が類似しているポートをグループ化する場合の基準は、ハードウェア、管
理、およびポート パラメータ制約です。たとえば、PAgP は速度、デュプレックス モード、ネイ
ティブ VLAN、VLAN 範囲、トランキング ステータス、およびトランキング タイプが同じポート
をグループとしてまとめます。リンクを EtherChannel にグループ化した後で、PAgP は単一スイッ
チ ポートとして、スパニングツリーにそのグループを追加します。

PAgP モード
PAgP モードは、PAgP ネゴシエーションを開始する PAgP パケットをポートが送信できるか、ま
たは受信した PAgP パケットに応答できるかを指定します。
表 36：EtherChannel PAgP モード

モード

説明

auto

ポートをパッシブ ネゴシエーション ステートにします。この場合、ポートは受
信する PAgP パケットに応答しますが、PAgP パケット ネゴシエーションを開始
することはありません。これにより、PAgP パケットの送信は最小限に抑えられ
ます。
EtherChannel メンバが、スイッチ スタックにある異なるスイッチから（クロスス
タック EtherChannel）の場合、このモードはサポートされません。

desirable

ポートをアクティブ ネゴシエーション ステートにします。この場合、ポートは
PAgP パケットを送信することによって、相手ポートとのネゴシエーションを開
始します。EtherChannel メンバが、スイッチ スタックにある異なるスイッチから
（クロススタック EtherChannel）の場合、このモードはサポートされません。

スイッチ ポートは、auto モードまたは desirable モードに設定された相手ポートとだけ PAgP パ
ケットを交換します。on モードに設定されたポートは、PAgP パケットを交換しません。
auto モードおよび desirable モードはともに、相手ポートとネゴシエーションして、ポート速度な
どの条件に基づいて（レイヤ 2 EtherChannel の場合は、トランク ステートおよび VLAN 番号など
の基準に基づいて）、ポートで EtherChannel を形成できるようにします。
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PAgP モードが異なっていても、モード間で互換性がある限り、ポートは EtherChannel を形成でき
ます。次に例を示します。
• desirable モードのポートは、desirable モードまたは auto モードの別のポートとともに
EtherChannel を形成できます。
• auto モードのポートは、desirable モードの別のポートとともに EtherChannel を形成できま
す。
どのポートも PAgP ネゴシエーションを開始しないため、auto モードのポートは、auto モードの
別のポートとは EtherChannel を形成できません。
関連トピック
レイヤ 2 EtherChannel の設定, （347 ページ）
EtherChannel 設定時の注意事項, （342 ページ）
EtherChannel のデフォルト設定
レイヤ 2 EtherChannel 設定時の注意事項, （344 ページ）
ポートチャネル論理インターフェイスの作成
EtherChannel 設定時の注意事項, （342 ページ）
EtherChannel のデフォルト設定
レイヤ 2 EtherChannel 設定時の注意事項, （344 ページ）
物理インターフェイスの設定
EtherChannel 設定時の注意事項, （342 ページ）
EtherChannel のデフォルト設定
レイヤ 2 EtherChannel 設定時の注意事項, （344 ページ）
サイレント モード
PAgP 対応のデバイスにスイッチを接続する場合、non-silent キーワードを使用すると、非サイレ
ント動作としてスイッチ ポートを設定できます。auto モードまたは desirable モードとともに
non-silent を指定しなかった場合は、サイレント モードが指定されていると見なされます。
サイレント モードを使用するのは、PAgP 非対応で、かつほとんどパケットを送信しないデバイ
スにスイッチを接続する場合です。サイレント パートナーの例は、トラフィックを生成しない
ファイル サーバ、またはパケット アナライザなどです。この場合、サイレント パートナーに接
続された物理ポート上で PAgP を稼働させると、このスイッチ ポートが動作しなくなります。た
だし、サイレントを設定すると、PAgP が動作してチャネル グループにポートを結合し、このポー
トが伝送に使用されます。
関連トピック
レイヤ 2 EtherChannel の設定, （347 ページ）
EtherChannel 設定時の注意事項, （342 ページ）
EtherChannel のデフォルト設定
レイヤ 2 EtherChannel 設定時の注意事項, （344 ページ）
ポートチャネル論理インターフェイスの作成
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EtherChannel 設定時の注意事項, （342 ページ）
EtherChannel のデフォルト設定
レイヤ 2 EtherChannel 設定時の注意事項, （344 ページ）
物理インターフェイスの設定
EtherChannel 設定時の注意事項, （342 ページ）
EtherChannel のデフォルト設定
レイヤ 2 EtherChannel 設定時の注意事項, （344 ページ）

PAgP 学習方式およびプライオリティ
ネットワーク デバイスは、PAgP 物理ラーナーまたは集約ポート ラーナーに分類されます。物理
ポートによってアドレスを学習し、その知識に基づいて送信を指示するデバイスは物理ラーナー
です。集約（論理）ポートによってアドレスを学習するデバイスは、集約ポート ラーナーです。
学習方式は、リンクの両端で同一の設定にする必要があります。
デバイスとそのパートナーが両方とも集約ポート ラーナーの場合、論理ポートチャネル上のアド
レスを学習します。デバイスは EtherChannel のいずれかのポートを使用することによって、送信
元にパケットを送信します。集約ポート ラーナーの場合、どの物理ポートにパケットが届くかは
重要ではありません。
PAgP は、パートナー デバイスが物理ラーナーの場合およびローカル デバイスが集約ポート ラー
ナーの場合には自動検出できません。したがって、物理ポートでアドレスを学習するには、ロー
カル デバイスに手動で学習方式を設定する必要があります。また、負荷の分散方式を送信元ベー
ス分散に設定して、指定された送信元 MAC アドレスが常に同じ物理ポートに送信されるように
する必要もあります。
グループ内の 1 つのポートですべての伝送を行うように設定して、他のポートをホット スタンバ
イに使用することもできます。選択された 1 つのポートでハードウェア信号が検出されなくなっ
た場合は、数秒以内に、グループ内の未使用のポートに切り替えて動作させることができます。
パケット伝送用に常に選択されるようにポートを設定するには、pagp port-priority インターフェ
イスコンフィギュレーションコマンドを使用してプライオリティを変更します。プライオリティ
が高いほど、そのポートが選択される可能性が高まります。

（注）

CLI で physical-port キーワードを指定した場合でも、スイッチがサポートするのは、集約ポー
ト上でのアドレス ラーニングのみです。pagp learn-method コマンドおよび pagp port-priority
コマンドは、スイッチのハードウェアには作用しませんが、Catalyst 1900 スイッチなどの物理
ポートによるアドレス ラーニングだけをサポートするデバイスと PAgP の相互運用性を確保す
るために必要です。

関連トピック
PAgP 学習方式およびプライオリティの設定 , （352 ページ）
EtherChannel 設定時の注意事項, （342 ページ）
EtherChannel のデフォルト設定
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EtherChannel、PAgP、および LACP ステータスのモニタ, （363 ページ）
レイヤ 2 EtherChannel 設定時の注意事項, （344 ページ）

PAgP と仮想スイッチとの相互作用およびデュアルアクティブ検出
仮想スイッチは、仮想スイッチ リンク（VSL）により接続された複数のコア スイッチであり、そ
れらのスイッチ間で制御情報とデータ トラフィックを伝送します。スイッチのうちの 1 つはアク
ティブ モードです。その他のスイッチはスタンバイ モードです。冗長性のため、リモート スイッ
チはリモート サテライト リンク（RSL）によって仮想スイッチに接続されます。
2 つのスイッチ間の VSL に障害が発生すると、一方のスイッチは他方のスイッチのステータスを
認識しません。両方のスイッチがアクティブ モードになり、ネットワークを、重複したコンフィ
ギュレーション（IP アドレスおよびブリッジ ID の重複を含む）を伴うデュアルアクティブの状態
にする可能性があります。ネットワークがダウンする場合もあります。
デュアルアクティブの状態を防止するために、コア スイッチは PAgP プロトコル データ ユニット
（PDU）を RSL を介してリモート スイッチに送信します。PAgP PDU はアクティブ スイッチを識
別し、リモート スイッチは、コア スイッチが同期化するように PDU をコア スイッチに転送しま
す。アクティブスイッチに障害が発生した場合、またはアクティブスイッチがリセットされた場
合は、スタンバイ スイッチがアクティブスイッチの役割を引き継ぎます。VSL がダウンした場合
は、1 つのコア スイッチが他のコア スイッチのステータスを認識し、その状態を変更しません。

PAgP と他の機能との相互作用
ダイナミック トランキング プロトコル（DTP）および Cisco Discovery Protocol（CDP）は、
EtherChannel の物理ポートを使用してパケットを送受信します。トランク ポートは、番号が最も
小さい VLAN 上で PAgP プロトコル データ ユニット（PDU）を送受信します。
レイヤ 2 EtherChannel では、チャネル内で最初に起動するポートが EtherChannel に MAC アドレス
を提供します。このポートがバンドルから削除されると、バンドル内の他のポートの 1 つが
EtherChannel に MAC アドレスを提供します。
PAgP が PAgP PDU を送受信するのは、PAgP が auto モードまたは desirable モードでイネーブルに
なっている、稼働状態のポート上だけです。

Link Aggregation Control Protocol
LACP は IEEE 802.3ad で定義されており、Cisco スイッチが IEEE 802.3ad プロトコルに適合したス
イッチ間のイーサネット チャネルを管理できるようにします。LACP を使用すると、イーサネッ
ト ポート間で LACP パケットを交換することにより、EtherChannel を自動的に作成できます。
スイッチまたはスイッチ スタックは LACP を使用することによって、LACP をサポートできるパー
トナーの識別情報、および各ポートの機能を学習します。次に、設定が類似しているポートを単
一の倫理リンク（チャネルまたは集約ポート）に動的にグループ化します。設定が類似している
ポートをグループ化する場合の基準は、ハードウェア、管理、およびポート パラメータ制約で
す。たとえば、LACP は速度、デュプレックス モード、ネイティブ VLAN、VLAN 範囲、トラン
キングステータス、およびトランキングタイプが同じポートをグループとしてまとめます。リン
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クをまとめて EtherChannel を形成した後で、LACP は単一スイッチ ポートとして、スパニングツ
リーにそのグループを追加します。
ポート チャネル内のポートの独立モード動作が変更されます。CSCtn96950 では、デフォルトでス
タンドアロン モードが有効になっています。LACP ピアから応答が受信されない場合、ポート
チャネル内のポートは中断状態に移動されます。

LACP モード
LACP モードでは、ポートが LACP パケットを送信できるか、LACP パケットの受信のみができる
かどうかを指定します。
表 37：EtherChannel LACP モード

モード

説明

active

ポートをアクティブ ネゴシエーション ステートにします。この場合、ポート
は LACP パケットを送信することによって、相手ポートとのネゴシエーション
を開始します。

passive

ポートはパッシブ ネゴシエーション ステートになります。この場合、ポート
は受信する LACP パケットに応答しますが、LACP パケット ネゴシエーショ
ンを開始することはありません。これにより、LACP パケットの送信を最小限
に抑えます。

active モードおよび passive LACP モードはともに、相手ポートとネゴシエーションして、ポート
速度などの条件に基づいて（レイヤ 2 EtherChannel の場合は、トランク ステートおよび VLAN 番
号などの基準に基づいて）、ポートで EtherChannel を形成できるようにします。
LACP モードが異なっていても、モード間で互換性がある限り、ポートは EtherChannel を形成で
きます。次に例を示します。
• active モードのポートは、active モードまたは passive モードの別のポートとともに EtherChannel
を形成できます。
• 両ポートとも LACP ネゴシエーションを開始しないため、passive モードのポートは、passive
モードの別のポートと EtherChannel を形成することはできません。
関連トピック
レイヤ 2 EtherChannel の設定, （347 ページ）
EtherChannel 設定時の注意事項, （342 ページ）
EtherChannel のデフォルト設定
レイヤ 2 EtherChannel 設定時の注意事項, （344 ページ）
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LACP と他の機能との相互作用
DTP および CDP は、EtherChannel の物理ポートを介してパケットを送受信します。トランク ポー
トは、番号が最も小さい VLAN 上で LACP PDU を送受信します。
レイヤ 2 EtherChannel では、チャネル内で最初に起動するポートが EtherChannel に MAC アドレス
を提供します。このポートがバンドルから削除されると、バンドル内の他のポートの 1 つが
EtherChannel に MAC アドレスを提供します。
LACP が LACP PDU を送受信するのは、LACP が active モードまたは passive モードでイネーブル
になっている稼働状態のポートとの間だけです。

EtherChannel の On モード
EtherChannel の on モードは、EtherChannel の手動設定に使用します。on モードを使用すると、
ポートはネゴシエーションせずに強制的に EtherChannel に参加します。リモート デバイスが PAgP
や LACP をサポートしていない場合にこの on モードが役立ちます。on モードでは、リンクの両
端のスイッチが on モードに設定されている場合のみ EtherChannel を使用できます。
同じチャネル グループの on モードで設定されたポートは、速度やデュプレックスのようなポー
ト特性に互換性を持たせる必要があります。on モードで設定されている場合でも、互換性のない
ポートは suspended ステートになります。

注意

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

EtherChannel ロード延期の概要
Instant Access システムでは、EtherChannel ロード遅延機能により、ポートをポート チャネルにバ
ンドルすることができますが、そのポートにはグループ マスク値が割り当てられません。これに
より、トラフィックが新規インスタント アクセス スタック メンバーに転送されるのを回避し、
ステートフル スイッチオーバー（SSO）後のデータ損失を抑えることができます。
Cisco Catalyst Instant Access は、ディストリビューション スイッチとアクセス レイヤ スイッチを
包括する単一のネットワーク タッチ ポイントと単一の設定ポイントを作成します。Instant Access
により、物理的なディストリビューション スイッチとアクセス レイヤ スイッチを、単一の設定、
管理、およびトラブルシューティング ポイントを備えた単一の論理エンティティにマージするこ
とができます。次の図は、ポート チャネル経由でスタック構成クライアント（Member 1 および
Member 2）に接続されているスイッチ（Catalyst 2960-X シリーズ スイッチ）と Instant Access シス
テムが通信するサンプル ネットワークを表しています。
EtherChannel ロード延期機能が設定されている状態で、新しい Instant Access クライアント スタッ
ク メンバーが始動すると、この新規参加スタック メンバーのポートはポート チャネルにバンド
ルされます。移行期間中は、データ パスがディストリビューション スイッチ（Catalyst 6000 シ
リーズ スイッチ）に完全には確立されず、アクセス レイヤ スイッチ（Catalyst 2960-X シリーズ

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
340

EtherChannel について

スイッチが）から送信されたトラフィックは未確立のポートに到達するので、トラフィックが失
われます。
ロード シェア延期がポート チャネルで有効になっている場合、port-channel load-defer コマンド
でグローバルに設定されている期間に基づいて、メンバーポートのロードシェアの割り当てが延
期されます。延期期間中、延期メンバ ポートのロード シェアは 0 に設定されます。この状態で
は、延期ポートによるデータおよびコントロールトラフィックの受信と、コントロールトラフィッ
クの送信は可能ですが、ポートがデータ トラフィックを仮想スイッチング システム（VSS）に送
信することはできません。グローバル延期タイマーの期限切れに伴い、延期メンバ ポートは延期
状態を終了し、ポートは通常に設定されたロード シェアと認識するようになります。
ロード シェアの延期は、ポート チャネルの少なくとも 1 つのメンバー ポートがゼロ以外のロー
ドシェアで現時点においてアクティブになっている場合にだけ適用されます。ロードシェアの延
期をイネーブルにされたポートが EtherChannel に対する最初のメンバである場合、延期機能は適
用されず、ポートは即座にトラフィックを転送します。
この機能はポートチャネル単位で有効になります。ただし、ロード延期タイマーは、ポートチャ
ネル単位ではなくグローバルに設定されます。その結果、新しいポートがバンドルされても、す
でに実行中の場合はタイマーがスタートしません。他のポートがすでに延期期間に入っていれば、
新しいポートも、その残り時間の間だけ延期されます。
ロード延期は、いずれか 1 つの延期対象ポート チャネルのメンバーがバンドル解除されると、す
ぐに停止します。その結果、延期期間中にバンドル解除が発生した場合、延期されていたすべて
のポートにグループマスクが割り当てられます。

（注）

スタック メンバー スイッチでこの機能の有効化を試みると、次のメッセージが表示されます。
Load share deferral is supported only on stand-alone stack.

EtherChannel のデフォルト設定
EtherChannel のデフォルト設定を、次の表に示します。
表 38：EtherChannel のデフォルト設定

機能

デフォルト設定

チャネル グループ

割り当てなし

ポートチャネル論理インターフェイス

未定義

PAgP モード

デフォルトなし。

PAgP 学習方式

すべてのポートで集約ポート ラーニング

PAgP プライオリティ

すべてのポートで 128

LACP モード

デフォルトなし。
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機能

デフォルト設定

LACP 学習方式

すべてのポートで集約ポート ラーニング

LACP ポート プライオリティ

すべてのポートで 32768

LACP システム プライオリティ

32768

LACP システム ID

LACP システムのプライオリティ、スイッチま
たはスタックの MAC アドレス。

EtherChannel 設定時の注意事項
EtherChannel ポートを正しく設定していない場合は、ネットワーク ループおよびその他の問題を
回避するために、一部の EtherChannel インターフェイスが自動的にディセーブルになります。設
定上の問題を回避するために、次の注意事項に従ってください。
• PAgP EtherChannel は、同じタイプのイーサネット ポートを 8 つまで使用して設定します。
• 同じタイプのイーサネット ポートを最大で 16 個備えた LACP EtherChannel を設定してくだ
さい。最大 8 つのポートを active モードに、最大 8 つのポートを standby モードにできます。
• EtherChannel 内のすべてのポートを同じ速度および同じデュプレックス モードで動作するよ
うに設定します。
• EtherChannel 内のすべてのポートをイネーブルにします。shutdown インターフェイス コン
フィギュレーション コマンドによってディセーブルにされた EtherChannel 内のポートは、リ
ンク障害として扱われます。そのポートのトラフィックは、EtherChannel 内の他のポートの
1 つに転送されます。
• グループを初めて作成したときには、そのグループに最初に追加されたポートのパラメータ
設定値をすべてのポートが引き継ぎます。次のパラメータのいずれかで設定を変更した場合
は、グループ内のすべてのポートでも変更する必要があります。
◦ 許可 VLAN リスト
◦ 各 VLAN のスパニングツリー パス コスト
◦ 各 VLAN のスパニングツリー ポート プライオリティ
◦ スパニングツリー PortFast の設定
• 1 つのポートが複数の EtherChannel グループのメンバになるように設定しないでください。
• EtherChannel は、PAgP と LACP の両方のモードには設定しないでください。PAgP および
LACP を実行している EtherChannel グループはスタックの同一スイッチ、または異なるスイッ
チで共存できます。個々の EtherChannel グループは PAgP または LACP のいずれかを実行で
きますが、相互運用することはできません。
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• EtherChannel の一部としてセキュア ポートを設定したり、セキュア ポートの一部として
EtherChannel を設定したりしないでください。
• アクティブまたはアクティブでない EtherChannel メンバであるポートを IEEE 802.1x ポート
として設定しないでください。EtherChannel ポートで IEEE 802.1x をイネーブルにしようとす
ると、エラー メッセージが表示され、IEEE 802.1x はイネーブルになりません。
• EtherChannel がスイッチ インターフェイス上に設定されている場合、dot1x system-auth-control
グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、IEEE 802.1x をスイッチ上でグロー
バルにイネーブルにする前に、EtherChannel の設定をインターフェイスから削除します。
• クロススタック EtherChannel 設定では、EtherChannel のターゲットとなるすべてのポートが
LACP に設定されているか、または、channel-group channel-group-number mode on インター
フェイス コンフィギュレーション コマンドを使用してチャネル グループに手動で設定され
ていることを確認します。PAgP プロトコルは、クロススタック EtherChannel 上ではサポー
トされません。
関連トピック
レイヤ 2 EtherChannel の設定, （347 ページ）
EtherChannel の概要, （330 ページ）
EtherChannel のモード, （331 ページ）
スイッチ上の EtherChannel, （332 ページ）
EtherChannel リンクのフェールオーバー, （333 ページ）
LACP モード, （339 ページ）
PAgP モード, （335 ページ）
サイレント モード, （336 ページ）
ポートチャネル論理インターフェイスの作成
チャネル グループおよびポートチャネル インターフェイス, （333 ページ）
PAgP モード, （335 ページ）
サイレント モード, （336 ページ）
物理インターフェイスの設定
チャネル グループおよびポートチャネル インターフェイス, （333 ページ）
PAgP モード, （335 ページ）
サイレント モード, （336 ページ）
EtherChannel ロードバランシングの設定
ロードバランシングおよび転送方式
MAC アドレス転送
IP アドレス転送
ロードバランシングの利点
PAgP 学習方式およびプライオリティの設定 , （352 ページ）
PAgP 学習方式およびプライオリティ, （337 ページ）
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LACP システム プライオリティの設定, （354 ページ）
LACP ポート プライオリティの設定, （355 ページ）

レイヤ 2 EtherChannel 設定時の注意事項
レイヤ 2 EtherChannels を設定する場合は、次の注意事項に従ってください。
• EtherChannel 内のすべてのポートを同じ VLAN に割り当てるか、またはトランクとして設定
してください。複数のネイティブ VLAN に接続されるポートは、EtherChannel を形成できま
せん。
• EtherChannel は、トランキング レイヤ 2 EtherChannel 内のすべてのポート上で同じ VLAN 許
容範囲をサポートしています。VLAN 許容範囲が一致していないと、PAgP が auto モードま
たは desirable モードに設定されていても、ポートは EtherChannel を形成しません。
• スパニングツリー パス コストが異なるポートは、設定上の矛盾がない限り、EtherChannel を
形成できます。異なるスパニングツリー パス コストを設定すること自体は、EtherChannel を
形成するポートの矛盾にはなりません。
関連トピック
レイヤ 2 EtherChannel の設定, （347 ページ）
EtherChannel の概要, （330 ページ）
EtherChannel のモード, （331 ページ）
スイッチ上の EtherChannel, （332 ページ）
EtherChannel リンクのフェールオーバー, （333 ページ）
LACP モード, （339 ページ）
PAgP モード, （335 ページ）
サイレント モード, （336 ページ）
ポートチャネル論理インターフェイスの作成
チャネル グループおよびポートチャネル インターフェイス, （333 ページ）
PAgP モード, （335 ページ）
サイレント モード, （336 ページ）
物理インターフェイスの設定
チャネル グループおよびポートチャネル インターフェイス, （333 ページ）
PAgP モード, （335 ページ）
サイレント モード, （336 ページ）
EtherChannel ロードバランシングの設定
ロードバランシングおよび転送方式
MAC アドレス転送
IP アドレス転送
ロードバランシングの利点
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PAgP 学習方式およびプライオリティの設定 , （352 ページ）
PAgP 学習方式およびプライオリティ, （337 ページ）
LACP システム プライオリティの設定, （354 ページ）
LACP ポート プライオリティの設定, （355 ページ）

Auto-LAG
Auto-LAG 機能は、スイッチに接続されたポートで EtherChannel を自動的に作成できる機能です。
デフォルトでは、Auto-LAG がグローバルに無効にされ、すべてのポート インターフェイスで有
効になっています。Auto-LAG は、グローバルに有効になっている場合にのみ、スイッチに適用さ
れます。
Auto-LAG をグローバルに有効にすると、次のシナリオが可能になります。
• パートナー ポート インターフェイス上に EtherChannel が設定されている場合、すべてのポー
ト インターフェイスが自動 EtherChannel の作成に参加します。詳細については、次の表「ア
クターとパートナー デバイス間でサポートされる Auto-LAG 設定」を参照してください。
• すでに手動 EtherChannel の一部であるポートは、自動 EtherChannel の作成に参加することは
できません。
• Auto-LAG がすでに自動で作成された EtherChannel の一部であるポート インターフェイスで
無効になっている場合、ポート インターフェイスは自動 EtherChannel からバンドル解除され
ます。
次の表に、アクターとパートナー デバイス間でサポートされる Auto-LAG 設定を示します。
表 39：アクターとパートナー デバイス間でサポートされる Auto-LAG 設定

アクター/パートナー

アクティブ

パッシブ

自動

アクティブ

Yes

Yes

Yes

パッシブ

Yes

No

Yes

自動

Yes

Yes

Yes

Auto-LAG をグローバルに無効にすると、自動で作成されたすべての Etherchannel が手動 EtherChannel
になります。
既存の自動で作成された EtherChannel で設定を追加することはできません。追加するには、最初
に port-channel<channel-number>persistent を実行して、手動 EtherChannel に変換する必要があり
ます。
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（注）

Auto-LAG は自動 EtherChannel の作成に LACP プロトコルを使用します。一意のパートナー デ
バイスで自動的に作成できる EtherChannel は 1 つだけです。
関連トピック
グローバルな Auto-LAG の設定, （360 ページ）
Auto-LAG の設定：例, （365 ページ）
ポート インターフェイスでの Auto-LAG の設定, （361 ページ）
Auto-LAG で持続性の設定, （362 ページ）
Auto-LAG 設定時の注意事項, （346 ページ）

Auto-LAG 設定時の注意事項
Auto-LAG 機能を設定するときには、次の注意事項に従ってください。
• Auto-LAG がグローバルで有効な場合、およびポート インターフェイスで有効な場合に、ポー
ト インターフェイスを自動 EtherChannel のメンバーにしたくない場合は、ポート インター
フェイスで Auto-LAG を無効にします。
• ポート インターフェイスは、すでに手動 EtherChannelのメンバーである場合、自動 EtherChannel
にバンドルされません。自動 EtherChannel にバンドルされるようにするには、まずポート イ
ンターフェイスで手動 EtherChannel のバンドルを解除します。
• Auto-LAG が有効になり、自動 EtherChannel が作成されると、同じパートナー デバイスで複
数の EtherChannel を手動で作成できます。ただし、デフォルトでは、ポートはパートナー デ
バイスで自動 EtherChannel の作成を試行します。
• Auto-LAG は、レイヤ 2 EtherChannel でのみサポートされています。レイヤ 3 インターフェイ
スおよびレイヤ 3 EtherChannel ではサポートされていません。
• Auto-LAG は、Cross-Stack EtherChannel でサポートされています。
関連トピック
グローバルな Auto-LAG の設定, （360 ページ）
Auto-LAG の設定：例, （365 ページ）
ポート インターフェイスでの Auto-LAG の設定, （361 ページ）
Auto-LAG で持続性の設定, （362 ページ）
Auto-LAG, （345 ページ）

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
346

EtherChannel の設定方法

EtherChannel の設定方法
EtherChannel の設定後、ポートチャネル インターフェイスに適用した設定変更は、そのポートチャ
ネル インターフェイスに割り当てられたすべての物理ポートに適用されます。また、物理ポート
に適用した設定変更は、設定を適用したポートだけに作用します。

レイヤ 2 EtherChannel の設定
レイヤ 2 EtherChannel を設定するには、channel-group インターフェイス コンフィギュレーション
コマンドを使用して、チャネル グループにポートを割り当てます。このコマンドにより、ポート
チャネル論理インターフェイスが自動的に作成されます。
ポート上で、auto モードまたは desirable モードで PAgP をイネーブルにした場合、このポートを
クロススタック EtherChannel に追加する前に、on モードまたは LACP モードのいずれかになるよ
うに再設定する必要があります。PAgP では、クロススタック EtherChannel はサポートされませ
ん。

手順の概要
1. configureterminal
2. interface interface-id
3. switchport mode {access | trunk}
4. switchport access vlan vlan-id
5. channel-group channel-group-number mode {auto [non-silent] | desirable [non-silent ] | on } | { active
| passive}
6. end

手順の詳細
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1 configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2 interface interface-id
例：

物理ポートを指定し、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開
始します。
指定できるインターフェイスは、物理ポートです。

Switch(config)# interface
gigabitethernet2/0/1

PAgP EtherChannel の場合、同じタイプおよび速度のポートを 8 つまで同じグ
ループに設定できます。
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コマンドまたはアクション 目的
LACP EtherChannel の場合、同じタイプのイーサネット ポートを 16 まで設定
できます。最大 8 つのポートを active モードに、最大 8 つのポートを standby
モードにできます。
ステップ 3 switchport mode {access |
trunk}
例：

すべてのポートをスタティックアクセス ポートとして同じ VLAN に割り当て
るか、またはトランクとして設定します。
ポートをスタティックアクセス ポートとして設定する場合は、ポートを 1 つ
の VLAN にのみ割り当ててください。指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。

Switch(config-if)#
switchport mode access

ステップ 4 switchport access vlan vlan-id ポートをスタティックアクセス ポートとして設定する場合は、ポートを 1 つ
の VLAN にのみ割り当ててください。指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。
例：
Switch(config-if)#
switchport access vlan 22

ステップ 5 channel-group
channel-group-number mode
{auto [non-silent] | desirable
[non-silent ] | on } | { active |
passive}
例：
Switch(config-if)#
channel-group 5 mode auto

チャネル グループにポートを割り当て、PAgP モードまたは LACP モードを
指定します。
channel-group-number の範囲は 1 ～ 24 です。
mode には、次のキーワードのいずれか 1 つを選択します。
• auto—PAgP 装置が検出された場合に限り、PAgP をイネーブルにしま
す。ポートをパッシブ ネゴシエーション ステートにします。この場合、
ポートは受信する PAgP パケットに応答しますが、PAgP パケット ネゴ
シエーションを開始することはありません。このキーワードは、
EtherChannel メンバがスイッチ スタックの異なるスイッチのものである
場合にはサポートされません。
• desirable—無条件に PAgP をイネーブルにします。ポートをアクティブ
ネゴシエーション ステートにします。この場合、ポートは PAgP パケッ
トを送信することによって、相手ポートとのネゴシエーションを開始し
ます。このキーワードは、EtherChannel メンバがスイッチ スタックの異
なるスイッチのものである場合にはサポートされません。
• on—PAgP または LACP を使用せずにポートが強制的にチャネル化され
ます。on モードでは、使用可能な EtherChannel が存在するのは、on モー
ドのポート グループが、on モードの別のポート グループに接続する場
合だけです。
• non-silent—（任意）スイッチ が PAgP 対応のパートナーに接続されてい
る場合、ポートが auto または desirable モードになると非サイレント動
作を行うようにスイッチ ポートを設定します。non-silent を指定しない
と、サイレントが想定されます。サイレント設定は、ファイル サーバま
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コマンドまたはアクション 目的
たはパケット アナライザとの接続に適しています。サイレントを設定す
ると、PAgP が動作してチャネル グループにポートを結合し、このポー
トが伝送に使用されます。
• active：LACP 装置が検出された場合に限り、LACP をイネーブルにしま
す。ポートをアクティブ ネゴシエーション ステートにします。この場
合、ポートは LACP パケットを送信することによって、相手ポートとの
ネゴシエーションを開始します。
• passive—ポート上で LACP をイネーブルにして、ポートをパッシブ ネゴ
シエーション ステートにします。この場合、ポートは受信する LACP パ
ケットに応答しますが、LACP パケット ネゴシエーションを開始するこ
とはありません。
ステップ 6 end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config-if)# end

関連トピック
EtherChannel の概要, （330 ページ）
EtherChannel のモード, （331 ページ）
スイッチ上の EtherChannel, （332 ページ）
EtherChannel リンクのフェールオーバー, （333 ページ）
LACP モード, （339 ページ）
PAgP モード, （335 ページ）
サイレント モード, （336 ページ）
EtherChannel 設定時の注意事項, （342 ページ）
EtherChannel のデフォルト設定
レイヤ 2 EtherChannel 設定時の注意事項, （344 ページ）
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ポート チャネル ロード延期の設定
手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. port-channel load-defer seconds
4. interface type number
5. port-channel load-defer
6. end
7. show etherchannel channel-groupport-channel
8. show platform pm group-masks

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。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Switch> 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：
Switch# configure terminal

ステップ 3

port-channel load-defer seconds
例：
Switch(config)# port-channel
load-defer 60

ステップ 4

interface type number

すべてのポート チャネルに対し、ポートのロード シェ
アリング延期間隔を設定します。
• seconds：遅延するポート チャネルのロード シェア
リングが初期状態で 0 となっている時間。指定でき
る範囲は 1 ～ 1,800 秒です。デフォルトは 120 秒で
す。
ポート チャネル 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：
Switch(config)# interface port-channel
10

ステップ 5

port-channel load-defer

ポート チャネルでポートのロード シェアリング遅延を
イネーブルにします。

例：
Switch(config-if)# port-channel
load-defer
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

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、特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config-if)# end

ステップ 7

show etherchannel
channel-groupport-channel

ポート チャネルの情報を表示します。

例：
Switch# show etherchannel 1
port-channel

ステップ 8

show platform pm group-masks

EtherChannel グループ マスク情報を表示します。

例：
Switch# show platform pm group-masks

例
次に、show etherchannel channel-groupport-channel コマンドの出力例を示します。channel-group
引数を指定しなかった場合は、このコマンドにより、すべてのチャネル グループに関する情報が
表示されます。
Switch# show etherchannel 1 port-channel
Port-channels in the group:
--------------------------Port-channel: Po1
-----------Age of the Port-channel
= 0d:00h:37m:08s
Logical slot/port
= 9/1
Number of ports = 0
GC
= 0x00000000
HotStandBy port = null
Port state
= Port-channel Ag-Not-Inuse
Protocol
=
Port security
= Disabled
Load share deferral = Enabled
defer period = 120 sec
time left = 0 sec

次に、show platform pm group-masks コマンドの出力例を示します。延期タイマー実行中、延期
されているポートのグループ マスクは 0xFFFF となります。
Switch# show platform pm group-masks
====================================================================
Etherchannel members and group masks table
Group #ports group frame-dist slot port mask interface index
-------------------------------------------------------------------1
0
1
src-mac
2
0
2
src-mac
3
0
3
src-mac
4
0
4
src-mac
5
0
5
src-mac
6
0
6
src-mac
7
0
7
src-mac
8
0
8
src-mac
9
0
9
src-mac
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10

3

10

src-mac
1
1
1

11
12
13
14
15

0
0
0
0
0

11
12
13
14
15

12
10
11

0000 Gi1/0/12
FFFF Gi1/0/10
FFFF Gi1/0/11

3
6
7

src-mac
src-mac
src-mac
src-mac
src-mac

PAgP 学習方式およびプライオリティの設定
このタスクはオプションです。

手順の概要
1. configure terminal
2. interface interface-id
3. pagp learn-methodphysical-port
4. pagp port-priority priority
5. 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

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id

伝送ポートを指定し、インターフェイス コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet 1/0/2

ステップ 3

pagp learn-methodphysical-port
例：
Switch(config-if)# pagp
learn-method physical port

PAgP 学習方式を選択します。
デフォルトでは、aggregation-port learning が選択されています。
つまり、EtherChannel 内のポートのいずれかを使用して、スイッ
チがパケットを送信元に送信します。集約ポート ラーナーの場
合、どの物理ポートにパケットが届くかは重要ではありません。
物理ポート ラーナー is別のスイッチに接続するphysical-portを選
択します。
学習方式はリンクの両端で同じ方式に設定する必要があります。
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

pagp port-priority priority

選択したポートがパケット伝送用として選択されるように、プ
ライオリティを割り当てます。

例：
Switch(config-if)# pagp
port-priority 200

ステップ 5

priority に指定できる範囲は 0 ～ 255 です。デフォルト値は 128
です。プライオリティが高いほど、ポートが PAgP 伝送に使用さ
れる可能性が高くなります。
特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config-if)# end

関連トピック
PAgP 学習方式およびプライオリティ, （337 ページ）
EtherChannel 設定時の注意事項, （342 ページ）
EtherChannel のデフォルト設定
EtherChannel、PAgP、および LACP ステータスのモニタ, （363 ページ）
レイヤ 2 EtherChannel 設定時の注意事項, （344 ページ）

LACP ホット スタンバイ ポートの設定
イネーブルの場合、LACP はチャネル内の LACP 互換ポート数を最大に設定しようとします（最
大 16 ポート）。同時にアクティブになれる LACP リンクは 8 つだけです。リンクが追加されると
ソフトウェアによってホット スタンバイモードになります。アクティブ リンクの 1 つが非アク
ティブになると、ホット スタンバイ モードのリンクが代わりにアクティブになります。
9 つ以上のリンクが EtherChannel グループとして設定された場合、ソフトウェアは LACP プライ
オリティに基づいてアクティブにするホットスタンバイポートを決定します。ソフトウェアは、
LACP を操作するシステム間のすべてのリンクに、次の要素（プライオリティ順）で構成された
一意のプライオリティを割り当てます。
• LACP システム プライオリティ
• システム ID（スイッチ MAC アドレス）
• LACP ポート プライオリティ
• ポート番号
プライオリティの比較においては、数値が小さいほどプライオリティが高くなります。プライオ
リティは、ハードウェア上の制約がある場合に、すべての互換ポートが集約されないように、ス
タンバイ モードにするポートを決定します。
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アクティブ ポートかホット スタンバイ ポートかを判別するには、次の（2 つの）手順を使用しま
す。まず、数値的に低いシステム プライオリティとシステム ID を持つシステムの方を選びます。
次に、ポートプライオリティおよびポート番号の値に基づいて、そのシステムのアクティブポー
トとホット スタンバイ ポートを決定します。他のシステムのポート プライオリティとポート番
号の値は使用されません。
ソフトウェアのアクティブおよびスタンバイ リンクの選択方法に影響を与えるように、LACP シ
ステム プライオリティおよび LACP ポート プライオリティのデフォルト値を変更できます。

LACP システム プライオリティの設定
lacp system-priority グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、LACP をイネーブ
ルにしているすべての EtherChannel に対してシステム プライオリティを設定できます。LACP を
設定済みの各チャネルに対しては、システム プライオリティを設定できません。デフォルト値を
変更すると、ソフトウェアのアクティブおよびスタンバイ リンクの選択方法に影響します。
show etherchannel summary 特権 EXEC コマンドを使用して、ホット スタンバイ モードのポート
を確認できます（ポートステート フラグが H になっています）。
LACP システム プライオリティを設定するには、次の手順に従います。この手順は任意です。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. lacp system-priority priority
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。パスワードを
入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

lacp system-priority priority

LACP システム プライオリティを設定します。

例：

指定できる範囲は 1 ～ 65535 です。デフォルトは 32768
です。

Switch(config)# lacp system-priority
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コマンドまたはアクション

値が小さいほど、システム プライオリティは高くなりま
す。

32000

ステップ 4

目的

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

関連トピック
EtherChannel 設定時の注意事項, （342 ページ）
EtherChannel のデフォルト設定
レイヤ 2 EtherChannel 設定時の注意事項, （344 ページ）
EtherChannel、PAgP、および LACP ステータスのモニタ, （363 ページ）

LACP ポート プライオリティの設定
デフォルトでは、すべてのポートは同じポートプライオリティです。ローカルシステムのシステ
ム プライオリティおよびシステム ID の値がリモート システムよりも小さい場合は、LACP
EtherChannel ポートのポート プライオリティをデフォルトよりも小さな値に変更して、最初にア
クティブになるホットスタンバイ リンクを変更できます。ホット スタンバイ ポートは、番号が
小さい方が先にチャネルでアクティブになります。show etherchannel summary 特権 EXEC コマン
ドを使用して、ホット スタンバイ モードのポートを確認できます（ポートステート フラグが H
になっています）。

（注）

LACP がすべての互換ポートを集約できない場合（たとえば、ハードウェアの制約が大きいリ
モート システム）、EtherChannel 中でアクティブにならないポートはすべてホット スタンバ
イ ステートになり、チャネル化されたポートのいずれかが機能しない場合に限り使用されま
す。
LACP ポート プライオリティを設定するには、次の手順に従います。この手順は任意です。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. interface interface-id
4. lacp port-priority priority
5. 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。パスワードを
入力します（要求された場合）。

例：
Switch> 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：
Switch# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id

設定するポートを指定し、インターフェイス コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet 1/0/2

ステップ 4

lacp port-priority priority
例：
Switch(config-if)# lacp port-priority
32000

ステップ 5

end

LACP ポート プライオリティを設定します。
指定できる範囲は 1 ～ 65535 です。デフォルトは 32768
です。値が小さいほど、ポートが LACP 伝送に使用され
る可能性が高くなります。
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config-if)# end

関連トピック
EtherChannel 設定時の注意事項, （342 ページ）
EtherChannel のデフォルト設定
レイヤ 2 EtherChannel 設定時の注意事項, （344 ページ）
EtherChannel、PAgP、および LACP ステータスのモニタ, （363 ページ）
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LACP ポート チャネルの最小リンク機能の設定
リンク アップ状態で、リンク アップ ステートに移行するポート チャネル インターフェイスの
EtherChannel でバンドルする必要のあるアクティブ ポートの最小数を指定できます。EtherChannel
の最小リンクを使用して、低帯域幅 LACP EtherChannel がアクティブになることを防止できます。
また、LACP EtherChannel にアクティブ メンバー ポートが少なすぎて、必要な最低帯域幅を提供
できない場合、この機能により LACP EtherChannel が非アクティブになります。
ポート チャネルに必要なリンクの最小数を設定する。次の作業を実行します。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. interface port-channel channel-number
4. port-channel min-links min-links-number
5. 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。パスワードを
入力します（要求された場合）。

例：
Switch> 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：
Switch# configure terminal

ステップ 3

interface port-channel channel-number
例：

ポートチャネルのインターフェイスコンフィギュレーショ
ン モードを開始します。
channel-number の範囲は 1 ～ 63 です。

Switch(config)# interface
port-channel 2

ステップ 4

port-channel min-links min-links-number リンク アップ状態で、リンク アップ ステートに移行する
ポート チャネル インターフェイスの EtherChannel でバン
例：
ドルする必要のあるメンバ ポートの最小数を指定できま
す。
Switch(config-if)# port-channel
min-links 3

min-links-number の範囲は 2 ～ 8 です。
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ステップ 5

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：
Switch(config)# end

関連トピック
LACP ポート チャネルの最小リンクの設定例, （366 ページ）

LACP 高速レート タイマーの設定
LACP タイマー レートを変更することにより、LACP タイムアウトの時間を変更することができ
ます。lacp rate コマンドを使用すれば、LACP がサポートされているインターフェイスで受信さ
れる LACP 制御パケットのレートを設定できます。タイムアウト レートは、デフォルトのレート
（30 秒）から高速レート（1 秒）に変更することができます。このコマンドは、LACP がイネー
ブルになっているインターフェイスでのみサポートされます。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. interface{fastethernet | gigabitethernet | tengigabitethernet} slot/port
4. lacp rate{normal | fast}
5. end
6. show lacp internal

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。パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

interface{fastethernet | gigabitethernet |
tengigabitethernet} slot/port

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：
Switch(config)# interface
gigabitEthernet 2/1

ステップ 4

lacp rate{normal | fast}
例：

• タイムアウト レートをデフォルトにリセットす

Switch(config-if)# lacp rate fast

ステップ 5

LACP がサポートされているインターフェイスで受信
される LACP 制御パケットのレートを設定します。
るには、no lacp rate コマンドを使用します。
特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 6

show lacp internal

設定を確認します。

例：
Switch# show lacp internal
Switch# show lacp counters

関連トピック
例：LACP 高速レート タイマーの設定, （367 ページ）
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グローバルな Auto-LAG の設定
手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. [no] port-channel auto
4. end
5. show etherchannel auto

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。パスワードを入
力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

[no] port-channel auto
例：

スイッチ上の Auto-LAG 機能をグローバルで有効にします。
スイッチ上の Auto-LAG 機能をグローバルで無効にするに
は、このコマンドの no 形式を使用します。

Switch(config)# port-channel auto

（注）

ステップ 4

end

デフォルトでは、auto-LAG 機能は各ポート上で
イネーブルになっています。

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# end

ステップ 5

show etherchannel auto

EtherChannel が自動的に作成されたことが表示されます。

例：
Switch# show etherchannel auto

関連トピック
Auto-LAG, （345 ページ）
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Auto-LAG 設定時の注意事項, （346 ページ）
Auto-LAG の設定：例, （365 ページ）
ポート インターフェイスでの Auto-LAG の設定, （361 ページ）
Auto-LAG で持続性の設定, （362 ページ）

ポート インターフェイスでの Auto-LAG の設定
手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. interface interface-id
4. [no] channel-group auto
5. end
6. show etherchannel auto

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。パスワードを入
力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id
例：

Auto-LAG を有効にするポート 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。

Switch(config)# interface
gigabitethernet 1/0/1

ステップ 4

[no] channel-group auto
例：
Switch(config-if)# channel-group
auto

（任意）個々のポート インターフェイスで Auto-LAG 機能
を有効にします。個々のポート インターフェイス上で
Auto-LAG 機能を無効にするには、このコマンドの no 形式
を使用します。
（注）

デフォルトでは、auto-LAG 機能は各ポート上で
イネーブルになっています。
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ステップ 5

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：
Switch(config-if)# end

ステップ 6

show etherchannel auto

EtherChannel が自動的に作成されたことが表示されます。

例：
Switch# show etherchannel auto

次の作業
関連トピック
グローバルな Auto-LAG の設定, （360 ページ）
Auto-LAG, （345 ページ）
Auto-LAG 設定時の注意事項, （346 ページ）
Auto-LAG で持続性の設定, （362 ページ）
Auto-LAG の設定：例, （365 ページ）

Auto-LAG で持続性の設定
自動で作成された EtherChannel を手動のものに変更し、既存の EtherChannel に設定を追加するに
は、persistence コマンドを使用します。

手順の概要
1. enable
2. port-channel channel-numberpersistent
3. show etherchannel summary

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。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

port-channel channel-numberpersistent

自動で作成された EtherChannel を手動のものに変更
し、EtherChannel に設定を追加することができます。

例：
Switch# port-channel 1 persistent

ステップ 3

show etherchannel summary

EtherChannel 情報を表示します。

例：
Switch# show etherchannel summary

関連トピック
グローバルな Auto-LAG の設定, （360 ページ）
Auto-LAG, （345 ページ）
Auto-LAG 設定時の注意事項, （346 ページ）
ポート インターフェイスでの Auto-LAG の設定, （361 ページ）
Auto-LAG の設定：例, （365 ページ）

EtherChannel、PAgP、および LACP ステータスのモニタ
この表に記載されているコマンドを使用して EtherChannel、PAgP、および LACP ステータスを表
示できます。
表 40：EtherChannel、PAgP、および LACP ステータスのモニタ用コマンド

コマンド

説明

clear lacp { channel-group-number counters |
counters}

LACP チャネル グループ情報およびトラフィッ
ク カウンタをクリアします。

clear pagp { channel-group-number counters |
counters}

PAgP チャネル グループ情報およびトラフィッ
ク カウンタをクリアします。

show etherchannel [ channel-group-number {detail EtherChannel 情報が簡潔、詳細に、1 行のサマ
| load-balance | port | port-channel | protocol |
リー形式で表示されます。負荷分散方式または
summary}] [detail | load-balance | port |
フレーム配布方式、ポート、ポート チャネル、
port-channel | protocol | auto | summary]
プロトコル、および Auto-LAG 情報も表示され
ます。
show pagp [ channel-group-number] {counters |
internal | neighbor}

トラフィック情報、内部 PAgP 設定、ネイバー
情報などの PAgP 情報が表示されます。
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コマンド

説明

show pagp [channel-group-number ] dual-active

デュアルアクティブ検出ステータスが表示され
ます。

show lacp [channel-group-number ] {counters |
internal | neighbor | sys-id}

トラフィック情報、内部 LACP 設定、ネイバー
情報などの LACP 情報が表示されます。

show running-config

設定エントリを確認します。

show etherchannel load-balance

ポート チャネル内のポート間のロード バラン
シング、またはフレーム配布方式を表示しま
す。

関連トピック
PAgP 学習方式およびプライオリティの設定 , （352 ページ）
PAgP 学習方式およびプライオリティ, （337 ページ）
LACP システム プライオリティの設定, （354 ページ）
LACP ポート プライオリティの設定, （355 ページ）

EtherChannel の設定例
レイヤ 2 EtherChannel の設定：例
この例では、スタック内の 1 つのスイッチに EtherChannel を設定する例を示します。2 つのポー
トを VLAN 10 のスタティック アクセス ポートとして、PAgP モードが desirable であるチャネル
5 に割り当てます。
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface range gigabitethernet2/0/1 -2
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)# channel-group 5 mode desirable non-silent
Switch(config-if-range)# end

この例では、スタック内の 1 つのスイッチに EtherChannel を設定する例を示します。2 つのポー
トは VLAN 10 のスタティックアクセス ポートとして、LACP モードのチャネル 5 に割り当てられ
ます。 active:
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface range gigabitethernet2/0/1 -2
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)# channel-group 5 mode active
Switch(config-if-range)# end
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次の例では、クロススタック EtherChannel を設定する方法を示します。LACP パッシブ モードを
使用して、VLAN 10 内のスタティックアクセス ポートとしてスタック メンバ 1 のポートを 2 つ、
スタック メンバ 2 のポートを 1 つチャネル 5 に割り当てます。
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface range gigabitethernet2/0/4 -5
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)# channel-group 5 mode passive
Switch(config-if-range)# exit
Switch(config)# interface gigabitethernet3/0/3
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
Switch(config-if)# channel-group 5 mode passive
Switch(config-if)# exit

PoE または LACP ネゴシエーションのエラーは、スイッチからアクセスポイント（AP ）に 2 つの
ポートを設定した場合に発生する可能性があります。このシナリオは、ポート チャネルの設定を
スイッチ側で行うと回避できます。詳細については、次の例を参照してください。
interface Port-channel1
switchport access vlan 20
switchport mode access
switchport nonegotiate
no port-channel standalone-disable
spanning-tree portfast

（注）

<--this one

ポートがポートのフラッピングに関する LACP エラーを検出した場合は、 次のコマンドも含
める必要があります。 no errdisable detect cause pagp-flap

例：ポート チャネル ロード延期の設定
Switch# configure terminal
Switch(config)# port-channel load-defer 60
Switch(config)# interface port-channel 10
Switch(config-if)# port-channel load-defer
Switch(config-if)# end

Auto-LAG の設定：例
次に、スイッチに Auto-LAG を設定する例を示します。
スイッチ> enable
スイッチ# configure terminal
スイッチ (config)# port-channel auto
スイッチ (config-if)# end
スイッチ# show etherchannel auto

次の例は、自動的に作成された EtherChannel の概要を示します。
スイッチ# show etherchannel auto
Flags: D - down
P - bundled in port-channel
I - stand-alone s - suspended
H - Hot-standby (LACP only)
R - Layer3
S - Layer2
U - in use
f - failed to allocate aggregator
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M
u
w
d
A

-

not in use, minimum links not met
unsuitable for bundling
waiting to be aggregated
default port
formed by Auto LAG

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:
1
Group Port-channel Protocol
Ports
------+-------------+-----------+----------------------------------------------1
Po1(SUA)
LACP
Gi1/0/45(P) Gi2/0/21(P) Gi3/0/21(P)

次の例は、port-channel 1 persistent コマンドを実行した後の自動 EtherChannel の概要を示します。
スイッチ# port-channel 1 persistent
スイッチ# show etherchannel summary
Switch# show etherchannel summary
Flags: D - down
P - bundled in port-channel
I - stand-alone s - suspended
H - Hot-standby (LACP only)
R - Layer3
S - Layer2
U - in use
f - failed to allocate aggregator
M - not in use, minimum links not met
u - unsuitable for bundling
w - waiting to be aggregated
d - default port
A - formed by Auto LAG
Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:
1
Group Port-channel Protocol
Ports
------+-------------+-----------+----------------------------------------------1
Po1(SU)
LACP
Gi1/0/45(P) Gi2/0/21(P) Gi3/0/21(P)

関連トピック
グローバルな Auto-LAG の設定, （360 ページ）
Auto-LAG, （345 ページ）
Auto-LAG 設定時の注意事項, （346 ページ）
Auto-LAG で持続性の設定, （362 ページ）
ポート インターフェイスでの Auto-LAG の設定, （361 ページ）

LACP ポート チャネルの最小リンクの設定例
次の例は、LACP ポート チャネル最小リンク数の設定方法を示しています。
スイッチ > enable
スイッチ# configure terminal
スイッチ(config)# interface port-channel 25
スイッチ(config-if)# port-channel min-links 3
スイッチ# show etherchannel 25 summary
スイッチ# end

スタンドアロンスイッチで最小リンク要件が満たされない場合、ポートチャネルにフラグが設定
され SM/SN または RM/RN ステートが割り当てられます。
スイッチ# show etherchannel 25 summary
Flags: D - down P - bundled in port-channel
I - stand-alone s - suspended
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H - Hot-standby (LACP only)
R - Layer3 S - Layer2
U - in use N- not in use, no aggregration
f - failed to allocate aggregator
M - not in use, no aggregation due to minimum links not met
m- not in use, port not aggregated due to minimum links not met
u - unsuitable for bundling
w - waiting to be aggregated
d - default port
Number of channel-groups in use: 125
Number of aggregators: 125
Group
Port-channel
Protocol
Ports
------+-------------+-----------+----------------------------------------------25
Po25(RM)
LACP
Gi1/3/1(D) Gi1/3/2(D) Gi2/2/25(D) Gi2/2/26(W)

関連トピック
LACP ポート チャネルの最小リンク機能の設定, （357 ページ）

例：LACP 高速レート タイマーの設定
次の例は LACP レートの設定方法を示しています。
スイッチ> enable
スイッチ# configure terminal
スイッチ(config)# interface gigabitEthernet 2/1
スイッチ(config-if)# lacp rate fast
スイッチ(config-if)# exit
スイッチ(config)# end
スイッチ# show lacp internal
スイッチ# show lacp counters

次に、showlacpinternal コマンドの出力例を示します。
スイッチ# show lacp internal
Flags: S - Device is requesting Slow LACPDUs
F - Device is requesting Fast LACPDUs
A - Device is in Active mode P - Device is in Passive mode
Channel group 25
LACP port Admin Oper Port Port
Port Flags State Priority Key Key Number State
Te1/49 FA bndl 32768 0x19 0x19 0x32 0x3F
Te1/50 FA bndl 32768 0x19 0x19 0x33 0x3F
Te1/51 FA bndl 32768 0x19 0x19 0x34 0x3F
Te1/52 FA bndl 32768 0x19 0x19 0x35 0x3F

次に、showlacpcounters コマンドの出力例を示します。

スイッチ# show lacp counters
LACPDUs Marker Marker Response LACPDUs
Port Sent Recv Sent Recv Sent Recv Pkts Err
--------------------------------------------------------------------Channel group: 24
Te1/1/27 2 2 0 0 0 0 0
Te2/1/25 2 2 0 0 0 0 0

関連トピック
LACP 高速レート タイマーの設定, （358 ページ）
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EtherChannels の追加リファレンス
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

レイヤ 2 コマンド リファレンス

Catalyst 2960-X Switch Layer 2 Command Reference

エラー メッセージ デコーダ
説明

リンク

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi

標準および RFC
標準/RFC

タイトル

なし

—

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探して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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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

EtherChannels の機能情報
リリース

変更内容

Cisco IOS Release 15.0(2)EXCisco IOS Release 15.2(5)E

この機能が導入されました。

Cisco IOS 15.2(3)E2、Cisco IOS XE 3.7.2E

Auto-LAG 機能が導入されまし
た。
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MAC アドレステーブル移動更新機能の設定
•
• 機能情報の確認, 371 ページ
• MAC アドレス テーブル移動更新に関する情報, 371 ページ
• MAC アドレス テーブル移動更新の設定方法, 373 ページ
• MAC アドレス テーブル移動更新のモニタリング, 376 ページ
• Flex Link の設定例, 377 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表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シスコ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 からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

MAC アドレス テーブル移動更新に関する情報
•
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MAC アドレス テーブル移動更新
MAC アドレス テーブル移動更新機能により、プライマリ（転送）リンクがダウンしてスタンバ
イ リンクがトラフィックの転送を開始したときに、スイッチで高速双方向コンバージェンスが提
供されます。
次の図では、スイッチ A がアクセス スイッチで、スイッチ A のポート 1 および 2 が Flex Link ペ
ア経由でアップリンク スイッチ B および D に接続されます。ポート 1 はトラフィックの転送中
で、ポート 2 はバックアップ ステートです。PC からサーバへのトラフィックはポート 1 からポー
ト 3 に転送されます。PC の MAC アドレスはスイッチ C のポート 3 で学習されています。サーバ
から PC へのトラフィックはポート 3 からポート 1 に転送されます。
図 33：MAC アドレス テーブル移動更新の例

MAC アドレス テーブル移動更新機能が設定されておらず、ポート 1 がダウンした場合は、ポー
ト 2 がトラフィックの転送を開始します。しかし、少しの間、スイッチ C がポート 3 経由でサー
バから PC にトラフィックを転送し続けるため、ポート 1 がダウンしていることにより、PC への
トラフィックが途切れます。スイッチ C がポート 3 で PC の MAC アドレスを削除し、ポート 4 で
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再度学習した場合は、トラフィックはポート 2 経由でサーバから PC へ転送される可能性があり
ます。
スイッチで MAC アドレス テーブル移動更新機能が設定されイネーブル化されていると、ポート
1 がダウンした場合、ポート 2 が PC からサーバへのトラフィックの転送を開始します。スイッチ
は、ポート 2 から MAC アドレス テーブル移動更新パケットを送信します。switch C はこのパケッ
トをポート 4 で受信し、ただちにポート 4 で PC の MAC アドレスを学習します。これにより、再
コンバージェンス時間が短縮されます。
スイッチ、スイッチ A のアクセスを設定して、MAC アドレス テーブル移行更新メッセージを送
信できます。また、アップリンク スイッチ B、C、および D を設定して、MAC アドレス テーブ
ル移動更新メッセージの取得および処理を行うこともできます。スイッチ C が スイッチ A から
MAC アドレス テーブル移動更新メッセージを取得すると、スイッチ C はポート 4 で PC の MAC
アドレスを学習します。switch C は、PC の転送テーブル エントリ転送を含め、MAC アドレス
テーブルをアップデートします。
switch A が、MAC アドレス テーブル移動更新を待機する必要はありません。スイッチ はポート
1 上の障害を検出して、ただちに新しい転送ポートであるポート 2 からのサーバ トラフィックの
転送を開始します。この変更は 100 ミリ秒 (ms) 未満で発生します。PC はスイッチ A に直接接続
され、その接続状態に変更はありません。switch A による、MAC アドレス テーブルで PC エント
リの更新は必要ありません。
関連トピック
MAC アドレス テーブル移動更新メッセージの取得および処理用のswitch設定 , （375 ページ）
MAC アドレス テーブル移動更新の設定, （374 ページ）
MAC アドレス テーブル移動更新の設定：例, （377 ページ）

MAC アドレス テーブル移動更新設定時の注意事項
• アクセス スイッチでこの機能のイネーブル化と設定を行うと、MAC アドレス テーブル移動
更新を送信（send）できます。
• MAC アドレス テーブル移動更新メッセージを取得（get）する場合、この機能をアップリン
ク スイッチでイネーブルにして設定します。

MAC アドレス テーブル移動更新の設定方法
•
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MAC アドレス テーブル移動更新の設定
手順の概要
1. configure terminal
2. interface interface-id
3. 次のいずれかを使用します。
• switchport backupinterface interface-id
• switchport backupinterface interface-idmmu primary vlan vlan-id
4. end
5. mac address-table move update transmit
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

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id
例：
Switch#interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 3

次のいずれかを使用します。
• switchport backupinterface
interface-id
• switchport backupinterface
interface-idmmu primary vlan
vlan-id

例：

インターフェイスを指定し、インターフェイス コンフィギュレー
ション モードを開始します。インターフェイスは物理レイヤ 2 イ
ンターフェイスまたはポート チャネル（論理インターフェイス）
に設定できます。 ポートチャネル範囲は 1 ～ 24 です。

物理レイヤ 2 インターフェイス（またはポート チャネル）を、イ
ンターフェイスを装備した Flex Link ペアの一部として設定しま
す。MAC アドレス テーブル移動更新 VLAN はインターフェイス
で最も低い VLAN ID です。
物理レイヤ 2 インターフェイス（ポート チャネル）を設定し、
MAC アドレス テーブル移動更新の送信に使用される VLAN ID を
インターフェイスで指定します。
1 つのリンクがトラフィックを転送している場合、もう一方のイ
ンターフェイスはスタンバイ モードです。

Switch(config-if)# switchport
backup interface
gigabitethernet0/2 mmu primary
vlan 2
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

end

グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

例：
Switch(config-if)# end

ステップ 5

mac address-table move update
transmit
例：

ステップ 6

プライマリ リンクがダウンし、スタンバイ リンクを介してスイッ
チがトラフィックの転送を開始すると、アクセス スイッチで、
ネットワークの他のスイッチに MAC アドレス テーブル移動更新
を送信できます。

Switch(config)#
mac address-table move update
transmit

MMU パケットが MAC テーブルを更新するように、スイッチ で
コマンド mac address-table move update を入力します。プライマ
リ リンクが復帰すると、MAC テーブルは再収束する必要があり、
このコマンドによって MMU が送信され、動作が確立されます。

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# end

関連トピック
MAC アドレス テーブル移動更新の設定：例, （377 ページ）
MAC アドレス テーブル移動更新, （372 ページ）
MAC アドレス テーブル移動更新の設定：例, （377 ページ）

MAC アドレス テーブル移動更新メッセージの取得および処理用のswitch設定
手順の概要
1. configure terminal
2. mac address-table move update receive
3. 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

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

mac address-table move update receive

スイッチで MAC アドレス テーブル移動更新の
取得と処理を可能にします。

例：
Switch (config)# mac address-table move
update receive

ステップ 3

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch (config)# end

関連トピック
MAC アドレス テーブル移動更新の設定：例, （377 ページ）
MAC アドレス テーブル移動更新, （372 ページ）
MAC アドレス テーブル移動更新の設定：例, （377 ページ）

MAC アドレス テーブル移動更新のモニタリング
コマンド

目的

show mac address-table move update スイッチ上に MAC アドレス テーブル移動移動を表示しま
す。
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Flex Link の設定例
MAC アドレス テーブル移動更新の設定：例
この例では、MAC アドレス テーブル移動更新を送信するためアクセス スイッチを設定した後に
設定を確認する方法を示します。
Switch# show mac address-table move update
Switch-ID : 010b.4630.1780
Dst mac-address : 0180.c200.0010
Vlans/Macs supported : 1023/8320
Default/Current settings: Rcv Off/On, Xmt Off/On
Max packets per min : Rcv 40, Xmt 60
Rcv packet count : 5
Rcv conforming packet count : 5
Rcv invalid packet count : 0
Rcv packet count this min : 0
Rcv threshold exceed count : 0
Rcv last sequence# this min : 0
Rcv last interface : Po2
Rcv last src-mac-address : 000b.462d.c502
Rcv last switch-ID : 0403.fd6a.8700
Xmt packet count : 0
Xmt packet count this min : 0
Xmt threshold exceed count : 0
Xmt pak buf unavail cnt : 0
Xmt last interface : None

関連トピック
MAC アドレス テーブル移動更新の設定, （374 ページ）
MAC アドレス テーブル移動更新メッセージの取得および処理用のswitch設定 , （375 ページ）
MAC アドレス テーブル移動更新メッセージの取得および処理用のswitch設定 , （375 ページ）
MAC アドレス テーブル移動更新の設定, （374 ページ）
MAC アドレス テーブル移動更新, （372 ページ）
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Flex Link の設定例
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単方向リンク検出の設定
• 機能情報の確認, 379 ページ
• UDLD 設定の制約事項, 379 ページ
• UDLD について, 380 ページ
• UDLD の設定方法, 384 ページ
• UDLD のモニタおよびメンテナンス, 386 ページ
• UDLD の追加リファレンス, 387 ページ
• UDLD の機能情報, 388 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表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シスコ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 からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

UDLD 設定の制約事項
次に、単方向リンク検出（UDLD）設定の制約事項を示します。
• UDLD 対応ポートが別のスイッチの UDLD 非対応ポートに接続されている場合、このポート
は単一方向リンクを検出できません。
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• モード（通常またはアグレッシブ）を設定する場合、リンクの両側に同じモードを設定しま
す。

注意

ループ ガードは、ポイントツーポイント リンクでのみサポートされます。リンクの各終端に
は、STP を実行するデバイスを直接接続することを推奨します。

UDLD について
UniDirectional Link Detection（UDLD）は、光ファイバまたはツイストペア イーサネット ケーブル
を通して接続されたデバイスからケーブルの物理設定をモニタリングしたり、単一方向リンクの
存在を検出できるようにするためのレイヤ 2 プロトコルです。このプロトコルが単一方向リンク
を正常に識別してディセーブルにするには、接続されたすべてのデバイスで UDLD プロトコルが
サポートされている必要があります。UDLD は単一方向リンクを検出すると、影響を受けるポー
トをディセーブルにして警報を発信します。単一方向リンクは、スパニングツリートポロジルー
プをはじめ、さまざまな問題を引き起こす可能性があります。

動作モード
UDLD は、2 つの動作モードをサポートしています。通常（デフォルト）とアグレッシブです。
通常モードの UDLD は、光ファイバ接続におけるポートの誤った接続による単一方向リンクを検
出できます。アグレッシブ モードの UDLD は、光ファイバ リンクおよびツイストペア リンク上
の片方向トラフィックと、光ファイバ リンク上のポートの誤った接続による単一方向リンクも検
出できます。
通常およびアグレッシブの両モードの UDLD は、レイヤ 1 のメカニズムを使用して、リンクの物
理ステータスを学習します。レイヤ 1 では、物理的シグナリングおよび障害検出は、自動ネゴシ
エーションによって処理されます。UDLD は、ネイバー ID の検出、誤って接続されたポートの
シャットダウンなど、自動ネゴシエーションでは実行不可能な処理を実行します。自動ネゴシエー
ションと UDLD の両方をイネーブルにすると、レイヤ 1 と 2 の検出機能が連動し、物理的および
論理的な単一方向接続、および他のプロトコルの誤動作を防止します。
ローカル デバイスが送信したトラフィックをネイバーが受信するにもかかわらず、ネイバーから
送信されたトラフィックをローカル デバイスが受信しない場合に、単一方向リンクが発生しま
す。

通常モード
通常モードの UDLD は、光ファイバ ポートの光ファイバが誤って接続されている場合に単一方向
リンクを検出しますが、レイヤ 1 メカニズムは、この誤った接続を検出しません。ポートが正し
く接続されていてもトラフィックが片方向である場合、単一方向リンクを検出するはずのレイヤ
1 メカニズムがこの状況を検出できないため、UDLD は単一方向リンクを検出できません。この
場合、論理リンクは不確定と見なされ、UDLD はポートをディセーブルにしません。
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UDLD が通常モードのときに、ペアの一方の光ファイバが切断されており、自動ネゴシエーショ
ンがアクティブであると、レイヤ 1 メカニズムがリンクの物理的な問題を検出するため、リンク
は稼働状態でなくなります。この場合は、UDLD は何のアクションも行わず、論理リンクは不確
定と見なされます。
関連トピック
UDLD のグローバルなイネーブル化, （384 ページ）
インターフェイスでの UDLD のイネーブル化, （385 ページ）

アグレッシブ モード
アグレッシブ モードでは、UDLD はこれまでの検出方法で単一方向リンクを検出します。アグ
レッシブ モードの UDLD は、2 つのデバイス間の障害発生が許されないポイントツーポイント リ
ンクの単一方向リンクも検出できます。また、次のいずれかの問題が発生している場合に、単一
方向リンクも検出できます。
• 光ファイバ リンクまたはツイストペア リンクで、ポートの 1 つがトラフィックを送受信で
きない。
• 光ファイバ リンクまたはツイストペア リンクで、ポートの 1 つがダウンし、残りのインター
フェイスが稼働している。
• ケーブルのうち 1 本の光ファイバが切断されている。
これらの場合、UDLD は影響を受けたポートをディセーブルにします。
ポイントツーポイント リンクでは、UDLD hello パケットをハートビートと見なすことができ、
ハートビートがあればリンクは正常です。逆に、ハートビートがないということは、双方向リン
クを再確立できない限り、リンクをシャットダウンする必要があることを意味しています。
レイヤ 1 の観点からケーブルの両方の光ファイバが正常な状態であれば、アグレッシブ モードの
UDLD はそれらの光ファイバが正しく接続されているかどうか、およびトラフィックが正しいネ
イバー間で双方向に流れているかどうかを検出します。自動ネゴシエーションはレイヤ 1 で動作
するため、このチェックは自動ネゴシエーションでは実行できません。
関連トピック
UDLD のグローバルなイネーブル化, （384 ページ）
インターフェイスでの UDLD のイネーブル化, （385 ページ）

単一方向の検出方法
UDLD は、2 つの方法で動作します。
• ネイバー データベース メンテナンス
• イベントドリブン検出およびエコー
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関連トピック
UDLD のグローバルなイネーブル化, （384 ページ）
インターフェイスでの UDLD のイネーブル化, （385 ページ）

ネイバー データベース メンテナンス
UDLD は、アクティブな各ポート上で hello パケット（別名アドバタイズまたはプローブ）を定期
的に送信して、他の UDLD 対応ネイバーに関して学習し、各デバイスがネイバーに関する情報を
常に維持できるようにします。
スイッチが hello メッセージを受信すると、エージング タイム（ホールド タイムまたは存続可能
時間）が経過するまで、情報をキャッシュします。古いキャッシュ エントリの期限が切れる前
に、スイッチが新しい helloメッセージを受信すると、スイッチが古いエントリを新しいエントリ
で置き換えます。
UDLD の実行中にポートがディセーブルになったり、ポート上で UDLD がディセーブルになった
り、またはスイッチをリセットした場合、UDLD は設定変更の影響を受けるポートの既存のキャッ
シュ エントリをすべてクリアします。UDLD は、ステータス変更の影響を受けるキャッシュの一
部をフラッシュするようにネイバーに通知するメッセージを 1 つまたは複数送信します。このメッ
セージは、キャッシュを継続的に同期するためのものです。

イベントドリブン検出およびエコー
UDLD は検出動作としてエコーを利用します。UDLD デバイスが新しいネイバーを学習するか、
または同期していないネイバーから再同期要求を受信すると、接続の UDLD デバイス側の検出
ウィンドウを再起動して、エコー メッセージを返送します。この動作はすべての UDLD ネイバー
に対して同様に行われるため、エコー送信側では返信エコーを受信するように待機します。
検出ウィンドウが終了し、有効な応答メッセージが受信されなかった場合、リンクは、UDLD モー
ドに応じてシャットダウンされることがあります。UDLD が通常モードにある場合、リンクは不
確定と見なされ、シャットダウンされない場合があります。UDLD がアグレッシブ モードにある
場合は、リンクは単一方向と見なされ、ポートはディセーブルになります。
関連トピック
UDLD のグローバルなイネーブル化, （384 ページ）
インターフェイスでの UDLD のイネーブル化, （385 ページ）

UDLD リセット オプション
インターフェイスが UDLD でディセーブル化された場合、次のオプションの 1 つを使用して UDLD
をリセットできます。
• udld reset インターフェイス コンフィギュレーション コマンド。
• shutdown インターフェイス コンフィギュレーション コマンドに続いて no shutdown インター
フェイス コンフィギュレーション コマンドを入力すると、ディセーブル化されたポートを
再起動できます。
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• no udld {aggressive | enable} グローバル コンフィギュレーション コマンドの後に udld
{aggressive | enable} グローバル コンフィギュレーション コマンドを実行すると、ディセー
ブル化されたポートが再びイネーブルになります。
• no udld port インターフェイス コンフィギュレーション コマンドの後に udld port [aggressive]
インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを実行すると、ディセーブル化された
光ファイバ ポートが再びイネーブルになります。
• errdisable recovery cause udld グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力すると、
UDLD の errdisable ステートから自動回復するタイマーをイネーブルにできます。さらに、
errdisable recovery interval interval グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力する
と、UDLD の errdisable ステートから回復する時間を指定できます。
関連トピック
UDLD のグローバルなイネーブル化, （384 ページ）
インターフェイスでの UDLD のイネーブル化, （385 ページ）

UDLD のデフォルト設定
表 41：UDLD のデフォルト設定

機能

デフォルト設定

UDLD グローバル イネーブル ステート

グローバルにディセーブル

ポート別の UDLD イネーブル ステート（光ファ すべてのイーサネット光ファイバ ポート上で
イバ メディア用）
ディセーブル
ポート別の UDLD イネーブル ステート（ツイ
ストペア（銅製）メディア用）

すべてのイーサネット 10/100 および
1000BASE-TX ポート上でディセーブル

UDLD アグレッシブ モード

ディセーブル

関連トピック
UDLD のグローバルなイネーブル化, （384 ページ）
インターフェイスでの UDLD のイネーブル化, （385 ページ）
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UDLD の設定方法
UDLD のグローバルなイネーブル化
アグレッシブ モードまたは通常モードで UDLD をイネーブルにし、スイッチ上のすべての光ファ
イバ ポートに設定可能なメッセージ タイマーを設定するには、次の手順に従います。

手順の概要
1. configure terminal
2. udld {aggressive | enable | message time message-timer-interval}
3. 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

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

udld {aggressive | enable |
message time
message-timer-interval}

UDLD モードの動作を指定します。
• aggressive：すべての光ファイバ ポートにおいて、アグレッシブ モー
ドで UDLD をイネーブルにします。

例：
Switch(config)# udld enable
message time 10

• enable：スイッチ上のすべての光ファイバ ポート上で、UDLD を通
常モードでイネーブルにします。UDLD はデフォルトでディセーブ
ルです。
個々のインターフェイスの設定は、udld enable グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドの設定を上書きします。
• message time message-timer-interval：アドバタイズ フェーズに存在
し、双方向と検出されたポートにおける UDLD プローブ メッセー
ジ間の時間間隔を設定します。有効な範囲は 1 ～ 90 秒です。デフォ
ルト値は 15 です。
（注）

このコマンドが作用するのは、光ファイバ ポートだけで
す。他のポート タイプで UDLD をイネーブルにする場合
は、udld インターフェイス コンフィギュレーション コマ
ンドを使用します。

UDLD をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用しま
す。
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ステップ 3

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：
Switch(config)# end

関連トピック
UDLD のモニタおよびメンテナンス
アグレッシブ モード, （381 ページ）
通常モード, （380 ページ）
単一方向の検出方法, （381 ページ）
イベントドリブン検出およびエコー, （382 ページ）
UDLD リセット オプション, （382 ページ）
UDLD のデフォルト設定, （383 ページ）

インターフェイスでの UDLD のイネーブル化
アグレッシブ モードまたは通常モードをイネーブルにする、またはポート上で UDLD をディセー
ブルにするには、次の手順に従います。

手順の概要
1. configure terminal
2. interface interface-id
3. udld port [aggressive]
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

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーション
ガイド
385

UDLD のモニタおよびメンテナンス

ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

interface interface-id

UDLD 用にイネーブルにするポートを指定し、インターフェイ
ス コンフィギュレーション モードを開始します。

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

ステップ 3

udld port [aggressive]

UDLD はデフォルトでディセーブルです。
• udld port：指定されたポート上で、UDLD を通常モードで

例：

イネーブルにします。

Switch(config-if)# udld port
aggressive

• udld port aggressive：（任意）指定されたポートにおいて、
アグレッシブ モードで UDLD をイネーブルにします。
（注）

ステップ 4

特定の光ファイバ ポート上で UDLD をディセーブル
にする場合は、 no udld port インターフェイス コン
フィギュレーション コマンドを使用します。

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config-if)# end

関連トピック
UDLD のモニタおよびメンテナンス
アグレッシブ モード, （381 ページ）
通常モード, （380 ページ）
単一方向の検出方法, （381 ページ）
イベントドリブン検出およびエコー, （382 ページ）
UDLD リセット オプション, （382 ページ）
UDLD のデフォルト設定, （383 ページ）

UDLD のモニタおよびメンテナンス
コマンド

目的

show udld [interface-id | neighbors]

指定されたポートまたはすべてのポートの
UDLD ステータスを表示します。
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UDLD の追加リファレンス
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

レイヤ 2 コマンド リファレンス

Catalyst 2960-X Switch Layer 2
Command Reference

エラー メッセージ デコーダ
説明

リンク

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi

標準および RFC
標準/RFC

タイトル

なし

—

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探して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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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

UDLD の機能情報
リリース

変更内容

Cisco IOS Release 15.0(2)EXCisco IOS Release 15.2(5)E

この機能が導入されました。
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HSRP の設定
この章では、ホット スタンバイ ルータ プロトコル（HSRP）を使用する方法について説明しま
す。これによって、IP トラフィック ルーティングに冗長性を提供し、個々のルータのアベイラビ
リティに依存しないルーティングを実現します。
レイヤ 2 モードの HSRP のバージョンを使用すると、クラスタ コマンド スイッチが故障した場
合、クラスタ管理を引き継ぐ冗長コマンド スイッチを設定することもできます。

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表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シスコ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 からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

HSRP の設定に関する情報
HSRP の概要
HSRP は、デフォルト ゲートウェイ IP アドレスが設定された IEEE 802 LAN 上の IP ホストにファー
スト ホップ冗長性を確保することでネットワークのアベイラビリティを高めるシスコの標準方式
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です。HSRP を使用すると、特定のルータのアベイラビリティに依存せず IP トラフィックをルー
ティングできます。また、一連のルータ インターフェイスを組み合わせることで、1 台の仮想ルー
タ、または LAN 上のホストへのデフォルト ゲートウェイのように機能させることができます。
ネットワークまたはセグメント上に HSRP を設定すると、仮想 MAC（メディア アクセス コント
ロール）アドレス、および設定されたルータ グループ間で共有される IP アドレスを使用できるよ
うになりHSRP が設定された複数のルータは、仮想ルータの MAC アドレスおよび IP ネットワー
ク アドレスを使用できるようになります。仮想ルータは、実際には存在しません。仮想ルータ
は、相互にバックアップ機能を提供するように設定されている複数のルータの共通のターゲット
を表します。1 台のルータがアクティブなルータとして、もう 1 台のルータがスタンバイ ルータ
として選択されます。スタンバイルータは、指定されたアクティブルータが故障した場合に、グ
ループの MAC アドレスおよび IP アドレスを制御するルータです。

（注）

HSRP グループ内のルータには、ルーテッド ポート、スイッチ仮想インターフェイス（SVI）
など、HSRP をサポートする任意のルータ インターフェイスを指定できます。
HSRP は、ネットワーク上のホストからの IP トラフィックに冗長性を提供することで、ネットワー
クのアベイラビリティを高めます。アクティブルータは、ルータインターフェイスのグループ内
でパケットのルーティングを実行するために選択されたルータです。スタンバイ ルータは、アク
ティブ ルータが故障した場合、または事前に設定した条件が満たされた場合に、ルーティング作
業を引き継ぐルータです。
HSRP は、ホストがルータ ディスカバリ プロトコルをサポートしておらず、選択されたルータの
リロードや電源故障時に新しいルータに切り替えることができない場合に有効です。HSRP をネッ
トワーク セグメントに設定すると、HSRP は仮想 MAC アドレスと IP アドレスを 1 つずつ提供し
ます。このアドレスは、HSRP が動作するルータ インターフェイス グループ内のルータ インター
フェイス間で共有できます。プロトコルによってアクティブ ルータとして選択されたルータは、
グループの MAC アドレス宛てのパケットを受信し、ルーティングします。n 台のルータで HSRP
が稼働している場合、n +1 個の IP アドレスおよび MAC アドレスが割り当てられます。
指定されたアクティブ ルータの故障を HSRP が検出すると、選択されているスタンバイ ルータが
ホットスタンバイ グループの MAC アドレスおよび IP アドレスの制御を引き継ぎます。この時点
で新しいスタンバイ ルータも選択されます。HSRP が稼働しているデバイスは、マルチキャスト
UDP ベースの hello パケットを送受信することにより、ルータ障害の検出、アクティブ ルータお
よびスタンバイ ルータの指定を行います。インターフェイスに HSRP が設定されている場合、そ
のインターフェイスではインターネット制御メッセージ プロトコル（ICMP）のリダイレクト メッ
セージが自動的にイネーブルになっています。
レイヤ 3 で動作するスイッチおよびスイッチ スタック間で複数のホット スタンバイ グループを
設定すると、冗長ルータをさらに活用できます。そのためには、インターフェイスに設定するホッ
トスタンバイ コマンド グループごとにグループ番号を指定します。たとえば、スイッチ 1 のイン
ターフェイスをアクティブ ルータ、スイッチ 2 のインターフェイスをスタンバイ ルータとして設
定できます。また、スイッチ 2 の別のインターフェイスをアクティブ ルータ、スイッチ 1 の別の
インターフェイスをスタンバイ ルータとして設定することもできます。
次の図に、HSRP 用に設定されたネットワークのセグメントを示します。各ルータには、仮想ルー
タの MAC アドレスおよび IP ネットワーク アドレスが設定されています。ルータ A の IP アドレ
スをネットワーク上のホストに設定する代わりに、デフォルト ルータとして仮想ルータの IP アド
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レスを設定します。ホスト C からホスト B にパケットが送信される場合、ホスト C は仮想ルータ
の MAC アドレスにパケットを送信します。何らかの理由により、ルータ A がパケットの転送を
停止すると、ルータ B が仮想 IP アドレスおよび仮想 MAC アドレスに応答してアクティブ ルータ
となり、アクティブ ルータの作業を行います。ホスト C は引き続き仮想ルータの IP アドレスを
使用し、ホスト B 宛のパケットをアドレッシングします。ルータ B はそのパケットを受信し、ホ
スト B に送信します。ルータ B は HSRP の機能を使用し、ルータ A が動作を再開するまで、ホス
ト B のセグメント上のユーザと通信する必要があるホスト C のセグメント上のユーザに連続的に
サービスを提供します。また、ホスト A セグメントとホスト B の間で、引き続き通常のパケット
処理機能を実行します。
図 34：HSRP の一般的な構成

レイヤ 3 で動作するスイッチおよびスイッチ スタック間で複数のホット スタンバイ グループを
設定すると、冗長ルータをさらに活用できます。そのためには、インターフェイスに設定するホッ
トスタンバイ コマンド グループごとにグループ番号を指定します。たとえば、スイッチ 1 のイン
ターフェイスをアクティブ ルータ、スイッチ 2 のインターフェイスをスタンバイ ルータとして設
定できます。また、スイッチ 2 の別のインターフェイスをアクティブ ルータ、スイッチ 1 の別の
インターフェイスをスタンバイ ルータとして設定することもできます。

HSRP のバージョン
以降でサポートされているホットスタンバイ ルータ プロトコル（HSRP）のバージョンは次のと
おりです。
スイッチでは、次の HSRP バージョンがサポートされます。
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• HSRPv1：HSRP のバージョン 1（デフォルトのバージョン）。次の機能があります。
◦ HSRP グループ番号は 0 ～ 255 まで使用できます。
◦ HSRPv1 は 224.0.0.2 のマルチキャスト アドレスを使用して hello パケットを送信します
が、これは Cisco Group Management Protocol（CGMP）の脱退処理と競合します。HSRPv1
と CGMP は相互に排他的なため、同時には使用できません。
• HSRPv2：HSRP のバージョン 2。このバージョンには次の機能があります。
◦ HSRPv2 は 224.0.0.102 のマルチキャスト アドレスを使用して hello パケットを送信しま
す。HSRPv2 と CGMP 脱退処理は相互に排他的ではありません。同時に使用できます。
◦ HSRPv2 のパケット形式は、HSRPv1 とは異なります。
HSRPv1 を実行しているスイッチは、ルータの送信元 MAC アドレスが仮想 MAC アドレスのた
め、hello パケットを送信した物理的なルータを特定できません。
HSRPv2 のパケット形式は、HSRPv1 とは異なります。HSRPv2 パケットは、パケットを送信した
物理ルータの MAC アドレスを格納できる 6 バイトの識別子フィールドを持った、Type Length
Value（TLV）形式を使用します。
HSRPv1 を実行しているインターフェイスが HSRPv2 パケットを取得した場合、このタイプ フィー
ルドは無視されます。

MHSRP
スイッチは、Multiple HSRP（MHSRP）をサポートします。MHSRP は HSRP の拡張版で、複数の
HSRP グループ間でのロード シェアリングが可能です。ホスト ネットワークからサーバ ネット
ワークまで、ロードバランシングを実現して複数のスタンバイグループ（およびパス）を使用す
るために、MHSRP を設定できます。
下の図では、半分のクライアントがルータ A に設定されており、もう半分はルータ B に設定され
ています。ルータ A およびルータ B の設定により、合計 2 つの HSRP グループが確立されていま
す。グループ 1 では、ルータ A に最高のプライオリティが割り当てられているので、ルータ A が
デフォルトのアクティブ ルータになり、ルータ B がスタンバイ ルータとなります。グループ 2 で
は、ルータ B に最も高いプライオリティが割り当てられているため、ルータ B がデフォルトのア
クティブ ルータであり、ルータ A がスタンバイ ルータです。通常の運用では、2 つのルータが IP
トラフィック負荷を分散します。いずれかのルータが使用できなくなると、もう一方のルータが
アクティブになり、使用できないルータのパケット転送機能を引き継ぎます。
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（注）

MHSRP では、ルータに障害が発生して正常に戻った場合にプリエンプションによりロード
シェアリングを復元するために、standby preempt インターフェイス コンフィギュレーション
コマンドを HSRP インターフェイスで入力する必要があります。
図 35：MHSRP ロード シェアリング

関連トピック
MHSRP の設定, （402 ページ）

SSO HSRP
SSO HSRP は、冗長なルート プロセッサ（RP）を装備したデバイスがステートフル スイッチオー
バー（SSO）冗長モード用に設定されているときの HSRP の動作を変更します。ある RP がアク
ティブで、もう一方の RP がスタンバイになっているとき、アクティブ RP に障害が発生すると、
SSO は処理を引き継ぐスタンバイ RP をイネーブルにします。
この機能を使用すると、HSRP の SSO 情報がスタンバイ RP に同期されるため、HSRP 仮想 IP ア
ドレスを使用して送信されるトラフィックをスイッチオーバー中も引き続き転送できるほか、デー
タの損失やパスの変更も発生しません。さらに、HSRP アクティブ デバイスの両方の RP に障害
が発生しても、スタンバイ状態の HSRP デバイスが HSRP アクティブ デバイスとして処理を引き
継ぎます。
この機能は、動作の冗長モードが SSO に設定されている場合にデフォルトでイネーブルになって
います。
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HSRP の設定方法
HSRP のデフォルト設定
表 42：HSRP のデフォルト設定

機能

デフォルト設定

HSRP バージョン

Version 1

HSRP グループ

未設定

スタンバイ グループ番号

0

スタンバイ MAC アドレス 0000.0c07.acXX に指定されたシステム。XX は、HSRP グループ番
号
スタンバイプライオリティ 100
スタンバイ遅延

0（遅延なし）

10
スタンバイでのインター
フェイスプライオリティの
追跡
スタンバイ hello 時間

3秒

スタンバイホールドタイム 10 秒

HSRP HSRP 設定時の注意事項
• HSRPv2 および HSRPv1 は相互に排他的です。HSRPv2 は、同じインターフェイス上で HSRPv1
と一緒には動作しません（その逆も同様）。
• 以下の手順では、次に示すレイヤ 3 インターフェイスの 1 つを指定する必要があります。
◦ ルーテッド ポート：インターフェイス コンフィギュレーション モードで no switchport
コマンドを入力して、レイヤ 3 ポートとして設定された物理ポートです。
◦ SVI：グローバル コンフィギュレーション モードで interface vlan vlan_id によって作成
された VLAN インターフェイス。デフォルトではレイヤ 3 インターフェイスです。
◦ レイヤ 3 モードの Etherchannel ポート チャネル：グローバル コンフィギュレーション
モードで interface port-channel port-channel-number を使用し、イーサネット インター
フェイスをチャネル グループにバインドして作成されたポートチャネル論理インター
フェイスです。
• すべてのレイヤ 3 インターフェイスに IP アドレスを割り当てる必要があります。
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• インターフェイスの HSRP バージョンを変更する場合、HSRP グループは新しい MAC アド
レスを持つことになるため、リセットされます。

HSRP のイネーブル化
インターフェイス コンフィギュレーション コマンド standby ip は、設定されているインターフェ
イスで HSRP をアクティブ化します。IP アドレスを指定した場合は、IP アドレスがホットスタン
バイ グループの指定アドレスとして使用されます。IP アドレスを指定しなかった場合は、スタン
バイ機能によってアドレスが学習されます。指定アドレスを使用し、LAN 上に少なくとも 1 つの
レイヤ 3 ポートを設定する必要があります。IP アドレスを設定すると、常に、現在使用されてい
る別の指定アドレスが、設定した IP アドレスに変更されます。
standby ip コマンドがインターフェイス上でイネーブルに設定され、プロキシ ARP がイネーブル
の場合、インターフェイスのホットスタンバイ ステートがアクティブになると、プロキシ ARP 要
求に対する応答は、ホットスタンバイ グループの MAC アドレスを使用して実行されます。イン
ターフェイスが別のステートの場合、プロキシ ARP の応答は抑制されます。

手順の概要
1. configure terminal
2. interface interface-id
3. standby version {1| 2}
4. standby[group-number] ip [ip-address [secondary]]
5. end
6. show standby[interface-id[group]]
7. copyrunning-configstartup-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

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch(config)# configure
terminal

ステップ 2

interface interface-id

インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始し、HSRP
をイネーブルにするレイヤ 3 インターフェイスを入力します。

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 3

standby version {1| 2}

（任意）インターフェイスに HSRP バージョンを設定します。
• 1：HSRPv1 を選択します。

例：
Switch(config-if)# standby
version 1

• 2：HSRPv2 を選択します。
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コマンドまたはアクション

目的
このコマンドを入力しない場合、またはキーワードを指定しない場
合、インターフェイスはデフォルトのHSRPバージョンであるHSRPv1
を実行します。

ステップ 4

standby[group-number] ip
[ip-address [secondary]]
例：
Switch(config-if)# standby 1
ip

HSRP グループの番号および仮想 IP アドレスを使用して、HSRP グ
ループを作成（またはイネーブルに）します。
• （任意）group-number：HSRP をイネーブルにするインターフェ
イスのグループ番号を指定します。指定できる範囲は 0 ～ 255
です。デフォルトは 0 です。HSRP グループが 1 つしかない場
合は、グループ番号を入力する必要はありません。
• （1 つのインターフェイスで必須、それ以外は任意）ip-address：
ホットスタンバイ ルータ インターフェイスの仮想 IP アドレス
を指定します。少なくとも 1 つのインターフェイスに対して仮
想 IP アドレスを入力する必要があります。他のインターフェイ
スは、その仮想 IP アドレスを学習します。
• （任意）secondary：IP アドレスがセカンダリ ホットスタンバ
イ ルータ インターフェイスであることを指定します。ルータが
セカンダリ ルータとスタンバイ ルータのいずれにも指定され
ず、かつプライオリティも設定されていない場合は、プライマ
リ IP アドレスが比較され、IP アドレスが大きいルータがアク
ティブ ルータ、IP アドレスが 2 番めに大きいルータがスタンバ
イ ルータになります。

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります

例：
Switch(config-if)# end

ステップ 6

show standby[interface-id[group]] スタンバイ グループの設定を確認します。
例：
Switch # show standby

ステップ 7

copyrunning-configstartup-config （任意）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：
Switch# copy running-config
startup-config
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関連トピック
HSRP のイネーブル化：例, （413 ページ）

HSRP のプライオリティの設定
standby priority, standby preempt、および standby track インターフェイス コンフィギュレーショ
ン コマンドはいずれも、アクティブ ルータとスタンバイ ルータを検索するための特性、および
新しいアクティブ ルータが処理を引き継いだ場合の動作を設定するために使用できます。
HSRP プライオリティを設定する場合の注意事項は、次のとおりです。
• プライオリティを割り当てておくと、アクティブ ルータおよびスタンバイ ルータを選択で
きます。プリエンプションがイネーブルの場合は、プライオリティが最高のルータがアク
ティブ ルータになります。プライオリティが等しい場合は、現在アクティブなルータに変更
はありません。
• 最大の値（1 ～ 255）が、最高のプライオリティ（アクティブ ルータになる確率が最も高い）
を表します。
• プライオリティ、プリエンプト、またはその両方を設定するときは、少なくとも 1 つのキー
ワード（priority、preempt、または両方）を指定する必要があります。
• インターフェイスが standby track コマンドによって設定されている場合、ルータ上の別のイ
ンターフェイスがダウンすると、デバイスのプライオリティが動的に変更されることもあり
ます。
• standby track インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを実行すると、ルータの
ホットスタンバイ プライオリティとインターフェイスのアベイラビリティが関連付けられま
す。この機能は、HSRP 用に設定されていないインターフェイスを追跡する場合に有効です。
追跡対象のインターフェイスが故障すると、トラッキングが設定されているデバイスのホッ
トスタンバイ プライオリティが 10 減少します。追跡対象でないインターフェイスの場合は、
そのステートが変わっても、設定済みデバイスのホットスタンバイ プライオリティは変わり
ません。ホットスタンバイ用に設定されたインターフェイスごとに、追跡するインターフェ
イスのリストを個別に設定できます。
• standby track interface-priority インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを実行す
ると、追跡対象のインターフェイスがダウンした場合のホットスタンバイ プライオリティの
減少幅を指定できます。インターフェイスが稼働状態に戻ると、プライオリティは同じ分だ
け増加します。
• interface-priority 値が設定されている場合に、複数の追跡対象インターフェイスがダウンする
と、設定済みプライオリティの減少幅が累積されます。プライオリティ値が設定されていな
い追跡対象インターフェイスが故障した場合、デフォルトの減少幅は 10 です。この値は累
積されません。
• インターフェイスに対してルーティングを最初にイネーブルにした時点で、完全なルーティ
ング テーブルは存在しません。このインターフェイスがプリエンプトに設定されている場合
はアクティブ ルータになりますが、十分なルーティング処理はできません。この問題を解決
するには、ルータがルーティング テーブルを更新できるように遅延時間を設定します。
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インターフェイスに HSRP プライオリティ特性を設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を
実行します。

手順の概要
1. configure terminal
2. interface interface-id
3. standby [group-number] prioritypriority
4. standby [group-number] preempt [delay [minimumseconds] [reloadseconds] [syncseconds]]
5. standby [group-number] track type number[interface-priority]
6. end
7. show running-config
8. 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

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch # configure terminal

ステップ 2

interface interface-id

インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始し、プライオ
リティを設定する HSRP インターフェイスを入力します。

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 3

standby [group-number]
prioritypriority
例：
Switch(config-if)# standby 120
priority 50

アクティブ ルータを選択するときに使用される priority 値を設定しま
す。指定できる範囲は 1 ～ 255 です。デフォルト プライオリティは 100
です。最大の値が、最高のプライオリティを表します。
• （任意）group-number：コマンドが適用されるグループ番号です。
デフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

ステップ 4

standby [group-number] preempt ルータを preempt に設定し、ローカル ルータのプライオリティがアク
[delay [minimumseconds]
ティブ ルータよりも高い場合は、アクティブ ルータとなります。
[reloadseconds] [syncseconds]]
• （任意）group-number：コマンドが適用されるグループ番号です。
例：
Switch(config-if)# standby 1
preempt delay 300

• （任意）delay minimum：ローカル ルータがアクティブ ルータの
役割を引き継ぐまでの時間を、指定された秒数だけ延期します。
指定できる範囲は 0 ～ 3600 秒（1 時間）で、デフォルトは 0 です
（引き継ぐ前の遅延はありません）。
• （任意）delay reload：ローカル ルータがリロードの後アクティブ
ルータの役割を引き継ぐまでの時間を、指定された秒数だけ延期
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コマンドまたはアクション

目的
します。指定できる範囲は 0 ～ 3600（1 時間）で、デフォルトは
0 です（リロードの後、引き継ぐ前の遅延はありません）。
• （任意）delay sync：IP 冗長性クライアントが応答できるように
（ok または wait 応答）、ローカル ルータがアクティブ ルータの
役割を引き継ぐまでの時間を、指定された秒数だけ延期します。
指定できる範囲は 0 ～ 3600 秒（1 時間）で、デフォルトは 0 です
（引き継ぐ前の遅延はありません）。
デフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

ステップ 5

standby [group-number] track
type number[interface-priority]
例：
Switch(config-if)# standby
track interface
gigabitethernet1/1/1

他のインターフェイスを追跡するようにインターフェイスを設定しま
す。この設定により、他のインターフェイスの 1 つがダウンした場合
は、そのデバイスのホットスタンバイ プライオリティが減少します。
• （任意）group-number：コマンドが適用されるグループ番号です。
• type：追跡対象のインターフェイス タイプを（インターフェイス
番号とともに）入力します。
• number：追跡対象のインターフェイス番号を（インターフェイス
タイプとともに）入力します。
• （任意）interface-priority：インターフェイスがダウンした場合、
または稼働状態に戻った場合に、ルータのホットスタンバイ プラ
イオリティを減少または増加させる幅を入力します。デフォルト
値は 10 です。

ステップ 6

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config-if)# end

ステップ 7

show running-config

スタンバイ グループの設定を確認します。

ステップ 8

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

関連トピック
HSRP のプライオリティの設定：例, （414 ページ）
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MHSRP の設定
MHSRP およびロード バランシングをイネーブルにするには、MHSRP の項の MHSRP ロード シェ
アリングの図に示したように、グループのアクティブ ルータとして 2 つのルータを設定し、スタ
ンバイ ルータとして仮想ルータを設定します。ルータに障害が発生して正常に戻った場合、プリ
エンプションを発生させてロード バランシングを復元するために、standby preempt インターフェ
イス コンフィギュレーション コマンドをそれぞれの HSRP インターフェイスで入力する必要があ
ります。
ルータ A はグループ 1 のアクティブ ルータとして、ルータ B はグループ 2 のアクティブ ルータ
として設定されています。ルータ A の HSRP インターフェイスの IP アドレスは 10.0.0.1、グルー
プ 1 のスタンバイ プライオリティは 110（デフォルトは 100）です。ルータ B の HSRP インター
フェイスの IP アドレスは 10.0.0.2、グループ 2 のスタンバイ プライオリティは 110 です。
グループ 1 は仮想 IP アドレス 10.0.0.3 を使用し、グループ 2 は仮想 IP アドレス 10.0.0.4 を使用し
ます。
関連トピック
MHSRP, （394 ページ）
ルータ A の設定

手順の概要
1. configure terminal
2. interface type number
3. no switchport
4. ip address ip-address mask
5. standby[group-number]ip[ip-address[secondary]]
6. standby [group-number] priority priority
7. standby [group-number] preempt [delay [minimum seconds] [reload seconds] [sync seconds]]
8. standby[group-number]ip[ip-address[secondary]]
9. standby [group-number] preempt [delay [minimum seconds] [reload seconds] [sync seconds]]
10. end
11. show running-config
12. 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

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch # configure terminal
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ステッ
プ2

コマンドまたはアクション

目的

interface type number

インターフェイス タイプを設定し、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：
Switch (config)# interface
gigabitethernet1/0/1

ステッ
プ3

レイヤ 2 モードになっているインターフェイスを、レイヤ 3
設定用にレイヤ 3 モードに切り替えます。

no switchport
例：
Switch (config)# no switchport

ステッ
プ4

ip address ip-address mask

インターフェイスの IP アドレスを指定します。

例：
Switch (config-if)# 10.0.0.1 255.255.255.0

ステッ
プ5

standby[group-number]ip[ip-address[secondary]] HSRP グループの番号および仮想 IP アドレスを使用して、
HSRP グループを作成します。
例：
Switch (config-if)# standby 1 ip 10.0.0.3

• （任意）group-number：HSRP をイネーブルにするイン
ターフェイスのグループ番号を指定します。指定できる
範囲は 0 ～ 255 です。デフォルトは 0 です。HSRP グ
ループが 1 つしかない場合は、グループ番号を入力する
必要はありません。
• （1 つのインターフェイスで必須、それ以外は任意）
ip-address：ホットスタンバイ ルータ インターフェイス
の仮想 IP アドレスを指定します。少なくとも 1 つのイ
ンターフェイスに対して仮想 IP アドレスを入力する必
要があります。他のインターフェイスは、その仮想 IP
アドレスを学習します。
• （任意）secondary：IP アドレスがセカンダリ ホットス
タンバイ ルータ インターフェイスであることを指定し
ます。ルータがセカンダリ ルータとスタンバイ ルータ
のいずれにも指定されず、かつプライオリティも設定さ
れていない場合は、プライマリ IP アドレスが比較され、
IP アドレスが大きいルータがアクティブ ルータ、IP ア
ドレスが 2 番めに大きいルータがスタンバイ ルータに
なります。

ステッ
プ6

standby [group-number] priority priority
例：
Switch(config-if)# standby 1 priority 110

アクティブ ルータを選択するときに使用される priority 値を
設定します。指定できる範囲は 1 ～ 255 です。デフォルト プ
ライオリティは 100 です。最大の値が、最高のプライオリ
ティを表します。
• （任意）group-number：コマンドが適用されるグループ
番号です。
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デフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用し
ます。

ステッ
プ7

standby [group-number] preempt [delay
[minimum seconds] [reload seconds] [sync
seconds]]
例：
Switch(config-if)# standby 1 preempt delay
300

ルータを preempt に設定し、ローカル ルータのプライオリ
ティがアクティブ ルータよりも高い場合は、アクティブ ルー
タとなります。
• （任意）group-number：コマンドが適用されるグループ
番号です。
• （任意）delay minimum：ローカル ルータがアクティブ
ルータの役割を引き継ぐまでの時間を、指定された秒数
だけ延期します。指定できる範囲は 0 ～ 3600 秒（1 時
間）で、デフォルトは 0 です（引き継ぐ前の遅延はあり
ません）。
• （任意）delay reload：ローカル ルータがリロードの後
アクティブ ルータの役割を引き継ぐまでの時間を、指
定された秒数だけ延期します。指定できる範囲は 0 ～
3600（1 時間）で、デフォルトは 0 です（リロードの
後、引き継ぐ前の遅延はありません）。
• （任意）delay sync：IP 冗長性クライアントが応答でき
るように（ok または wait 応答）、ローカル ルータがア
クティブ ルータの役割を引き継ぐまでの時間を、指定
された秒数だけ延期します。指定できる範囲は 0 ～ 3600
秒（1 時間）で、デフォルトは 0 です（引き継ぐ前の遅
延はありません）。
デフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用し
ます。

ステッ
プ8

standby[group-number]ip[ip-address[secondary]] HSRP グループの番号および仮想 IP アドレスを使用して、
HSRP グループを作成します。
例：
Switch (config-if)# standby 2 ip 10.0.0.4

• （任意）group-number：HSRP をイネーブルにするイン
ターフェイスのグループ番号を指定します。指定できる
範囲は 0 ～ 255 です。デフォルトは 0 です。HSRP グ
ループが 1 つしかない場合は、グループ番号を入力する
必要はありません。
• （1 つのインターフェイスで必須、それ以外は任意）
ip-address：ホットスタンバイ ルータ インターフェイス
の仮想 IP アドレスを指定します。少なくとも 1 つのイ
ンターフェイスに対して仮想 IP アドレスを入力する必
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要があります。他のインターフェイスは、その仮想 IP
アドレスを学習します。
• （任意）secondary：IP アドレスがセカンダリ ホットス
タンバイ ルータ インターフェイスであることを指定し
ます。ルータがセカンダリ ルータとスタンバイ ルータ
のいずれにも指定されず、かつプライオリティも設定さ
れていない場合は、プライマリ IP アドレスが比較され、
IP アドレスが大きいルータがアクティブ ルータ、IP ア
ドレスが 2 番めに大きいルータがスタンバイ ルータに
なります。

ステッ
プ9

standby [group-number] preempt [delay
[minimum seconds] [reload seconds] [sync
seconds]]

ルータを preempt に設定し、ローカル ルータのプライオリ
ティがアクティブ ルータよりも高い場合は、アクティブ ルー
タとなります。
• （任意）group-number：コマンドが適用されるグループ

例：
Switch(config-if)# standby 2 preempt delay
300

番号です。
• （任意）delay minimum：ローカル ルータがアクティブ
ルータの役割を引き継ぐまでの時間を、指定された秒数
だけ延期します。指定できる範囲は 0 ～ 3600 秒（1 時
間）で、デフォルトは 0 です（引き継ぐ前の遅延はあり
ません）。
• （任意）delay reload：ローカル ルータがリロードの後
アクティブ ルータの役割を引き継ぐまでの時間を、指
定された秒数だけ延期します。指定できる範囲は 0 ～
3600（1 時間）で、デフォルトは 0 です（リロードの
後、引き継ぐ前の遅延はありません）。
• （任意）delay sync：IP 冗長性クライアントが応答でき
るように（ok または wait 応答）、ローカル ルータがア
クティブ ルータの役割を引き継ぐまでの時間を、指定
された秒数だけ延期します。指定できる範囲は 0 ～ 3600
秒（1 時間）で、デフォルトは 0 です（引き継ぐ前の遅
延はありません）。
デフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用し
ます。

ステッ
プ 10

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config-if)# end
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ステッ
プ 11

show running-config

スタンバイ グループの設定を確認します。

ステッ
プ 12

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存しま
す。

関連トピック
MHSRP の設定：例, （414 ページ）
ルータ B の設定

手順の概要
1. configure terminal
2. interface type number
3. no switchport
4. ip address ip-address mask
5. standby[group-number]ip[ip-address[secondary]]
6. standby [group-number] priority priority
7. standby [group-number] preempt [delay [minimum seconds] [reload seconds] [sync seconds]]
8. standby[group-number]ip[ip-address[secondary]]
9. standby [group-number] preempt [delay [minimum seconds] [reload seconds] [sync seconds]]
10. end
11. show running-config
12. 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

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch # configure terminal

ステッ
プ2

interface type number

インターフェイス タイプを設定し、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：
Switch (config)# interface
gigabitethernet1/0/1

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
406

HSRP の設定

ステッ
プ3

コマンドまたはアクション

目的

no switchport

レイヤ 2 モードになっているインターフェイスを、レイヤ 3
設定用にレイヤ 3 モードに切り替えます。

例：
Switch (config)# no switchport

ステッ
プ4

ip address ip-address mask

インターフェイスの IP アドレスを指定します。

例：
Switch (config-if)# 10.0.0.2 255.255.255.0

ステッ
プ5

standby[group-number]ip[ip-address[secondary]] HSRP グループの番号および仮想 IP アドレスを使用して、
HSRP グループを作成します。
例：
Switch (config-if)# standby 1 ip 10.0.0.3

• （任意）group-number：HSRP をイネーブルにするイン
ターフェイスのグループ番号を指定します。指定できる
範囲は 0 ～ 255 です。デフォルトは 0 です。HSRP グ
ループが 1 つしかない場合は、グループ番号を入力する
必要はありません。
• （1 つのインターフェイスで必須、それ以外は任意）
ip-address：ホットスタンバイ ルータ インターフェイス
の仮想 IP アドレスを指定します。少なくとも 1 つのイ
ンターフェイスに対して仮想 IP アドレスを入力する必
要があります。他のインターフェイスは、その仮想 IP
アドレスを学習します。
• （任意）secondary：IP アドレスがセカンダリ ホットス
タンバイ ルータ インターフェイスであることを指定し
ます。ルータがセカンダリ ルータとスタンバイ ルータ
のいずれにも指定されず、かつプライオリティも設定さ
れていない場合は、プライマリ IP アドレスが比較され、
IP アドレスが大きいルータがアクティブ ルータ、IP ア
ドレスが 2 番めに大きいルータがスタンバイ ルータに
なります。

ステッ
プ6

standby [group-number] priority priority
例：
Switch(config-if)# standby 1 priority 110

アクティブ ルータを選択するときに使用される priority 値を
設定します。指定できる範囲は 1 ～ 255 です。デフォルト プ
ライオリティは 100 です。最大の値が、最高のプライオリ
ティを表します。
• （任意）group-number：コマンドが適用されるグループ
番号です。
デフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用し
ます。

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーション
ガイド
407

HSRP の設定

ステッ
プ7

コマンドまたはアクション

目的

standby [group-number] preempt [delay
[minimum seconds] [reload seconds] [sync
seconds]]

ルータを preempt に設定し、ローカル ルータのプライオリ
ティがアクティブ ルータよりも高い場合は、アクティブ ルー
タとなります。

例：
Switch(config-if)# standby 1 preempt delay
300

• （任意）group-number：コマンドが適用されるグループ
番号です。
• （任意）delay minimum：ローカル ルータがアクティブ
ルータの役割を引き継ぐまでの時間を、指定された秒数
だけ延期します。指定できる範囲は 0 ～ 3600 秒（1 時
間）で、デフォルトは 0 です（引き継ぐ前の遅延はあり
ません）。
• （任意）delay reload：ローカル ルータがリロードの後
アクティブ ルータの役割を引き継ぐまでの時間を、指
定された秒数だけ延期します。指定できる範囲は 0 ～
3600（1 時間）で、デフォルトは 0 です（リロードの
後、引き継ぐ前の遅延はありません）。
• （任意）delay sync：IP 冗長性クライアントが応答でき
るように（ok または wait 応答）、ローカル ルータがア
クティブ ルータの役割を引き継ぐまでの時間を、指定
された秒数だけ延期します。指定できる範囲は 0 ～ 3600
秒（1 時間）で、デフォルトは 0 です（引き継ぐ前の遅
延はありません）。
デフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用し
ます。

ステッ
プ8

standby[group-number]ip[ip-address[secondary]] HSRP グループの番号および仮想 IP アドレスを使用して、
HSRP グループを作成します。
例：
Switch (config-if)# standby 2 ip 10.0.0.4

• （任意）group-number：HSRP をイネーブルにするイン
ターフェイスのグループ番号を指定します。指定できる
範囲は 0 ～ 255 です。デフォルトは 0 です。HSRP グ
ループが 1 つしかない場合は、グループ番号を入力する
必要はありません。
• （1 つのインターフェイスで必須、それ以外は任意）
ip-address：ホットスタンバイ ルータ インターフェイス
の仮想 IP アドレスを指定します。少なくとも 1 つのイ
ンターフェイスに対して仮想 IP アドレスを入力する必
要があります。他のインターフェイスは、その仮想 IP
アドレスを学習します。
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コマンドまたはアクション

目的
• （任意）secondary：IP アドレスがセカンダリ ホットス
タンバイ ルータ インターフェイスであることを指定し
ます。ルータがセカンダリ ルータとスタンバイ ルータ
のいずれにも指定されず、かつプライオリティも設定さ
れていない場合は、プライマリ IP アドレスが比較され、
IP アドレスが大きいルータがアクティブ ルータ、IP ア
ドレスが 2 番めに大きいルータがスタンバイ ルータに
なります。

ステッ
プ9

standby [group-number] preempt [delay
[minimum seconds] [reload seconds] [sync
seconds]]

ルータを preempt に設定し、ローカル ルータのプライオリ
ティがアクティブ ルータよりも高い場合は、アクティブ ルー
タとなります。
• （任意）group-number：コマンドが適用されるグループ

例：
Switch(config-if)# standby 2 preempt delay
300

番号です。
• （任意）delay minimum：ローカル ルータがアクティブ
ルータの役割を引き継ぐまでの時間を、指定された秒数
だけ延期します。指定できる範囲は 0 ～ 3600 秒（1 時
間）で、デフォルトは 0 です（引き継ぐ前の遅延はあり
ません）。
• （任意）delay reload：ローカル ルータがリロードの後
アクティブ ルータの役割を引き継ぐまでの時間を、指
定された秒数だけ延期します。指定できる範囲は 0 ～
3600（1 時間）で、デフォルトは 0 です（リロードの
後、引き継ぐ前の遅延はありません）。
• （任意）delay sync：IP 冗長性クライアントが応答でき
るように（ok または wait 応答）、ローカル ルータがア
クティブ ルータの役割を引き継ぐまでの時間を、指定
された秒数だけ延期します。指定できる範囲は 0 ～ 3600
秒（1 時間）で、デフォルトは 0 です（引き継ぐ前の遅
延はありません）。
デフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用し
ます。

ステッ
プ 10

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config-if)# end

ステッ
プ 11

show running-config

スタンバイ グループの設定を確認します。
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ステッ
プ 12

コマンドまたはアクション

目的

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存しま
す。

関連トピック
MHSRP の設定：例, （414 ページ）

HSRP 認証およびタイマーの設定
HSRP 認証ストリングを設定したり、hello タイム インターバルやホールドタイムを変更すること
もできます。
これらの属性を設定する場合の注意事項は次のとおりです。
• 認証ストリングはすべての HSRP メッセージで暗号化されずに送信されます。相互運用でき
るように、接続されたすべてのルータおよびアクセス サーバに同じ認証ストリングを設定す
る必要があります。認証ストリングが一致しないと、HSRP によって設定された他のルータ
から、指定されたホットスタンバイ IP アドレスおよびタイマー値を学習できません。
• スタンバイ タイマー値が設定されていないルータまたはアクセス サーバは、アクティブ ルー
タまたはスタンバイ ルータからタイマー値を学習できます。アクティブ ルータに設定され
たタイマーは、常に他のタイマー設定よりも優先されます。
• ホットスタンバイ グループのすべてのルータで、同じタイマー値を使用する必要がありま
す。通常、holdtime は hellotime の 3 倍以上です。
インターフェイスに HSRP の認証とタイマーを設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実
行します。

手順の概要
1. configure terminal
2. interface interface-id
3. standby [group-number] authentication string
4. standby [group-number] timershellotime holdtime
5. end
6. show running-config
7. 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

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch # configure terminal

ステップ 2

interface interface-id

インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始し、プ
ライオリティを設定する HSRP インターフェイスを入力します。

例：
Switch(config) # interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 3

standby [group-number]
authentication string
例：

（任意）authentication string：すべての HSRP メッセージで伝達
されるストリングを入力します。認証ストリングには 8 文字まで
を指定できます。デフォルトのストリングは cisco です。
（任意）group-number：コマンドが適用されるグループ番号です。

Switch(config-if) # standby 1
authentication word

ステップ 4

standby [group-number]
timershellotime holdtime

（任意）hello パケット間隔、およびアクティブ ルータのダウン
を他のルータが宣言するまでの時間を設定します。

例：

• group-number：コマンドが適用されるグループ番号です。

Switch(config-if) # standby 1
timers 5 15

• （任意）hellotime：ローカル ルータがアクティブ ルータの
役割を引き継ぐまでの時間を、指定された秒数だけ延期しま
す。指定できる範囲は 0 ～ 3600 秒（1 時間）で、デフォル
トは 0 です（引き継ぐ前の遅延はありません）。
• holdtime：ローカル ルータがリロードの後アクティブ ルータ
の役割を引き継ぐまでの時間を、指定された秒数だけ延期し
ます。指定できる範囲は 0 ～ 3600（1 時間）で、デフォルト
は 0 です（リロードの後、引き継ぐ前の遅延はありませ
ん）。

ステップ 5

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config-if) # end

ステップ 6

show running-config

ステップ 7

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

スタンバイ グループの設定を確認します。
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関連トピック
HSRP 認証およびタイマーの設定：例, （415 ページ）

ICMP リダイレクト メッセージの HSRP サポートのイネーブル化
HSRP が設定されたインターフェイスでは、ICMP リダイレクト メッセージが自動的にイネーブル
になります。ICMP は、エラーをレポートするためのメッセージ パケットや IP 処理に関連する他
の情報を提供する、ネットワーク層インターネット プロトコルです。ICMP には、ホストヘのエ
ラー パケットの方向付けや送信などの診断機能があります。この機能は、HSRP を介した発信
ICMP リダイレクト メッセージをフィルタリングします。HSRP では、ネクスト ホップ IP アドレ
スが HSRP 仮想 IP アドレスに変更される可能性があります。詳細については、『Cisco IOS IP
Configuration Guide, Release 12.4』を参照してください。

HSRP グループおよびクラスタリングの設定
デバイスが HSRP スタンバイ ルーティングに参加し、クラスタリングがイネーブルの場合は、同
じスタンバイ グループを使用して、コマンド スイッチの冗長性および HSRP の冗長性を確保でき
ます。同じ HSRP スタンバイ グループをイネーブルにし、コマンド スイッチおよびルーティング
の冗長性を確保するには、cluster standby-group HSRP-group-name [routing-redundancy] グローバ
ル コンフィギュレーション コマンドを使用します。routing-redundancy キーワードを指定せずに
同じ HSRP スタンバイ グループ名でクラスタを作成すると、そのグループに対する HSRP スタン
バイ ルーティングはディセーブルになります。
関連トピック
HSRP グループおよびクラスタリングの設定：例, （415 ページ）

HSRP のトラブルシューティング
次の表で説明されている状況のいずれかが発生した場合、以下のメッセージが表示されます。
%FHRP group not consistent with already configured groups on the switch stack - virtual MAC
reservation failed

表 43：HSRP のトラブルシューティング

状況

アクション

32 個を超える HSRP グループ インスタンスを
設定する。

最大 32 個のグループ インスタンスに設定され
るように HSRP グループを削除します。
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HSRP の確認
HSRP コンフィギュレーションの確認
HSRP 設定を表示するには、次の特権 EXEC モードで次のコマンドを使用します。
show standby [interface-id[group]][brief][detail]
スイッチ全体、特定のインターフェイス、HSRP グループ、またはインターフェイスの HSRP グ
ループに関する HSRP 情報を表示できます。HSRP 情報の概要または詳細のいずれを表示するか
を指定することもできます。デフォルト表示は detail です。多数の HSRP グループがある場合に、
修飾子を指定しないで show standby コマンドを使用すると、正確に表示されないことがありま
す。
Switch #show standby
VLAN1 - Group 1
Local state is Standby, priority 105, may preempt
Hellotime 3 holdtime 10
Next hello sent in 00:00:02.182
Hot standby IP address is 172.20.128.3 configured
Active router is 172.20.128.1 expires in 00:00:09
Standby router is local
Standby virtual mac address is 0000.0c07.ac01
Name is bbb
VLAN1 - Group 100
Local state is Standby, priority 105, may preempt
Hellotime 3 holdtime 10
Next hello sent in 00:00:02.262
Hot standby IP address is 172.20.138.51 configured
Active router is 172.20.128.1 expires in 00:00:09
Active router is local
Standby router is unknown expired
Standby virtual mac address is 0000.0c07.ac64
Name is test

HSRP の設定例
HSRP のイネーブル化：例
次に、インターフェイスのグループ 1 で HSRP をアクティブにする例を示します。ホットスタン
バイ グループで使用される IP アドレスは、HSRP を使用して学習されます。

（注）

これは、HSRP をイネーブルにするために必要な最小限の手順です。その他の設定は任意で
す。
Switch # configure terminal
Switch(config) # interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# no switchport
Switch(config-if)# standby 1 ip
Switch(config-if)# end
Switch # show standby

関連トピック
HSRP のイネーブル化, （397 ページ）
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HSRP のプライオリティの設定：例
次に、ポートをアクティブにして、IP アドレスおよびプライオリティ 120（デフォルト値よりも
高いプライオリティ）を設定して、アクティブ ルータになるまで 300 秒（5 分間）待機する例を
示します。
Switch # configure terminal
Switch(config) # interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# no switchport
Switch(config-if)# standby ip 172.20.128.3
Switch(config-if)# standby priority 120 preempt delay 300
Switch(config-if)# end
Switch # show standby

関連トピック
HSRP のプライオリティの設定, （399 ページ）

MHSRP の設定：例
次に、MHSRP ロード シェアリングの図で示した MHSRP 設定をイネーブルにする例を示します。
ルータ A の設定
Switch # configure terminal
Switch(config) # interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# no switchport
Switch(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
Switch(config-if)# standby ip 10.0.0.3
Switch(config-if)# standby 1 priority 110
Switch(config-if)# standby 1 preempt
Switch(config-if)# standby 2 ip 10.0.0.4
Switch(config-if)# standby 2 preempt
Switch(config-if)# end

ルータ B の設定
Switch # configure terminal
Switch(config) # interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# no switchport
Switch(config-if)# ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
Switch(config-if)# standby ip 10.0.0.3
Switch(config-if)# standby 1 preempt
Switch(config-if)# standby 2 ip 10.0.0.4
Switch(config-if)# standby 1 priority 110
Switch(config-if)# standby 2 preempt
Switch(config-if)# end

関連トピック
ルータ A の設定, （402 ページ）
ルータ B の設定, （406 ページ）
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HSRP 認証およびタイマーの設定：例
次に、グループ 1 のホットスタンバイ ルータを相互運用させるために必要な認証ストリングとし
て、word を設定する例を示します。
Switch # configure terminal
Switch(config) # interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# no switchport
Switch(config-if)# standby 1 authentication word
Switch(config-if)# end

次に、hello パケット間隔が 5 秒、ルータがダウンしたと見なされるまでの時間が 15 秒となるよ
うに、スタンバイ グループ 1 のタイマーを設定する例を示します。
Switch # configure terminal
Switch(config) # interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# no switchport
Switch(config-if)# standby 1 ip
Switch(config-if)# standby 1 timers 5 15
Switch(config-if)# end

関連トピック
HSRP 認証およびタイマーの設定, （410 ページ）

HSRP グループおよびクラスタリングの設定：例
次に、スタンバイ グループ my_hsrp をクラスタにバインドし、同じ HSRP グループをイネーブル
にしてコマンド スイッチおよびルータの冗長性に使用する例を示します。このコマンドを実行で
きるのは、コマンドスイッチに対してだけです。スタンバイグループの名前または番号が存在し
ない場合、またはスイッチがクラスタ メンバー スイッチである場合は、エラー メッセージが表
示されます。
Switch # configure terminal
Switch(config) # cluster standby-group my_hsrp routing-redundancy
Switch(config-if)# end

関連トピック
HSRP グループおよびクラスタリングの設定, （412 ページ）

HSRP およびスタンバイ クラスタ コマンド スイッチ
スイッチは Hot Standby Router Protocol（HSRP）をサポートしているため、スタンバイ クラスタ
コマンド スイッチのグループを設定できます。クラスタ コマンド スイッチは、すべての通信の
転送と、すべてのクラスタメンバスイッチの設定情報を管理しているため、次のような環境設定
を推奨します。
• クラスタ コマンドのスイッチ スタックには、スイッチ スタック全体に障害が発生する場合
に備えて、スタンバイ クラスタ コマンド スイッチが必要です。ただし、コマンド スイッチ
のスタック マスターだけに障害が発生した場合は、スイッチ スタックで新しいスタック マ
スターを選出し、クラスタ コマンド スイッチ スタックとしての機能を引き継がせることが
できます。
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• スタンドアロンのクラスタ コマンド スイッチの場合、プライマリ クラスタ コマンド スイッ
チの障害に備え、スタンバイ クラスタ コマンド スイッチを設定してその機能を引き継がせ
るようにします。
クラスタ スタンバイ グループは、「スタンバイ クラスタ コマンド スイッチの特性」の項で説明
している要件を満たしたコマンド対応スイッチのグループです。クラスタごとに、1 つのクラス
タ スタンバイ グループのみ割り当てることができます。

（注）

クラスタ スタンバイ グループは HSRP グループです。HSRP をディセーブルにすると、クラ
スタ スタンバイ グループがディセーブルになります。
クラスタ スタンバイ グループのスイッチは、HSRP プライオリティに基づいてランク付けされて
います。グループ内でプライオリティが最も高いスイッチは、アクティブ クラスタ コマンド ス
イッチ（AC）です。グループ内で次にプライオリティの高いスイッチは、スタンバイ クラスタ
コマンド スイッチ（SC）です。クラスタ スタンバイ グループの他のスイッチは、パッシブ クラ
スタ コマンド スイッチ（PC）です。アクティブ クラスタ コマンド スイッチおよびスタンバイ
クラスタ コマンド スイッチが同時にディセーブルになった場合、パッシブ クラスタ コマンド ス
イッチの中でプライオリティが一番高いものがアクティブ クラスタ コマンド スイッチになりま
す。クラスタスタンバイグループのメンバおよびルータ冗長グループのメンバのプライオリティ
の変更には、同じ HSRP standby priority インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを
使用します。

（注）

HSRP のスタンバイ中止間隔は、hello タイム間隔の 3 倍以上必要です。デフォルトの HSRP ス
タンバイ中止間隔は 10 秒です。デフォルトの HSRP スタンバイ hello タイム インターバルは
3 秒です。

仮想 IP アドレス
クラスタ スタンバイ グループには、一意の仮想 IP アドレス、グループ番号、グループ名を割り
当てる必要があります。この情報は、特定の VLAN またはアクティブ クラスタ コマンド スイッ
チのルーテッド ポートで設定します。アクティブ クラスタ コマンド スイッチは、仮想 IP アドレ
ス宛てのトラフィックを受信します。クラスタを管理するには、コマンドスイッチの IP アドレス
からではなく、仮想 IP アドレスからアクティブ クラスタ コマンド スイッチにアクセスする必要
があります。（アクティブ クラスタ コマンド スイッチの IP アドレスがクラスタ スタンバイ グ
ループの仮想 IP アドレスと異なる場合）。
アクティブ クラスタ コマンド スイッチに障害が発生すると、スタンバイ クラスタ コマンド ス
イッチが仮想 IP アドレスを使用して、アクティブ クラスタ コマンド スイッチになります。クラ
スタ スタンバイ グループのパッシブ スイッチは、それぞれ割り当てられたプライオリティを比
較し、新しいスタンバイ クラスタ コマンド スイッチを選出します。その後、プライオリティの
一番高いパッシブ スタンバイ スイッチがスタンバイ クラスタ コマンド スイッチになります。前
回アクティブ クラスタ コマンド スイッチだったスイッチが再びアクティブになると、アクティ
ブ クラスタ コマンド スイッチの役割を再開します。そのため、現在アクティブ クラスタ コマン
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ド スイッチを担当しているスイッチは再びスタンバイ クラスタ コマンド スイッチになります。
スイッチ クラスタの IP アドレスの詳細については、「IP アドレス」の項を参照してください。

クラスタ スタンバイ グループに関する他の考慮事項
次の要件も満たす必要があります。
• スタンバイ クラスタ コマンド スイッチは、クラスタ コマンド スイッチと同タイプのスイッ
チでなければなりません。たとえば、クラスタ コマンド スイッチが Catalyst 3750-E または
Catalyst 3750-X スイッチの場合、スタンバイ クラスタ コマンド スイッチも Catalyst 3750-E
か Catalyst 3750-X スイッチにする必要があります。スタンバイ クラスタ コマンド スイッチ
の要件については、他のクラスタ対応スイッチのコンフィギュレーション ガイドを参照して
ください。
スイッチ クラスタに Catalyst 3750-X スイッチまたはスイッチ スタックが含まれている場合、
それをクラスタ コマンド スイッチにする必要があります。含まれていない場合、クラスタ
に Catalyst 3750-E スイッチまたはスイッチ スタックがあれば、そのスイッチをクラスタ コマ
ンド スイッチにします。
• クラスタごとに、1 つのクラスタ スタンバイ グループのみ割り当てることができます。ルー
タ冗長スタンバイ グループは複数作成できます。
1 つの HSRP グループをクラスタ スタンバイ グループとルータ冗長構成グループの両方にす
ることができます。ただし、ルータ冗長構成グループがクラスタ スタンバイ グループになっ
た場合、そのグループ上でのルータ冗長構成はディセーブルになります。CLIを使用すれば、
冗長構成を再びイネーブルにすることができます。
• すべてのスタンバイグループ メンバはそのクラスタのメンバである必要があります。

（注）

スタンバイ クラスタ コマンド スイッチとして割り当てることができるスイッ
チ数に制限はありません。ただし、クラスタのスイッチの総数（アクティブ
クラスタ コマンド スイッチ、スタンバイ グループ メンバ、およびクラスタ
メンバ スイッチを含む）は 16 以内にする必要があります。

• 各スタンバイグループのメンバ（下の図を参照）は、同じ VLAN を介してクラスタ コマン
ド スイッチに接続されている必要があります。この例では、クラスタ コマンド スイッチと
スタンバイ クラスタ コマンド スイッチが Catalyst 3560-E、Catalyst 3750-E、Catalyst 3560-X、
または Catalyst 3750-X クラスタ コマンド スイッチです。各スタンバイグループのメンバも、
スイッチ クラスタと同じ VLAN を最低 1 つは介在させて、冗長性を持たせながら相互接続
する必要があります。
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Catalyst 1900、Catalyst 2820、Catalyst 2900 XL、Catalyst 2950、Catalyst 3500 XL クラスタ メン
バ スイッチは、それぞれの管理 VLAN を介してクラスタ スタンバイ グループに接続する必
要があります。
図 36：スタンバイグループ メンバとクラスタ メンバ間の VLAN 接続

クラスタ設定の自動回復
アクティブ クラスタ コマンド スイッチは、クラスタ設定情報をスタンバイ クラスタ コマンド ス
イッチに継続的に送信します（デバイス設定情報は送信しません）。アクティブクラスタコマン
ド スイッチに障害が発生した場合は、この情報をもとに、スタンバイ クラスタ コマンド スイッ
チが即座にクラスタを引き継ぎます。
自動検出には次のような制限があります。
• この制限は、Catalyst 2950、Catalyst 2960、Catalyst 2970、Catalyst 3550、Catalyst 3560、Catalyst
3560-E、Catalyst 3560-X、Catalyst 3750、Catalyst 3750-E、および Catalyst 3750-X コマンド ス
イッチおよびスタンバイ クラスタ コマンド スイッチを備えたクラスタだけに該当します。
アクティブ クラスタ コマンド スイッチおよびスタンバイ クラスタ コマンド スイッチが同
時にディセーブルになった場合、パッシブ クラスタ コマンド スイッチの中でプライオリティ
が一番高いものがアクティブ クラスタ コマンド スイッチになります。ただし、パッシブ ス
タンバイ クラスタ コマンド スイッチだったため、以前のクラスタ コマンド スイッチはクラ
スタ設定情報を送信していません。アクティブ クラスタ コマンド スイッチは、スタンバイ
クラスタ コマンド スイッチにクラスタ設定情報のみ送信します。そのため、クラスタを再
設定する必要があります。
• クラスタ スタンバイ グループに複数のスイッチを持つアクティブ クラスタ コマンド スイッ
チに障害が発生した場合、新しいクラスタ コマンド スイッチは、いかなる Catalyst 1900、
Catalyst 2820、および Catalyst 2916M XL のクラスタ メンバ スイッチも検出しません。これ
らのクラスタ メンバ スイッチをクラスタにもう一度追加する必要があります。
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• アクティブ クラスタ コマンド スイッチに障害が発生してダウンした後、再びアクティブに
なった場合、そのスイッチはいかなる Catalyst 1900、Catalyst 2820、および Catalyst 2916M XL
クラスタ メンバ スイッチも検出しません。これらのクラスタ メンバ スイッチをクラスタに
もう一度追加する必要があります。
以前アクティブ クラスタ コマンド スイッチだったスイッチが再びアクティブになった場合、そ
のスイッチは最新のクラスタ設定のコピー（ダウン中に追加されたメンバを含む）をアクティブ
クラスタ コマンド スイッチから受信します。アクティブ クラスタ コマンド スイッチは、クラス
タ スタンバイ グループにクラスタ設定のコピーを送信します。

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーション
ガイド
419

HSRP およびスタンバイ クラスタ コマンド スイッチ

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
420

第

VI

部

ネットワーク管理
• Cisco IOS Configuration Engine の設定, 423 ページ
• Cisco Discovery Protocol の設定, 449 ページ
• 簡易ネットワーク管理プロトコルの設定, 463 ページ
• SPAN の設定, 495 ページ

第

19

章

Cisco IOS Configuration Engine の設定
• 機能情報の確認, 423 ページ
• Configuration Engine を設定するための前提条件, 423 ページ
• Configuration Engine の設定に関する制約事項, 424 ページ
• Configuration Engine の設定について, 424 ページ
• Configuration Engine の設定方法, 431 ページ
• CNS 設定のモニタリング, 445 ページ
• その他の参考資料, 446 ページ
• Configuration Engine の機能の履歴と情報, 447 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表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シスコ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 からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

Configuration Engine を設定するための前提条件
• ユーザが接続している設定エンジン インスタンスの名前を取得します。
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• CNS は、イベント バスとコンフィギュレーション サーバの両方を使用してデバイスに設定
を提供するので、設定済みのスイッチごとに ConfigID と DeviceID の両方を定義する必要が
あります。
• cns config partial グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して設定したすべての
スイッチがイベント バスにアクセスする必要があります。スイッチを起源とする DeviceID
は、Cisco Configuration Engine 内の対応するスイッチ定義の DeviceID と一致する必要があり
ます。ユーザが接続しているイベント バスのホスト名を把握する必要があります。
関連トピック
Cisco Networking Service ID およびデバイスのホスト名, （426 ページ）
DeviceID, （427 ページ）

Configuration Engine の設定に関する制約事項
• コンフィギュレーション サーバの 1 つのインスタンスでは、設定済みの 2 つのスイッチが同
じ ConfigID 値を共有できません。
• イベント バスの 1 つのインスタンスでは、設定済みの 2 つのスイッチが同じ DeviceID 値を
共有できません。
関連トピック
Cisco Networking Service ID およびデバイスのホスト名, （426 ページ）

Configuration Engine の設定について
Cisco Configuration Engine ソフトウェア
Cisco Configuration Engine は、ネットワーク管理ユーティリティ ソフトウェアで、ネットワーク
デバイスおよびサービスの配置と管理を自動化するためのコンフィギュレーション サービスとし
て機能します。各 Cisco Configuration Engine は、シスコ デバイス（スイッチとルータ）のグルー
プとデバイスが提供するサービスを管理し設定を保存して、必要に応じて配信します。Cisco
Configuration Engine は、デバイス固有のコンフィギュレーション変更を生成してデバイスに送信
し、コンフィギュレーション変更を実行して結果をログに記録することにより、初期設定とコン
フィギュレーションの更新を自動化します。
Cisco Configuration Engine は、スタンドアロン モードとサーバ モードをサポートし、次の Cisco
Networking Service（CNS）コンポーネントがあります。
• コンフィギュレーション サービス
◦ Web サーバ
◦ ファイル マネージャ
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◦ ネームスペース マッピング サーバ
• イベント サービス（イベント ゲートウェイ）
• データ サービス ディレクトリ（データ モデルおよびスキーマ）
スタンドアロンモードでは、内部に組み込まれたディレクトリサービスがサポートされます。こ
のモードでは、外部ディレクトリまたはその他のデータストアは必要ありません。サーバモード
では、ユーザが定義した外部ディレクトリの使用がサポートされます。
図 37：Cisco Configuration Engine のアーキテクチャの概要

コンフィギュレーション サービス
コンフィギュレーション サービスは、Cisco Configuration Engine の中核コンポーネントです。ス
イッチ上にある Cisco IOS CNS エージェントと連携して動作するコンフィギュレーション サーバ
で構成されています。コンフィギュレーション サービスは、初期設定と論理グループによる大規
模な再設定のために、デバイスとサービスの設定をスイッチに配信します。スイッチはネットワー
ク上で初めて起動するときに、コンフィギュレーション サービスから初期設定を受信します。
コンフィギュレーション サービスは CNS イベント サービスを使用して設定変更イベントを送受
信し、成功および失敗の通知を送信します。
コンフィギュレーション サーバは Web サーバであり、コンフィギュレーション テンプレートと
組み込み型ディレクトリ（スタンドアロン モード）またはリモート ディレクトリ（サーバ モー
ド）に保存されているデバイス固有の設定情報を使用します。
コンフィギュレーション テンプレートは、CLI（コマンドライン インターフェイス）コマンド形
式で静的な設定情報を含んだテキスト ファイルです。テンプレートでは、変数は、Lightweight
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Directory Access Protocol（LDAP）URL を使用して指定します。この URL はディレクトリに保存
されているデバイス固有の設定情報を参照します。
Cisco IOS エージェントは受信したコンフィギュレーション ファイルの構文をチェックし、イベン
トを発行して構文チェックが成功または失敗したかを表示します。コンフィギュレーション エー
ジェントは設定をただちに適用することも、あるいは同期化イベントをコンフィギュレーション
サーバから受信するまで適用を遅らせることもできます。

イベント サービス
Cisco Configuration Engine は、設定イベントの受信および生成にイベント サービスを使用します。
イベント サービスはイベント エージェント、イベント ゲートウェイから構成されます。イベン
ト エージェントはスイッチ上にあり、スイッチと Cisco Configuration Engine のイベント ゲート
ウェイ間の通信を容易にします。
イベント サービスは、非常に有効なパブリッシュ サブスクライブ通信方式です。イベント サー
ビスは、サブジェクトベースのアドレス指定を使用して、メッセージを宛先に送信します。サブ
ジェクトベースのアドレス表記法では、メッセージおよび宛先には簡単で均一なネームスペース
を定義します。
関連トピック
CNS イベント エージェントのイネーブル化, （431 ページ）

名前空間マッパー
Cisco Configuration Engine はネームスペース マッパー（NSM）を備えています。これは、アプリ
ケーション、デバイスまたはグループ ID、およびイベントに基づいてデバイスの論理グループを
管理するための検索サービスを提供します。
Cisco IOS デバイスは、たとえば cisco.cns.config.load といった、Cisco IOS ソフトウェアで設定され
たサブジェクト名と一致するイベントサブジェクト名のみを認識します。ネームスペースマッピ
ング サービスを使用すると、希望する命名規則を使用することでイベントを指定できます。サブ
ジェクト名でデータ ストアにデータを入力した場合、NSM はイベント サブジェクト名ストリン
グを、Cisco IOS が認識するものに変更します。
サブスクライバの場合、一意のデバイス ID とイベントが指定されると、ネームスペース マッピ
ング サービスは、サブスクライブ対象のイベント セットを返します。同様にパブリッシャの場
合、一意のグループ ID、デバイス ID、およびイベントが指定されると、マッピング サービスは、
パブリッシュ対象のイベント セットを返します。

Cisco Networking Service ID およびデバイスのホスト名
Cisco Configuration Engine は、設定対象の各スイッチに一意の識別子が関連付けられていることを
前提としています。一意の識別子は複数の同義語を持つことができますが、各同義語は特定のネー
ムスペース内で一意です。イベント サービスは、ネームスペースの内容を使用してメッセージの
サブジェクトベース アドレス指定を行います。

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
426

Configuration Engine の設定について

Cisco Configuration Engine は、イベント バス用とコンフィギュレーション サーバ用の 2 つの名前
空間を交差します。コンフィギュレーション サーバのネームスペースでは、ConfigID という用語
がデバイスの一意な識別子です。イベント バスのネームスペースでは、DeviceID という用語がデ
バイスの CNS 一意識別子です。
関連トピック
Configuration Engine を設定するための前提条件, （423 ページ）
Configuration Engine の設定に関する制約事項, （424 ページ）

ConfigID
設定対象のスイッチはそれぞれ固有の ConfigID を持ちます。これは Cisco Configuration Engine ディ
レクトリからスイッチ CLI 属性の対応するセットを取得するためのキーとなります。スイッチで
定義された ConfigID は、Cisco Configuration Engine 上の対応するスイッチ定義の ConfigID と一致
する必要があります。
ConfigID は起動時に固定され、スイッチ ホスト名を再設定した場合でもデバイスを再起動するま
で変更できません。

DeviceID
イベント バスに参加している設定済みのスイッチごとに一意の DeviceID があります。これはス
イッチの送信元アドレスに似ているので、スイッチをバス上の特定の宛先として指定できます。
DeviceID の発信元は、スイッチの Cisco IOS ホスト名によって定義されます。ただし、DeviceID
変数およびその使用は、スイッチに隣接するイベント ゲートウェイ内にあります。
イベント バス上の Cisco IOS の論理上の終点は、イベント ゲートウェイに組み込まれ、それがス
イッチの代わりにプロキシとして動作します。イベントゲートウェイはイベントバスに対して、
スイッチおよび対応する DeviceID を表示します。
スイッチは、イベントゲートウェイとの接続が成功するとすぐに、そのホスト名をイベントゲー
トウェイに宣言します。接続が確立されるたびに、イベント ゲートウェイは DeviceID 値を Cisco
IOS ホスト名に組み合わせます。イベント ゲートウェイは、スイッチと接続している間、この
DeviceID 値を保持します。
関連トピック
Configuration Engine を設定するための前提条件, （423 ページ）

ホスト名および DeviceID
DeviceID は、イベント ゲートウェイと接続したときに固定され、スイッチ ホスト名を再設定した
場合でも変更されません。
スイッチでスイッチ ホスト名を変更するとき、DeviceID を更新する唯一の方法は、スイッチとイ
ベント ゲートウェイ間の接続を切断することです。DeviceID 更新の手順については、以下の「関
連項目」を参照してください。
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接続が再確立されると、スイッチは変更したホスト名をイベント ゲートウェイに送信します。イ
ベント ゲートウェイは DeviceID を新しい値に再定義します。

注意

Cisco Configuration Engine ユーザ インターフェイスを使用するときは、最初に DeviceID フィー
ルドを、スイッチ が前ではなく後に取得するホスト名値に設定する必要があります。Cisco IOS
CNS エージェント用に設定を再初期化する必要があります。そのようにしないと、後続の部分
的なコンフィギュレーション コマンド操作で誤動作が発生する可能性があります。

関連トピック
DeviceID の更新, （441 ページ）

ホスト名、DeviceID、および ConfigID
スタンドアロン モードでは、ホスト名の値をスイッチに設定すると、コンフィギュレーション
サーバはイベントをホスト名に送信する場合、そのホスト名を DeviceID として使用します。ホス
ト名が設定されていない場合、イベントはデバイスの cn=<value>で送信されます。
サーバ モードでは、ホスト名は使用されません。このモードでは、バス上のイベント送信には常
に一意の DeviceID 属性が使用されます。この属性が設定されていない場合はスイッチを更新でき
ません。
Cisco Configuration Engine で Setup を実行する場合、これらの属性および関連する属性（タグ値の
ペア）を設定します。

Cisco IOS CNS エージェント
CNS イベント エージェント機能によって、スイッチはイベント バス上でイベントにパブリッシュ
およびサブスクライブを行い、Cisco IOS CNS エージェントと連携できます。スイッチ Cisco IOS
ソフトウェアに組み込まれているこれらのエージェントでは、スイッチを接続して、自動的に設
定できます。
関連トピック
Cisco IOS CNS エージェントのイネーブル化, （433 ページ）

初期設定
スイッチが最初に起動すると、ネットワークで Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）要求
をブロードキャストすることで IP アドレスを取得しようとします。サブネット上には DHCP サー
バがないものと想定し、ディストリビューション スイッチは DHCP リレー エージェントとして動
作し、要求を DHCP サーバに転送します。DHCP サーバは要求を受信すると、新しいスイッチに
IP アドレスを割り当て、Trivial File Transfer Protocol（TFTP）サーバのインターネット プロトコル
（IP）アドレス、ブートストラップ コンフィギュレーション ファイルへのパス、デフォルト ゲー
トウェイの IP アドレスを、DHCP リレー エージェントに対するユニキャスト応答に組み入れま
す。DHCP リレー エージェントは、この応答をスイッチに転送します。
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スイッチは、割り当てられた IP アドレスを自動的にインターフェイス VLAN 1（デフォルト）に
設定し、TFTP サーバからブートストラップ コンフィギュレーション ファイルをダウンロードし
ます。ブートストラップ コンフィギュレーション ファイルが正常にダウンロードされると、ス
イッチはそのファイルを実行コンフィギュレーションにロードします。
Cisco IOS CNS エージェントは、該当する ConfigID および EventID を使用して Configuration Engine
との通信を開始します。Configuration Engine はこの ConfigID をテンプレートにマッピングして、
スイッチに完全なコンフィギュレーション ファイルをダウンロードします。
次の図に、DHCP ベースの自動設定を使用して初期ブートストラップ コンフィギュレーション
ファイルを取得するためのネットワーク構成例を示します。
図 38：初期設定

関連トピック
Cisco IOS CNS エージェントの初期設定のイネーブル化, （435 ページ）
CNS 設定のモニタリング, （445 ページ）

差分（部分的）設定
ネットワークが稼働すると、Cisco IOS CNS エージェントを使用して新しいサービスを追加できま
す。差分（部分）設定は、スイッチに送信できます。実際の設定を、イベント ペイロードとして
イベントゲートウェイを介して（プッシュ処理）送信するか、スイッチにプルオペレーションを
開始させる信号イベントとして送信できます。
スイッチは、適用する前に設定の構文をチェックできます。構文が正しい場合は、スイッチは差
分設定を適用し、コンフィギュレーション サーバに成功を信号で伝えるイベントを発行します。
スイッチが差分設定を適用しない場合、エラー ステータスを示すイベントを発行します。スイッ
チが差分設定を適用した場合、不揮発性 RAM（NVRAM）に書き込むか、または書き込むように
指示されるまで待つことができます。
関連トピック
Cisco IOS CNS エージェントの部分的設定のイネーブル化, （443 ページ）
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CNS 設定のモニタリング, （445 ページ）

コンフィギュレーションの同期
スイッチは、設定を受信した場合、書き込み信号イベントの受信時に設定の適用を遅らせること
ができます。書き込み信号イベントは、更新された設定を NVRAM に保存しないようにスイッチ
に指示します。スイッチは更新された設定を実行コンフィギュレーションとして使用します。こ
れによりスイッチの設定は、次のリブート時の使用のために NVRAM に設定を保存する前に、他
のネットワーク アクティビティと同期化されます。

自動 CNS 設定
スイッチの自動 CNS 設定をイネーブルにするには、まずこのトピックに示す前提条件を完了する
必要があります。条件設定を完了したらスイッチの電源を入れます。setup プロンプトでは何も入
力しません。スイッチが初期設定を開始します。コンフィギュレーション ファイル全体がスイッ
チにロードされると作業は完了です。
初期設定中の動作については、「関連項目」を参照してください。
表 44：自動設定イネーブル化の条件

デバイス

必要な設定

アクセス スイッチ

出荷時の設定（コンフィギュレーション ファイ
ルなし）

ディストリビューション スイッチ

• IP ヘルパー アドレス
• DHCP リレー エージェントをイネーブル
にする2
• IP ルーティング（デフォルト ゲートウェ
イとして使用する場合）

DHCP サーバ

• IP アドレスの割り当て
• TFTP サーバの IP アドレス
• TFTP サーバのブートストラップ コンフィ
ギュレーション ファイルへのパス
• デフォルト ゲートウェイの IP アドレス
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デバイス
TFTP サーバ

必要な設定
• スイッチと Configuration Engine との通信
を可能にする CNS コンフィギュレーショ
ン コマンドを含むブートストラップ コン
フィギュレーション ファイル
• （デフォルトのホスト名の代わりに）ス
イッチ MAC アドレスまたはシリアル番号
のいずれかを使用して ConfigID および
EventID を生成するように設定されたス
イッチ
• スイッチにコンフィギュレーション ファ
イルをプッシュするように設定されたCNS
イベント エージェント

CNS Configuration Engine

2

デバイス タイプ別の 1 つまたは複数のテンプ
レートで、テンプレートにデバイスの ConfigID
がマッピングされています。

DHCP リレーは、DHCP サーバがクライアントとは異なるサブネット上にある場合にのみ必要です。

Configuration Engine の設定方法
CNS イベント エージェントのイネーブル化
（注）

スイッチ上で CNS イベント エージェントをイネーブルにしてから、CNS 設定エージェントを
イネーブルにする必要があります。
スイッチ上で CNS イベント エージェントをイネーブルにするには、次の手順を実行します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. cns event {hostname | ip-address} [port-number] [ [keepalive seconds retry-count] [failover-time seconds
] [reconnect-time time] | backup]
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。パスワードを入力します
（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

cns event {hostname | ip-address}
イベント エージェントをイネーブルにして、ゲートウェイ パラメー
[port-number] [ [keepalive seconds タを入力します。
retry-count] [failover-time seconds ]
• {hostname | ip-address} に、イベント ゲートウェイのホスト名
[reconnect-time time] | backup]
または IP アドレスを入力します。
例：
Switch(config)# cns event
10.180.1.27 keepalive 120 10

• （任意）port number に、イベント ゲートウェイのポート番号
を入力します。デフォルトのポート番号は 11011 です。
• （任意）keepalive seconds に、スイッチがキープアライブ メッ
セージを送信する間隔を入力します。retry-count に、キープア
ライブ メッセージへの応答がない場合に接続を終了するまで
のスイッチのメッセージ送信回数を入力します。デフォルト値
はいずれも 0 です。
• （任意）failover-time seconds に、バックアップ ゲートウェイ
が確立された後にスイッチがプライマリ ゲートウェイ ルート
を待つ時間を入力します。
• （任意）reconnect-time time に、スイッチがイベント ゲート
ウェイに再接続しようとする前の最大時間間隔を入力します。
• （任意）バックアップゲートウェイであることを示す場合は、
backup を入力します（省略した場合は、プライマリ ゲート
ウェイになります）。
（注）

encrypt および clock-timeout time キーワードは、コマン
ドラインのヘルプ ストリングに表示されますが、サポー
トされていません。
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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：
Switch(config)# end

ステップ 5

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 6

copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
例：
Switch# copy running-config
startup-config

次の作業
イベント エージェントに関する情報を確認するには、show cns event connections コマンドを特権
EXEC モードで使用します。
CNS イベント エージェントをディセーブルにするには、no cns event { ip-address | hostname } グ
ローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。
関連トピック
イベント サービス, （426 ページ）

Cisco IOS CNS エージェントのイネーブル化
スイッチ上で Cisco IOS CNS エージェントをイネーブルにするには、次の手順を実行します。

はじめる前に
このエージェントをイネーブルにする前に、スイッチで CNS イベント エージェントをイネーブル
にする必要があります。
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手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. cns config initial {hostname | ip-address} [port-number]
4. cns config partial {hostname | ip-address} [port-number]
5. end
6. show running-config
7. copy running-config startup-config
8. Cisco IOS CNS エージェントを、スイッチで開始します。

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。パスワードを入
力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

cns config initial {hostname | ip-address} Cisco IOS CNS エージェントをイネーブルにし、コンフィギュ
[port-number]
レーション サーバ パラメータを入力します。
例：

• {hostname | ip-address} に、コンフィギュレーション サー

Switch(config)# cns config initial
10.180.1.27 10

• （任意）port number に、コンフィギュレーション サー

バのホスト名または IP アドレスを入力します。
バのポート番号を入力します。
このコマンドが Cisco IOS CNS エージェントをイネーブルに
して、スイッチで初期設定を開始します。

ステップ 4

cns config partial {hostname | ip-address} Cisco IOS CNS エージェントをイネーブルにし、コンフィギュ
[port-number]
レーション サーバ パラメータを入力します。
例：

• {hostname | ip-address} に、コンフィギュレーション サー

Switch(config)# cns config partial
10.180.1.27 10

• （任意）port number に、コンフィギュレーション サー

バのホスト名または IP アドレスを入力します。
バのポート番号を入力します。
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コマンドまたはアクション

目的
Cisco IOS CNS エージェントをイネーブルにして、スイッチ
で部分的設定を開始します。

ステップ 5

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 6

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 7

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存し
ます。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

ステップ 8

Cisco IOS CNS エージェントを、スイッ
チで開始します。

次の作業
リモートで差分設定をスイッチに送信するために、Cisco Configuration Engine を使用できるように
なりました。
関連トピック
Cisco IOS CNS エージェント, （428 ページ）

Cisco IOS CNS エージェントの初期設定のイネーブル化
スイッチ上で、CNS コンフィギュレーション エージェントをイネーブルにして初期設定を開始す
るには、次の手順を実行します。
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手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. cns template connect name
4. cli config-text
5. 別の CNS 接続テンプレートを設定する場合は、ステップ 3 ～ 4 を繰り返します。
6. exit
7. cns connect name [retries number] [retry-interval seconds] [sleep seconds] [timeout seconds]
8. discover {controller controller-type | dlci [subinterface subinterface-number] | interface [interface-type]
| line line-type}
9. template name [... name]
10. ステップ 8 ～ 9 を繰り返し、CNS 接続プロファイルにさらに多くのインターフェイス パラメー
タと CNS 接続テンプレートを指定します。
11. exit
12. hostname name
13. ip route network-number
14. cns id interface num {dns-reverse | ipaddress | mac-address} [event] [image]
15. cns id {hardware-serial | hostname | string string | udi} [event] [image]
16. cns config initial {hostname | ip-address} [port-number] [event] [no-persist] [page page] [source
ip-address] [syntax-check]
17. end
18. show running-config
19. 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。パスワードを入力します
（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# 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

cns template connect name

CNS テンプレート接続コンフィギュレーション モードを開始して、
CNS 接続テンプレートの名前を指定します。

例：
Switch(config)# cns template
connect template-dhcp

ステップ 4

cli config-text

CNS 接続テンプレートにコマンドラインを入力します。テンプレー
ト内の各コマンドラインにこの手順を繰り返します。

例：
Switch(config-tmpl-conn)# cli ip
address dhcp

ステップ 5

別の CNS 接続テンプレートを設定
する場合は、ステップ 3 ～ 4 を繰
り返します。

ステップ 6

exit

グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

例：
Switch(config)# exit

ステップ 7

cns connect name [retries number]
[retry-interval seconds] [sleep
seconds] [timeout seconds]

CNS 接続コンフィギュレーション モードを開始し、CNS 接続プロ
ファイルの名前を指定し、プロファイル パラメータを定義します。
スイッチは CNS 接続プロファイルを使用して Configuration Engine
に接続します。

例：
Switch(config)# cns connect dhcp

• CNS 接続プロファイルの name を入力します。
• （任意）retries number に、接続のリトライ回数を入力します。
指定できる範囲は 1 ～ 30 です。デフォルト値は 3 です。
• （任意）retry-interval seconds に、Configuration Engine への連
続する接続の試行間隔を入力します。指定できる範囲は 1 ～
40 秒です。デフォルトは 10 秒です。
• （任意）sleep seconds に、最初の接続試行を実行するまで待機
する時間を入力します。指定できる範囲は 0 ～ 250 秒です。デ
フォルト値は 0 です。
• （任意）timeout seconds に、接続が終了しようとした後に待機
する時間を入力します。値の範囲は 10 ～ 2000 秒です。デフォ
ルト値は 120 です。

ステップ 8

discover {controller controller-type | CNS 接続プロファイル内のインターフェイス パラメータを入力し
dlci [subinterface
ます。
subinterface-number] | interface
• controller controller-type に、コントローラ タイプを入力しま
[interface-type] | line line-type}
す。
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コマンドまたはアクション

目的
• dlci に、アクティブなデータリンク接続識別子（DLCI）を入

例：
Switch(config-cns-conn)# discover
interface gigabitethernet

力します。
（任意）subinterface subinterface-number に、アクティブな DLCI
の検索に使用するポイントツーポイント サブインターフェイ
ス番号を指定します。
• interface [interface-type] に、インターフェイスのタイプを入力
します。
• line line-type に、回線タイプを入力します。

ステップ 9

template name [... name]
例：

スイッチの設定に適用する CNS 接続プロファイル内の CNS 接続テ
ンプレートのリストを指定します。複数のテンプレートを指定でき
ます。

Switch(config-cns-conn)# template
template-dhcp

ステップ 10

ステップ 8 ～ 9 を繰り返し、CNS
接続プロファイルにさらに多くの
インターフェイス パラメータと
CNS 接続テンプレートを指定しま
す。

ステップ 11

exit

グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

例：
Switch(config-cns-conn)# exit

ステップ 12

hostname name

スイッチのホスト名を入力します。

例：
Switch(config)# hostname device1

ステップ 13

ip route network-number

（任意）IP アドレスが network-number の Configuration Engine への
スタティック ルートを確立します。

例：
RemoteSwitch(config)# ip route
172.28.129.22 255.255.255.255
11.11.11.1

ステップ 14

cns id interface num {dns-reverse |
ipaddress | mac-address} [event]
[image]

（任意）Configuration Engine が使用する一意の EventID または
ConfigID を設定します。このコマンドを入力する場合は、cns id
{hardware-serial | hostname | string string | udi} [event] [image] コマ
ンドを入力しないでください。
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コマンドまたはアクション

目的
• interface num に、インターフェイスのタイプを入力します。た

例：
RemoteSwitch(config)# cns id
GigabitEthernet1/0/1 ipaddress

とえば、ethernet、group-async、loopback、virtual-template を入
力します。この設定では、一意の ID を定義するためにどのイ
ンターフェイスから IP アドレスまたは MAC アドレスを取得
するかを指定します。
• {dns-reverse | ipaddress | mac-address} では、ホスト名を取得
してそのホスト名を一意の ID として割り当てるには dns-reverse
を入力し、IP アドレスを使用するには ipaddress を入力し、
MAC アドレスを一意の ID として使用するには mac-address
を入力します。
• （任意）ID をスイッチの識別に使用する event-id 値になるよ
うに設定するには、event を入力します。
• （任意）ID をスイッチの識別に使用する image-id 値になるよ
うに設定するには、image を入力します。
（注）

ステップ 15

cns id {hardware-serial | hostname | （任意）Configuration Engine が使用する一意の EventID または
string string | udi} [event] [image]
ConfigID を設定します。このコマンドを入力する場合は、cns id
interface num {dns-reverse | ipaddress | mac-address} [event] [image]
例：
コマンドを入力しないでください。
RemoteSwitch(config)# cns id
hostname

ステップ 16

event と image キーワードの両方を省略した場合は、ス
イッチの識別には image-id 値が使用されます。

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

• {hardware-serial | hostname | string string | udi } で、
hardware-serial を入力してスイッチのシリアル番号を一意の
ID として設定するか、hostname （デフォルト）を入力してス
イッチのホスト名を一意の ID として選択するか、string string
に任意のテキスト ストリングを一意の ID として入力するか、
または udi を入力して Unique Device Identifier（UDI）を一意の
ID として設定します。
Cisco IOS エージェントをイネーブルにして、初期設定を開始しま
す。
• {hostname | ip-address} に、コンフィギュレーション サーバの
ホスト名または IP アドレスを入力します。

例：

• （任意）port number に、コンフィギュレーション サーバのポー

RemoteSwitch(config)# cns config
initial 10.1.1.1 no-persist

ト番号を入力します。デフォルトのポート番号は 80 です。
• （任意）設定が完了したときの設定の成功、失敗、または警告
のメッセージ用に event をイネーブルにします。
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コマンドまたはアクション

目的
• （任意）no-persist グローバル コンフィギュレーション コマン
ドの入力結果によってプルされた設定の NVRAM への自動書
き込みを抑制するには、cns config initial を入力します。
no-persist キーワードを入力しない場合、cns config initial コマ
ンドを使用すると、その結果の設定が自動的に NVRAM に書
き込まれます。
• （任意）page page に、初期設定の Web ページを入力します。
デフォルトは /Config/config/asp です。
• （任意）送信元 IP アドレスに使用するには、source ip-address
を入力します。
• （任意）このパラメータを使用したときの構文をチェックする
には、syntax-check をイネーブルにします。
（注）

ステップ 17

コマンドラインのヘルプ ストリングに表示されますが、
encrypt、status url、inventory キーワードはサポートされ
ていません。

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 18

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 19

copy running-config startup-config （任意）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：
Switch# copy running-config
startup-config

次の作業
コンフィギュレーション エージェントに関する情報を確認するには、show cns config connections
コマンドを特権 EXEC モードで使用します。
CNS Cisco IOS エージェントをディセーブルにするには、no cns config initial { ip-address | hostname
} グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。
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関連トピック
初期設定, （428 ページ）
CNS 設定のモニタリング, （445 ページ）

DeviceID の更新
スイッチ上でホスト名を変更するときに DeviceID を更新するには、次の手順を実行します。

手順の概要
1. enable
2. show cns config connections
3. CNS イベント エージェントがイベント ゲートウェイに正しく接続されていることを確認しま
す。
4. show cns event connections
5. ステップ 4 の出力に基づいて、次に示す現在接続されている接続に関する情報を記録します。
この手順の以降のステップで IP アドレスとポート番号を使用します。
6. configure terminal
7. no cns event ip-address port-number
8. cns event ip-address port-number
9. end
10. show cns event connections からの出力を調べて、スイッチとイベント接続間の接続が再確立さ
れていることを確認します。
11. show running-config
12. 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。パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

show cns config connections
例：
Switch# show cns config connections

CNS イベント エージェントがゲートウェイに接続し
ているか、接続されているか、またはアクティブか、
およびイベント エージェントに使用されているゲート
ウェイ、その IP アドレス、およびポート番号を表示
します。
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コマンドまたはアクション
ステップ 3

目的

CNS イベント エージェントがイベント ゲー 次のように show cns config connections の出力を確認
トウェイに正しく接続されていることを確認 します。
します。
• 接続がアクティブになっている。
• 接続で現在設定されているスイッチ ホスト名を
使用している。DeviceID はこれらの手順を使用
して、新しいホスト名の設定に対応するように更
新されます。

ステップ 4

show cns event connections

スイッチのイベント接続情報を表示します。

例：
Switch# show cns event connections

ステップ 5

ステップ 4 の出力に基づいて、次に示す現在
接続されている接続に関する情報を記録しま
す。この手順の以降のステップで IP アドレ
スとポート番号を使用します。

ステップ 6

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 7

no cns event ip-address port-number
例：
Switch(config)# no cns event 172.28.129.22
2012

ステップ 8

cns event ip-address port-number
例：

ステップ 9

このコマンドで、ステップ 5 で記録した IP アドレス
とポート番号を指定します。
このコマンドで、スイッチとイベント ゲートウェイ間
の接続が解除されます。最初に接続を解除し、次にこ
の接続を再確立して、DeviceID を更新する必要があり
ます。
このコマンドで、ステップ 5 で記録した IP アドレス
とポート番号を指定します。

Switch(config)# cns event 172.28.129.22
2012

このコマンドで、スイッチとイベント ゲートウェイ間
の接続が再確立されます。

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# end
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ステップ 10

show cns event connections からの出力を調べ
て、スイッチとイベント接続間の接続が再確
立されていることを確認します。

ステップ 11

show running-config

目的

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 12

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保
存します。

例：
Switch# copy running-config startup-config

関連トピック
ホスト名および DeviceID, （427 ページ）

Cisco IOS CNS エージェントの部分的設定のイネーブル化
スイッチ上で Cisco IOS CNS エージェントをイネーブルにして部分設定を開始するには、次の手
順を実行します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. cns config partial {ip-address | hostname} [port-number] [source ip-address]
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。パスワードを入
力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

cns config partial {ip-address | hostname} コンフィギュレーション エージェントをイネーブルにし、
[port-number] [source ip-address]
部分設定を開始します。
例：

• {ip-address | hostname} に、コンフィギュレーション サー

Switch(config)# cns config partial
172.28.129.22 2013

• （任意）port number に、コンフィギュレーション サー

バの IP アドレスまたはホスト名を入力します。
バのポート番号を入力します。デフォルトのポート番
号は 80 です。
• （任意）送信元 IP アドレスに使用するには、source
ip-address を入力します。
（注）

ステップ 4

end

encrypt キーワードは、コマンドラインのヘルプ
ストリングに表示されますが、サポートされてい
ません。

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# end

ステップ 5

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存し
ます。

例：
Switch# copy running-config
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コマンドまたはアクション

目的

startup-config

次の作業
コンフィギュレーション エージェントに関する情報を確認するには、show cns config stats または
show cns config outstanding コマンドのいずれかを特権 EXEC モードで使用します。
Cisco IOS エージェントをディセーブルにするには、no cns config partial { ip-address | hostname }
グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。部分設定を取り消すには、cns config
cancel グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。
関連トピック
差分（部分的）設定, （429 ページ）
CNS 設定のモニタリング, （445 ページ）

CNS 設定のモニタリング
表 45：CNS show コマンド

コマンド

目的

show cns config connections

CNS Cisco IOS CNS エージェントの接続のステー
タスを表示します。

Switch# show cns config connections

show cns config outstanding

開始されたがまだ終了していない差分（部分）
CNS 設定に関する情報を表示します。

Switch# show cns config outstanding

show cns config stats

Cisco IOS CNS エージェントに関する統計情報
を表示します。

Switch# show cns config stats

show cns event connections

CNS イベント エージェントの接続のステータ
スを表示します。

Switch# show cns event connections

show cns event gateway

スイッチのイベント ゲートウェイ情報を表示し
ます。

Switch# show cns event gateway

show cns event stats

CNS イベント エージェントに関する統計情報
を表示します。

Switch# show cns event stats
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コマンド

目的

show cns event subject

アプリケーションによってサブスクライブされ
たイベント エージェントのサブジェクト一覧を
表示します。

Switch# show cns event subject

関連トピック
Cisco IOS CNS エージェントの部分的設定のイネーブル化, （443 ページ）
差分（部分的）設定, （429 ページ）
Cisco IOS CNS エージェントの初期設定のイネーブル化, （435 ページ）
初期設定, （428 ページ）

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Configuration Engine のセットアップ

『Cisco Configuration Engine Installation and Setup
Guide, 1.5 for Linux』 http://www.cisco.com/en/US/
docs/net_mgmt/configuration_engine/1.5/
installation_linux/guide/setup_1.html

エラー メッセージ デコーダ
説明

リンク

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi

標準および RFC
標準/RFC

タイトル

なし

-
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MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探して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

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

Configuration Engine の機能の履歴と情報
リリース

変更内容

Cisco IOS Release 15.0(2)EXCisco IOS Release 15.2(5)E

この機能が導入されました。
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Cisco Discovery Protocol の設定
• 機能情報の確認, 449 ページ
• CDP に関する情報, 449 ページ
• CDP の設定方法, 451 ページ
• CDP のモニタおよびメンテナンス, 460 ページ
• その他の参考資料, 461 ページ
• Cisco Discovery Protocol の機能の履歴と情報, 462 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表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シスコ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 からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

CDP に関する情報
CDP の概要
CDP はすべてのシスコ デバイス（ルータ、ブリッジ、アクセス サーバ、コントローラ、およびス
イッチ）のレイヤ 2（データリンク層）で動作するデバイス検出プロトコルです。ネットワーク
管理アプリケーションは CDP を使用することにより、既知のデバイスにネイバー シスコ デバイ
スを検出できます。また、下位レイヤのトランスペアレント プロトコルが稼働しているネイバー
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デバイスのデバイス タイプや、簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）エージェント アドレ
スを学習することもできます。この機能によって、アプリケーションからネイバー デバイスに
SNMP クエリーを送信できます。
CDP は、サブネットワーク アクセス プロトコル（SNAP）をサポートしているすべてのメディア
で動作します。CDP はデータリンク層でのみ動作するため、異なるネットワーク層プロトコルを
サポートする 2 つのシステムで互いの情報を学習できます。
CDP が設定された各デバイスはマルチキャスト アドレスに定期的にメッセージを送信して、SNMP
メッセージを受信可能なアドレスを 1 つまたは複数アドバタイズします。このアドバタイズには、
受信側デバイスで CDP 情報を廃棄せずに保持する時間を表す存続可能時間、つまりホールドタイ
ム情報も含まれます。各デバイスは他のデバイスから送信されたメッセージも待ち受けて、ネイ
バー デバイスについて学習します。
CDP はスイッチ上で Network Assistant をイネーブルにすることで、ネットワークをグラフィカル
に表示できます。スイッチは CDP を使用してクラスタ候補を検出し、クラスタ メンバ、およびコ
マンド スイッチから最大 3 台（デフォルト）離れたクラスタ対応の他のデバイスについての情報
を維持します。
関連トピック
CDP 特性の設定, （451 ページ）
CDP のモニタおよびメンテナンス, （460 ページ）

CDP のデフォルト設定
この表は、CDP のデフォルト設定を示します。
機能

デフォルト設定

CDP グローバル ステート

イネーブル

CDP インターフェイス ステート

イネーブル

CDP タイマー（パケット更新頻度）

60 秒

CDP ホールドタイム（廃棄までの時間）

180 秒

CDP バージョン 2 アドバタイズ

イネーブル

関連トピック
CDP のイネーブル化, （454 ページ）
CDP のディセーブル化, （453 ページ）
インターフェイス上での CDP のイネーブル化, （458 ページ）
インターフェイス上での CDP のディセーブル化, （456 ページ）
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CDP の設定方法
CDP 特性の設定
次の CDP 特性を設定できます。
• CDP 更新の頻度
• 破棄するまで情報を保持する時間の長さ
• バージョン 2 アドバタイズを送信するかどうか

（注）

ステップ 3 ～ 5 はすべて任意であり、どの順番で実行してもかまいません。
CDP 特性を設定するには、次の手順を実行します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. cdp timer seconds
4. cdp holdtime seconds
5. cdp advertise-v2
6. end
7. show running-config
8. 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。パスワードを
入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Switch# 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

cdp timer seconds

（任意）CDP 更新の送信頻度を秒単位で設定します。

例：

指定できる範囲は 5 ～ 254 です。デフォルトは 60 秒で
す。

Switch(config)# cdp timer 20

ステップ 4

cdp holdtime seconds
例：
Switch(config)# cdp holdtime 60

ステップ 5

cdp advertise-v2
例：

（任意）受信デバイスがこのデバイスから送信された情
報を破棄せずに保持する時間を指定します。
指定できる範囲は 10 ～ 255 秒です。デフォルトは 180
秒です。
（任意）バージョン 2 アドバタイズを送信するように
CDP を設定します。
これは、デフォルトの状態です。

Switch(config)# cdp advertise-v2

ステップ 6

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# end

ステップ 7

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 8

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保
存します。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

次の作業
デフォルト設定に戻すには、CDP コマンドの no 形式を使用します。
関連トピック
CDP の概要, （449 ページ）
CDP のモニタおよびメンテナンス, （460 ページ）
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CDP のディセーブル化
CDP はデフォルトで有効になっています。

（注）

switch クラスタと他のシスコ デバイス（Cisco IP Phone など）は、CDP メッセージを定期的に
交換します。CDP をディセーブルにすると、クラスタ検出が中断され、デバイスの接続が切断
されます。
CDP デバイス検出機能をディセーブルにするには、次の手順を実行します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. no cdp run
4. end
5. show running-config
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。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

no cdp run

CDP をディセーブルにします。

例：
Switch(config)# no cdp run

ステップ 4

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設
定を保存します。

例：
Switch# copy running-config startup-config

次の作業
CDP を使用するには、再びイネーブルにする必要があります。
関連トピック
CDP のイネーブル化, （454 ページ）
CDP のデフォルト設定, （450 ページ）

CDP のイネーブル化
CDP はデフォルトで有効になっています。

（注）

switch クラスタと他のシスコ デバイス（Cisco IP Phone など）は、CDP メッセージを定期的に
交換します。CDP をディセーブルにすると、クラスタ検出が中断され、デバイスの接続が切断
されます。
無効になっている CDP を有効にするには、次の手順を実行します。

はじめる前に
CDP を無効にする必要があります。そのようにしないと有効にできません。
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手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. cdp run
4. end
5. show running-config
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。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

cdp run

無効にされている場合は、CDP を有効にします。

例：
Switch(config)# cdp run

ステップ 4

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 5

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定
を保存します。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーション
ガイド
455

CDP の設定方法

次の作業
CDP が有効になっていることを示すには、showrunall コマンドを使用します。showrun だけを入
力した場合、CDP の有効化が表示されないことがあります。
関連トピック
CDP のデフォルト設定, （450 ページ）
CDP のディセーブル化, （453 ページ）

インターフェイス上での CDP のディセーブル化
CDP 情報を送受信するために、サポートされているすべてのインターフェイス上では CDP がデ
フォルトでイネーブルになっています。

（注）

switch クラスタと他のシスコ デバイス（Cisco IP Phone など）は、CDP メッセージを定期的に
交換します。CDP をディセーブルにすると、クラスタ検出が中断され、デバイスの接続が切断
されます。

（注）

CDP バイパスはサポートされていないため、ポートが err-disabled ステートになる場合があり
ます。
ポート上で CDP をディセーブルにするには、次の手順を実行します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. interface interface-id
4. no cdp enable
5. end
6. show running-config
7. 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。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id
例：

CDP をディセーブルにするインターフェイスを指定
し、インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 4

no cdp enable

ステップ 3 で指定したインターフェイスで CDP を
ディセーブルにします。

例：
Switch(config-if)# no cdp enable

ステップ 5

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 6

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 7

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を
保存します。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

関連トピック
インターフェイス上での CDP のイネーブル化, （458 ページ）
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CDP のデフォルト設定, （450 ページ）

インターフェイス上での CDP のイネーブル化
CDP 情報を送受信するために、サポートされているすべてのインターフェイス上では CDP がデ
フォルトでイネーブルになっています。

（注）

switch クラスタと他のシスコ デバイス（Cisco IP Phone など）は、CDP メッセージを定期的に
交換します。CDP をディセーブルにすると、クラスタ検出が中断され、デバイスの接続が切断
されます。

（注）

CDP バイパスはサポートされていないため、ポートが err-disabled ステートになる場合があり
ます。
ポート上でディセーブルになっている CDP をイネーブルにするには、次の手順を実行します。

はじめる前に
CDP をイネーブルにしようとしているポートで、CDP をディセーブルになっている必要がありま
す。そうでない場合は、イネーブルにできません。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. interface interface-id
4. cdp enable
5. end
6. show running-config
7. 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。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id
例：

CDPをイネーブルにするインターフェイスを指定し、
インターフェイス コンフィギュレーション モードを
開始します。

Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 4

cdp enable

ディセーブルにされているインターフェイスで CDP
をイネーブルにします。

例：
Switch(config-if)# cdp enable

ステップ 5

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 6

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 7

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を
保存します。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

関連トピック
CDP のデフォルト設定, （450 ページ）
インターフェイス上での CDP のディセーブル化, （456 ページ）
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CDP のモニタおよびメンテナンス
表 46：CDP 情報を表示するためのコマンド

コマンド

説明

clear cdp counters

トラフィック カウンタを 0 にリセットします。

clear cdp table

ネイバー デバイスに関する情報を収めた CDP テーブルを
削除します。

show cdp

送信間隔、送信したパケットの保持時間などのグローバ
ル情報を表示します。

show cdp entry entry-name [version]
[protocol]

特定のネイバーに関する情報を表示します。
アスタリスク（*）を入力してすべての CDP ネイバーを表
示することも、情報が必要なネイバーの名前を入力する
こともできます。
また、指定されたネイバー上でイネーブルになっている
プロトコルの情報や、デバイス上で稼働しているソフト
ウェアのバージョン情報が表示されるように、表示内容
を制限することもできます。

show cdp interface [interface-id]

CDP がイネーブルに設定されているインターフェイスの
情報を表示します。
必要なインターフェイスの情報だけを表示できます。

show cdp neighbors [interface-id]
[detail]

装置タイプ、インターフェイス タイプ、インターフェイ
ス番号、保持時間の設定値、機能、プラットフォーム、
ポート ID を含めたネイバー情報を表示します。
特定のインターフェイスに関するネイバー情報だけを表
示したり、詳細表示にするため表示内容を拡張したりで
きます。

show cdp traffic

CDP カウンタ（送受信されたパケット数およびチェック
サム エラーを含む）を表示します。

関連トピック
CDP 特性の設定, （451 ページ）
CDP の概要, （449 ページ）
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その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

システム管理コマンド

『Network Management Command Reference, Cisco
IOS Release 15.2(2)E』

エラー メッセージ デコーダ
説明

リンク

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi

標準および RFC
標準/RFC

タイトル

なし

-

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探して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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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

Cisco Discovery Protocol の機能の履歴と情報
リリース

変更内容

Cisco IOS Release 15.0(2)EXCisco IOS Release 15.2(5)E

この機能が導入されました。
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表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シスコ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 からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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SNMP の前提条件
サポートされている SNMP バージョン
このソフトウェア リリースは、次の SNMP バージョンをサポートしています。
• SNMPv1：RFC1157 に規定された SNMP（完全インターネット標準）。
• SNMPv2C は、SNMPv2Classic のバルク検索機能を残し、エラー処理を改善したうえで、
SNMPv2Classic のパーティ ベースの管理およびセキュリティ フレームワークをコミュニティ
ストリング ベースの管理フレームワークに置き換えたものです。次の機能があります。
◦ SNMPv2：RFC 1902 ～ 1907 に規定された SNMP バージョン 2（ドラフト版インターネッ
ト標準）
◦ SNMPv2C：RFC 1901 に規定された SNMPv2 のコミュニティ ストリング ベースの管理
フレームワーク（試験版インターネット プロトコル）
• SNMPv3：SNMP のバージョン 3 は、RFC 2273 ～ 2275 に規定されている相互運用可能な標
準ベース プロトコルです。SNMPv3 は、ネットワーク上のパケットを認証、暗号化すること
でデバイスへのアクセスに対するセキュリティを提供します。SNMPv3は、次のセキュリティ
機能を備えています。
◦ メッセージの完全性：パケットが伝送中に改ざんされないようにします。
◦ 認証：有効な送信元からのメッセージであるかどうかを判別します。
◦ 暗号化：パッケージの内容をミキシングし、許可されていない送信元に内容が読まれる
ことを防止します。

（注）

暗号化を選択するには、priv キーワードを入力します。
SNMPv1 と SNMPv2C は、ともにコミュニティベース形式のセキュリティを使用します。エージェ
ントの MIB にアクセスできるマネージャのコミュニティが、IP アドレス アクセス コントロール
リストおよびパスワードによって定義されます。
SNMPv2C にはバルク検索機能が組み込まれ、より詳細なエラー メッセージを管理ステーション
に報告します。バルク検索機能は、テーブルや大量の情報を検索し、必要な往復回数を削減しま
す。SNMPv2C ではエラー処理機能が改善され、さまざまなエラーを区別するための拡張エラー
コードが使用されています。これらのエラーは、SNMPv1 では単一のエラー コードで報告されま
す。SNMPv2 では、エラー リターン コードでエラー タイプが報告されるようになりました。
SNMPv3 では、セキュリティ モデルとセキュリティ レベルの両方が提供されています。セキュリ
ティ モデルは、ユーザとユーザが属しているグループ用に設定された認証方式です。セキュリ
ティレベルとは、セキュリティモデル内で許可されるセキュリティのレベルです。セキュリティ
レベルとセキュリティ モデルの組み合わせにより、SNMP パケットを扱うときに使用するセキュ
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リティ方式が決まります。使用可能なセキュリティ モデルは、SNMPv1、SNMPv2C、および
SNMPv3 です。
次の表では、この特性を識別し、セキュリティモデルとセキュリティレベルの異なる組み合わせ
を比較します。
表 47：SNMP セキュリティ モデルおよびセキュリティ レベル

モデル

レベル

認証

暗号化

結果

SNMPv1

noAuthNoPriv

コミュニティスト 未対応
リング

コミュニティスト
リングの照合を使
用して認証しま
す。

SNMPv2C

noAuthNoPriv

コミュニティスト 未対応
リング

コミュニティスト
リングの照合を使
用して認証しま
す。

SNMPv3

noAuthNoPriv

ユーザ名

未対応

ユーザ名の照合を
使用して認証しま
す。

SNMPv3

authNoPriv

Message Digest 5
未対応
（MD5）または
Secure Hash
Algorithm（SHA）

HMAC-MD5 アル
ゴリズムまたは
HMAC-SHA アル
ゴリズムに基づい
て認証します。
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モデル

レベル

認証

暗号化

結果

SNMPv3

authPriv

MD5 または SHA

データ暗号規格
（DES）または
Advanced
Encryption Standard
（AES）

HMAC-MD5 アル
ゴリズムまたは
HMAC-SHA アル
ゴリズムに基づい
て認証します。
次の暗号化アルゴ
リズムで、
User-based Security
Model（USM）を
指定できます。
• CBC-DES
（DES-56）
規格に基づ
く認証に加
えた DES 56
ビット暗号
化
• 3DES 168
ビット暗号
化
• AES 128 ビッ
ト暗号化、
192 ビット暗
号化、また
は 256 ビッ
ト暗号化

管理ステーションでサポートされている SNMP バージョンを使用するには、SNMP エージェント
を設定する必要があります。エージェントは複数のマネージャと通信できるため、SNMPv1、
SNMPv2C、および SNMPv3 を使用する通信をサポートするようにソフトウェアを設定できます。

SNMP の制約事項
バージョンの制約事項
• SNMPv1 は informs をサポートしていません。
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SNMP に関する情報
SNMP の概要
SNMP は、マネージャとエージェント間の通信のメッセージ フォーマットを提供するアプリケー
ションレイヤ プロトコルです。SNMP システムは、SNMP マネージャ、SNMP エージェント、お
よび管理情報ベース（MIB）で構成されます。SNMP マネージャは、Cisco Prime Infrastructure な
どのネットワーク管理システム（NMS）に統合できます。エージェントおよび MIB は、スイッチ
に常駐します。スイッチ 上で SNMP を設定するには、マネージャとエージェント間の関係を定義
します。
SNMP エージェントは MIB 変数を格納し、SNMP マネージャはこの変数の値を要求または変更で
きます。マネージャはエージェントから値を取得したり、エージェントに値を格納したりできま
す。エージェントは、デバイス パラメータやネットワーク データの保存場所である MIB から値
を収集します。また、エージェントはマネージャのデータ取得またはデータ設定の要求に応答で
きます。
エージェントは非送信請求トラップをマネージャに送信できます。トラップは、ネットワーク上
のある状態を SNMP マネージャに通知するメッセージです。トラップは不正なユーザ認証、再起
動、リンク ステータス（アップまたはダウン）、MAC アドレス追跡、TCP 接続の終了、ネイバー
との接続の切断などの重要なイベントの発生を意味する場合があります。

SNMP マネージャ機能
SNMP マネージャは、MIB 情報を使用して、次の表に示す動作を実行します。
表 48：SNMP の動作

動作

説明

get-request

特定の変数から値を取得します。

get-next-request テーブル内の変数から値を取得します。3
get-bulk-request4 テーブルの複数の行など、通常はサイズの小さい多数のデータ ブロックに分割
して送信する必要がある巨大なデータ ブロックを取得します。
get-response

NMS から送信される get-request、get-next-request、および set-request に対して応
答します。

set-request

特定の変数に値を格納します。

trap

SNMP エージェントから SNMP マネージャに送られる、イベントの発生を伝え
る非送信請求メッセージです。

3

この動作を使用した場合、SNMP マネージャは厳密な変数名を知る必要はありません。テーブル内を順に検索して、必要な変数を検出しま
す。
4
get-bulk コマンドを使用できるのは、SNMPv2 以上に限られます。

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーション
ガイド
467

SNMP に関する情報

SNMP エージェント機能
SNMP エージェントは、次のようにして SNMP マネージャ要求に応答します。
• MIB 変数の取得：SNMP エージェントは NMS からの要求に応答して、この機能を開始しま
す。エージェントは要求された MIB 変数の値を取得し、この値を使用して NMS に応答しま
す。
• MIB 変数の設定：SNMP エージェントは NMS からのメッセージに応答して、この機能を開
始します。SNMP エージェントは、MIB 変数の値を NMS から要求された値に変更します。
エージェントで重要なイベントが発生したことを NMS に通知するために、SNMP エージェントは
非送信請求トラップ メッセージも送信します。トラップ条件の例には、ポートまたはモジュール
がアップまたはダウン状態になった場合、スパニングツリー トポロジが変更された場合、認証に
失敗した場合などがあります。
関連トピック
SNMP エージェントのディセーブル化, （472 ページ）
SNMP ステータスのモニタリング, （490 ページ）
エージェント コンタクトおよびロケーションの設定, （486 ページ）

SNMP コミュニティ ストリング
SNMP コミュニティ ストリングは、MIB オブジェクトへのアクセスを認証し、組み込みパスワー
ドとして機能します。NMS が スイッチ にアクセスするには、NMS 上のコミュニティ ストリング
定義が スイッチ 上の 3 つのコミュニティ ストリング定義の少なくとも 1 つと一致しなければな
りません。
コミュニティ ストリングの属性は、次のいずれかです。
• 読み取り専用（RO）：コミュニティ ストリングを除き MIB 内のすべてのオブジェクトに、
許可された管理ステーションに対する読み取りアクセス権を与えますが、書き込みアクセス
は許可しません。
• 読み取り-書き込み（RW）：MIB 内のすべてのオブジェクトに、許可された管理ステーショ
ンに対する読み取りおよび書き込みアクセス権を与えますが、コミュニティ ストリングへの
アクセスは許可しません。
• クラスタを作成すると、コマンド スイッチがメンバ スイッチと SNMP アプリケーション間
のメッセージ交換を管理します。Network Assistant ソフトウェアは、コマンド スイッチ上で
最初に設定された RW および RO コミュニティ ストリングにメンバ スイッチ番号（@esN、
N はスイッチ番号）を追加し、これらのストリングをメンバ スイッチに伝播します。
関連トピック
コミュニティ ストリングの設定, （474 ページ）
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SNMP MIB 変数アクセス
NMS の例として、Cisco Prime Infrastructure ネットワーク管理ソフトウェアがあります。Cisco Prime
Infrastructure 2.0 ソフトウェアは、スイッチ MIB 変数を使用して装置変数を設定し、ネットワーク
上の装置をポーリングして特定の情報を取得します。ポーリング結果は、グラフ形式で表示され
ます。この結果を解析して、インターネットワーキング関連の問題のトラブルシューティング、
ネットワーク パフォーマンスの改善、デバイス設定の確認、トラフィック負荷のモニタなどを行
うことができます。
次の図に示すように、SNMP エージェントは MIB からデータを収集します。エージェントは SNMP
マネージャに対し、トラップ（特定イベントの通知）を送信でき、SNMP マネージャはトラップ
を受信して処理します。トラップは、ネットワーク上で発生した不正なユーザ認証、再起動、リ
ンク ステータス（アップまたはダウン）、MAC アドレス トラッキングなどの状況を SNMP マ
ネージャに通知します。SNMP エージェントはさらに、SNMP マネージャから get-request、
get-next-request、および set-request 形式で送信される MIB 関連のクエリに応答します。
図 39：SNMP ネットワーク

SNMP 通知
SNMP を使用すると、特定のイベントが発生した場合に、スイッチから SNMP マネージャに通知
を送信できます。SNMP 通知は、トラップまたは情報要求として送信できます。コマンド構文で
は、トラップまたは情報を選択するオプションがコマンドにない限り、キーワード traps はトラッ
プ、情報、またはその両方を表します。snmp-server host コマンドを使用して、トラップまたは情
報として SNMP 通知を送信するかどうかを指定します。

（注）

SNMPv1 は informs をサポートしていません。
トラップは信頼性に欠けます。受信側はトラップを受信しても確認応答を送信しないので、トラッ
プが受信されたかどうかが送信側にわからないからです。情報要求の場合、受信した SNMP マ
ネージャは SNMP 応答プロトコル データ ユニット（PDU）でメッセージを確認します。送信側
が応答を受信しなかった場合は、再び情報要求を送信できます。再送信できるので、情報の方が
トラップより意図した宛先に届く可能性が高くなります。
情報の方がトラップより信頼性が高いのは、スイッチおよびネットワークのリソースを多く消費
するという特性にも理由があります。送信と同時に廃棄されるトラップと異なり、情報要求は応
答を受信するまで、または要求がタイムアウトになるまで、メモリ内に保持されます。トラップ
の送信は 1 回限りですが、情報は数回にわたって再送信つまり再試行が可能です。再送信の回数
が増えるとトラフィックが増加し、ネットワークのオーバーヘッドが高くなる原因にもなります。
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したがって、トラップにするか情報にするかは、信頼性を取るかリソースを取るかという選択に
なります。SNMP マネージャですべての通知を受信することが重要な場合は、情報要求を使用し
てください。ネットワークまたはスイッチ のメモリ上のトラフィックが問題になる場合で、なお
かつ通知が不要な場合は、トラップを使用してください。
関連トピック
SNMP 通知の設定, （480 ページ）
SNMP ステータスのモニタリング, （490 ページ）

SNMP ifIndex MIB オブジェクト値
NMS の IF-MIB は、物理インターフェイスまたは論理インターフェイスを識別する、ゼロより大
きい一意の値である interface index（ifIndex）オブジェクト値の生成および割り当てを行います。
スイッチの再起動またはスイッチ ソフトウェアのアップグレード時に、スイッチは、インター
フェイスにこれと同じ値を使用します。たとえば、スイッチのポート 2 に 10003 という ifIndex 値
が割り当てられていると、スイッチの再起動後も同じ値が使用されます。
スイッチは、次の表内のいずれかの値を使用して、インターフェイスに ifIndex 値を割り当てま
す。
表 49：ifIndex 値

インターフェイス タイプ

ifIndex 範囲

5

SVI

1 ～ 4999

EtherChannel

5001 ～ 5048

トンネル

5078 ～ 5142

タイプとポート番号に基づく物理（ギガビット イーサネットまたは SFP6
モジュール インターフェイスなど）

10000 ～ 14500

ヌル

14501

ループバックおよびトンネル

24567+

5
SVI = スイッチ仮想インターフェイス
6 SFP = Small Form-Factor Pluggable

SNMP のデフォルト設定
機能

デフォルト設定

SNMP エージェント

ディセーブル7

SNMP トラップ レシーバ

未設定
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7

機能

デフォルト設定

SNMP トラップ

TCP 接続のトラップ（tty）以外は、イネーブルではありません。

SNMP バージョン

バージョン キーワードがない場合、デフォルトはバージョン 1 に
なります。

SNMPv3 認証

キーワードを入力しなかった場合、セキュリティ レベルはデフォ
ルトで noauth（noAuthNoPriv）になります。

SNMP 通知タイプ

タイプが指定されていない場合、すべての通知が送信されます。

これは、スイッチが起動し、スタートアップ コンフィギュレーションに snmp-server グローバル コンフィギュレーション コマンドが設定
されていない場合のデフォルトです。

SNMP 設定時の注意事項
スイッチが起動し、スイッチのスタートアップ コンフィギュレーションに少なくとも 1 つの
snmp-server グローバル コンフィギュレーション コマンドが設定されている場合、SNMP エージェ
ントはイネーブルになります。
SNMP グループは、SNMP ユーザを SNMP ビューに対応付けるテーブルです。SNMP ユーザは、
SNMP グループのメンバです。SNMP ホストは、SNMP トラップ動作の受信側です。SNMP エン
ジン ID は、ローカルまたはリモート SNMP エンジンの名前です。
SNMP グループを設定するときには、次の注意事項に従ってください。
• SNMP グループを設定するときは、通知ビューを指定しません。snmp-server host グローバ
ル コンフィギュレーション コマンドがユーザの通知ビューを自動生成し、そのユーザを対
応するグループに追加します。グループの通知ビューを変更すると、そのグループに対応付
けられたすべてのユーザが影響を受けます。
• リモート ユーザを設定する場合は、ユーザが存在するデバイスのリモート SNMP エージェン
トに対応する IP アドレスまたはポート番号を指定します。
• 特定のエージェントのリモート ユーザを設定する前に、snmp-server engineID グローバル コ
ンフィギュレーション コマンドを remote オプションとともに使用して、SNMP エンジン ID
を設定してください。リモート エージェントの SNMP エンジン ID およびユーザ パスワード
を使用して認証およびプライバシー ダイジェストが算出されます。先にリモート エンジン
ID を設定しておかないと、コンフィギュレーション コマンドがエラーになります。
• SNMP 情報を設定するときには、プロキシ要求または情報の送信先となるリモート エージェ
ントの SNMP エンジン ID を SNMP データベースに設定しておく必要があります。
• ローカル ユーザがリモート ホストと関連付けられていない場合、スイッチは auth
（authNoPriv）および priv（authPriv）の認証レベルの情報を送信しません。
• SNMP エンジン ID の値を変更すると、重大な影響が生じます。（コマンド ラインで入力さ
れた）ユーザのパスワードは、パスワードおよびローカル エンジン ID に基づいて、MD5 ま
たは SHA セキュリティ ダイジェストに変換されます。コマンド ラインのパスワードは、RFC
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2274 の規定に従って廃棄されます。このようにパスワードが廃棄されるため、エンジン ID
値を変更した場合は SNMPv3 ユーザのセキュリティ ダイジェストが無効となり、snmp-server
user username グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、SNMP ユーザを再
設定する必要があります。エンジン ID を変更した場合は、同様の制限によってコミュニティ
ストリングも再設定する必要があります。
関連トピック
SNMP グループおよびユーザの設定, （476 ページ）
SNMP ステータスのモニタリング, （490 ページ）

SNMP の設定方法
SNMP エージェントのディセーブル化
no snmp-server グローバル コンフィギュレーション コマンドは、デバイス上で実行している SNMP
エージェントのすべてのバージョン（バージョン 1、バージョン 2C、バージョン 3）をディセー
ブルにします。入力した最初の snmp-server グローバル コンフィギュレーション コマンドによっ
て、SNMP エージェントのすべてのバージョンを再度イネーブルにします。特に SNMP をイネー
ブルにするために指定された Cisco IOS コマンドはありません。
SNMP エージェントをディセーブルにするには、次の手順を実行します。

はじめる前に
SNMP エージェントをディセーブルにする前にイネーブルにする必要があります。デバイス上で
入力した最初の snmp-server グローバル コンフィギュレーション コマンドによって SNMP エー
ジェントがイネーブルになります。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. no snmp-server
4. end
5. show running-config
6. copy running-config startup-config

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
472

SNMP の設定方法

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。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

no snmp-server

SNMP エージェント動作をディセーブルにしま
す。

例：
Switch(config)# no snmp-server

ステップ 4

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 5

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定
を保存します。

例：
Switch# copy running-config startup-config

関連トピック
SNMP エージェント機能, （468 ページ）
SNMP ステータスのモニタリング, （490 ページ）
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コミュニティ ストリングの設定
SNMP マネージャとエージェントの関係を定義するには、SNMP コミュニティ ストリングを使用
します。コミュニティ ストリングは、スイッチ上のエージェントへのアクセスを許可する、パス
ワードと同様の役割を果たします。ストリングに対応する次の特性を 1 つまたは複数指定するこ
ともできます。
• コミュニティ ストリングを使用してエージェントにアクセスできる SNMP マネージャの IP
アドレスのアクセス リスト
• 指定のコミュニティにアクセスできるすべての MIB オブジェクトのサブセットを定義する
MIB ビュー
• コミュニティにアクセスできる MIB オブジェクトの読み書き権限または読み取り専用権限
スイッチ上でコミュニティ ストリングを設定するには、次の手順を実行します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. snmp-server community string[view view-name][ro|rw][access-list-number]
4. access-list access-list-number{deny|permit} source[source-wildcard]
5. end
6. show running-config
7. 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。パスワードを入力します
（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

snmp-server community string[view コミュニティ ストリングを設定します。
view-name][ro|rw][access-list-number]
（注）
コンテキスト情報を区切るには @ 記号を使用します。こ
のコマンドの設定時に SNMP コミュニティ ストリングの
一部として @ 記号を使用しないでください。
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コマンドまたはアクション

目的
• string には、パスワードと同様に機能し、SNMP プロトコルへ

例：
Switch(config)# snmp-server
community comaccess ro 4

のアクセスを許可するストリングを指定します。任意の長さの
コミュニティ ストリングを 1 つまたは複数設定できます。
• （任意）view には、コミュニティがアクセスできるビュー レ
コードを指定します。
• （任意）許可された管理ステーションで MIB オブジェクトを
取得する場合は読み取り専用（ro）、許可された管理ステー
ションで MIB オブジェクトを取得および変更する場合は読み
書き（rw）を指定します。デフォルトでは、コミュニティ ス
トリングはすべてのオブジェクトに対する読み取り専用アクセ
スを許可します。
• （任意）access-list-number には、1 ～ 99 および 1300 ～ 1999 の
標準 IP アクセス リスト番号を入力します。

ステップ 4

access-list
access-list-number{deny|permit}
source[source-wildcard]

（任意）ステップ 3 で標準 IP アクセス リスト番号を指定してリス
トを作成した場合は、必要に応じてコマンドを繰り返します。
• access-list-number には、ステップ 3 で指定したアクセス リスト
番号を入力します。

例：
Switch(config)# access-list 4
deny any

• deny キーワードは、条件が一致した場合にアクセスを拒否し
ます。permit キーワードは、条件が一致した場合にアクセスを
許可します。
• source には、コミュニティ ストリングを使用してエージェント
にアクセスできる SNMP マネージャの IP アドレスを入力しま
す。
• （任意）source-wildcard には、source に適用されるワイルドカー
ド ビットをドット付き 10 進表記で入力します。無視するビッ
ト位置には 1 を設定します。
アクセス リストの末尾には、すべてに対する暗黙の拒否ステートメ
ントが常に存在することに注意してください。

ステップ 5

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーション
ガイド
475

SNMP の設定方法

ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 7

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

次の作業
SNMP コミュニティのアクセスをディセーブルにするには、そのコミュニティのコミュニティ ス
トリングをヌル ストリングに設定します（コミュニティ ストリングに値を入力しないでくださ
い）。
特定のコミュニティ ストリングを削除するには、no snmp-server コミュニティ ストリング グロー
バル コンフィギュレーション コマンドを使用します。
スイッチのローカルまたはリモート SNMP サーバ エンジンを表す識別名（エンジン ID）を指定
できます。SNMP ユーザを SNMP ビューにマッピングする、SNMP サーバ グループを設定し、新
規ユーザを SNMP グループに追加できます。
関連トピック
SNMP コミュニティ ストリング, （468 ページ）

SNMP グループおよびユーザの設定
スイッチのローカルまたはリモート SNMP サーバ エンジンを表す識別名（エンジン ID）を指定
できます。SNMP ユーザを SNMP ビューにマッピングする、SNMP サーバ グループを設定し、新
規ユーザを SNMP グループに追加できます。
スイッチ上の SNMP グループとユーザを設定するには、次の手順を実行します。
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手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. snmp-server engineID{local engineid-string|remote ip-address[udp-port port-number] engineid-string}
4. snmp-server group group-name{v1|v2c|v3{auth|noauth|priv}}[read readview][write writeview][notify
notifyview][access access-list]
5. snmp-server user username group-name{remote host[udp-port port]}{v1[access access-list]|v2c[access
access-list]|v3[encrypted][access access-list][auth{md5|sha}
auth-password]}[priv{des|3des|aes{128|192|256}} priv-password]
6. end
7. show running-config
8. 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。パスワードを入力
します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステッ
プ2

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

configureterminal
例：
Switch# configure terminal

ステッ
プ3

snmp-server engineID{local
engineid-string|remote ip-address[udp-port
port-number] engineid-string}

SNMP のローカル コピーまたはリモート コピーに名前を設定
します。
• engineid-string は、SNMP のコピー名を指定する 24 文字

例：
Switch(config)# snmp-server engineID local
1234

の ID ストリングです。後続ゼロが含まれる場合は、24
文字のエンジン ID すべてを指定する必要はありません。
指定するのは、エンジン ID のうちゼロのみが続く箇所
を除いた部分だけです。手順例では、
123400000000000000000000 のエンジン ID を設定します。
• remoteを指定した場合、SNMP のリモート コピーが置か
れているデバイスの ip-address を指定し、任意でリモー
ト デバイスのユーザ データグラム プロトコル（UDP）
ポートを指定します。デフォルトは 162 です。

ステッ
プ4

snmp-server group
リモート デバイス上で新しい SNMP グループを設定します。
group-name{v1|v2c|v3{auth|noauth|priv}}[read
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コマンドまたはアクション

目的

readview][write writeview][notify
notifyview][access access-list]

group-name には、グループの名前を指定します。
次のいずれかのセキュリティ モデルを指定します。

例：

• v1 ：最も安全性の低いセキュリティ モデルです。

Switch(config)# snmp-server group public
v2c access lmnop

• v2c ：2 番目に安全性の低いセキュリティ モデルです。
標準の 2 倍の幅で情報および整数を伝送できます。
• v3：最も安全なセキュリティ モデルです。次の認証レベ
ルの 1 つを選択する必要があります。
auth：Message Digest 5（MD5）およびセキュア ハッシュ
アルゴリズム（SHA）によるパケット認証が可能です。
noauth：noAuthNoPriv セキュリティ レベルをイネーブ
ルにします。キーワードを指定しなかった場合、これが
デフォルトです。
priv：データ暗号規格（DES）によるパケット暗号化
（「プライバシー」ともいう）をイネーブルにします。
（任意）read readview とともに、エージェントの内容を表示
できるビューの名前を表すストリング（64 文字以下）を入力
します。
（任意）write writeview とともに、データを入力し、エージェ
ントの内容を設定できるビューの名前を表すストリング（64
文字以下）を入力します。
（任意）notify notifyview とともに、通知、情報、またはト
ラップを指定するビューの名前を表すストリング（64 文字以
下）を入力します。
（任意）access access-list とともに、アクセス リスト名のスト
リング（64 文字以下）を入力します。

ステッ
プ5

snmp-server user username group-name{remote
host[udp-port port]}{v1[access
access-list]|v2c[access
access-list]|v3[encrypted][access
access-list][auth{md5|sha}
auth-password]}[priv{des|3des|aes{128|192|256}}
priv-password]
例：
Switch(config)# snmp-server user Pat public
v2c

SNMP グループに対して新規ユーザを追加します。
username は、エージェントに接続するホスト上のユーザ名で
す。
group-name は、ユーザが関連付けられているグループの名前
です。
remote を入力して、ユーザが所属するリモート SNMP エン
ティティおよびそのエンティティのホスト名または IP アドレ
スとともに、任意で UDP ポート番号を指定します。デフォル
トは 162 です。
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コマンドまたはアクション

目的
SNMP バージョン番号（v1、v2c、または v3）を入力します。
v3 を入力すると、次のオプションが追加されます。
• encrypted ：パスワードを暗号化形式で表示するように
指定します。このキーワードは、v3 キーワードが指定さ
れている場合のみ使用可能です。
• auth ：HMAC-MD5-96（md5）または HMAC-SHA-96
（sha）のいずれかの認証レベルを使用できる認証レベ
ル設定セッションで、パスワード ストリング
auth-password（64 文字以下）が必要です。
v3 を入力すると、次のキーワードを使用して（64 文字以
下）、プライベート（priv）暗号化アルゴリズムおよびパス
ワード ストリング priv-password を設定することもできます。
• priv ：ユーザベース セキュリティ モデル（USM）を指
定します。
• des ：56 ビット DES アルゴリズムの使用を指定します。
• 3des ：168 ビット DES アルゴリズムの使用を指定しま
す。
• aes ：DES アルゴリズムの使用を指定します。128 ビッ
ト暗号化、192 ビット暗号化、または 256 ビット暗号化
のいずれかを選択する必要があります。
（任意）access access-list とともに、アクセス リスト名のスト
リング（64 文字以下）を入力します。

ステッ
プ6

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステッ
プ7

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステッ
プ8

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存しま
す。

例：
Switch# copy running-config startup-config
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コマンドまたはアクション

目的

関連トピック
SNMP 設定時の注意事項, （471 ページ）
SNMP ステータスのモニタリング, （490 ページ）

SNMP 通知の設定
トラップ マネージャは、トラップを受信して処理する管理ステーションです。トラップは、特定
のイベントが発生したときにスイッチが生成するシステム アラートです。デフォルトでは、ト
ラップ マネージャは定義されず、トラップは送信されません。この Cisco IOS Release が稼働して
いるスイッチでは、トラップ マネージャを無制限に設定できます。

（注）

コマンド構文で traps というワードを使用するコマンドは多数あります。トラップまたは情報
を選択するオプションがコマンドにない限り、キーワード traps はトラップ、情報のいずれ
か、またはその両方を表します。snmp-server host グローバル コンフィギュレーション コマン
ドを使用して、トラップまたは情報として SNMP 通知を送信するかどうかを指定します。
グローバル コンフィギュレーション コマンドを snmp-server host グローバル コンフィギュレー
ション コマンドと組み合わせて使用すると、次の表に示す通知タイプを特定のホストで受信でき
ます。これらのトラップの一部または全部をイネーブルにして、これを受信するようにトラップ
マネージャを設定できます。
表 50：デバイスの通知タイプ

通知タイプのキーワード

説明

bridge

STP ブリッジ MIB トラップを生成します。

cluster

クラスタ設定が変更された場合に、トラップを生成します。

config

SNMP 設定が変更された場合に、トラップを生成します。

copy-config

SNMP コピー設定が変更された場合に、トラップを生成しま
す。

cpu threshold

CPU に関連したトラップをイネーブルにします。

entity

SNMP エンティティが変更された場合に、トラップを生成し
ます。
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通知タイプのキーワード

説明

envmon

環境モニタ トラップを生成します。ファン（fan）、シャッ
トダウン（shutdown）、ステータス（status）、電源
（supply）、温度（temperature）の環境トラップのいずれか
またはすべてをイネーブルにできます。

errdisable

ポート VLAN が errdisable ステートになった場合に、トラッ
プを生成します。1 分あたりの最大トラップ速度も設定でき
ます。指定できる範囲は 0 ～ 10000 です。デフォルトは 0
で、レート制限がないという意味です。

flash

SNMP FLASH 通知を生成します。スイッチ スタックでは、
オプションとして、フラッシュの追加または削除に関する通
知をイネーブルにできます。このようにすると、スタックか
らスイッチを削除するか、またはスタックにスイッチを追加
した場合に（物理的な取り外し、電源の再投入、またはリ
ロードの場合に）、トラップが発行されます。

fru-ctrl

エンティティ現場交換可能ユニット（FRU）制御トラップを
生成します。スイッチ スタックでは、このトラップはスタッ
クにおけるスイッチの挿入/取り外しを意味します。

hsrp

ホットスタンバイ ルータ プロトコル（HSRP）が変更された
場合に、トラップを生成します。

ipmulticast

IP マルチキャスト ルーティングが変更された場合に、トラッ
プを生成します。

mac-notification

MAC アドレス通知のトラップを生成します。

msdp

Multicast Source Discovery Protocol（MSDP）が変更された場
合に、トラップを生成します。

ospf

Open Shortest Path First（OSPF）が変更された場合に、トラッ
プを生成します。シスコ固有、エラー、リンクステート ア
ドバタイズ、レート制限、再送信、ステート変更に関するト
ラップを任意にイネーブルにできます。

pim

Protocol-Independent Multicast（PIM）が変更された場合に、
トラップを生成します。無効な PIM メッセージ、ネイバー
変更、およびランデブー ポイント（RP）マッピングの変更
に関するトラップを任意にイネーブルにできます。
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通知タイプのキーワード

説明

port-security

SNMP ポート セキュリティ トラップを生成します。1 秒あ
たりの最大トラップ速度も設定できます。指定できる範囲は
0 ～ 1000 秒です。デフォルトは 0 秒で、レート制限がない
という意味です。
通知タイプ port-security を使用してトラップを設
定する際に、まずポート セキュリティ トラップを
設定して、次に以下のポート セキュリティ トラッ
プ レートを設定します。
1 snmp-server enable trapsport-security
（注）

2 snmp-server enable trapsport-securitytrap-rate rate
rtr

SNMP Response Time Reporter（RTR）のトラップを生成しま
す。

snmp

認証、コールド スタート、ウォーム スタート、リンク アッ
プ、またはリンク ダウンについて、SNMP タイプ通知のト
ラップを生成します。

storm-control

SNMP ストーム制御のトラップを生成します。1 分あたりの
最大トラップ速度も設定できます。指定できる範囲は 0 ～
1000 です。デフォルトは 0 に設定されています（制限なし
の状態では、発生ごとにトラップが送信されます）。

stpx

SNMP STP 拡張 MIB トラップを生成します。

syslog

SNMP の Syslog トラップを生成します。

tty

TCP 接続のトラップを生成します。このトラップは、デフォ
ルトでイネーブルに設定されています。

vlan-membership

SNMP VLAN メンバーシップが変更された場合に、トラップ
を生成します。

vlancreate

SNMP VLAN 作成トラップを生成します。

vlandelete

SNMP VLAN 削除トラップを生成します。

vtp

VLAN トランキング プロトコル（VTP）が変更された場合
に、トラップを生成します。

ホストにトラップまたは情報を送信するようにスイッチを設定するには、次の手順を実行します。
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手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. snmp-server engineID remote ip-address engineid-string
4. snmp-server user username group-name{remote host[udp-port port]}{v1[access access-list]|v2c[access
access-list]|v3[encrypted][access access-list][auth{md5|sha} auth-password]}
5. snmp-server group group-name{v1|v2c|v3{auth|noauth|priv}}[read readview][write writeview][notify
notifyview][access access-list]
6. snmp-server host host-addr[informs|traps][version{1|2c|3{auth|noauth|priv}}]
community-string[notification-type]
7. snmp-server enable traps notification-types
8. snmp-server trap-source interface-id
9. snmp-server queue-length length
10. snmp-server trap-timeout seconds
11. end
12. show running-config
13. 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。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステッ
プ2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Switch# configure terminal

ステッ
プ3

snmp-server engineID remote ip-address engineid-string

リモート ホストのエンジン ID を指定します。

例：
Switch(config)# snmp-server engineID remote
192.180.1.27 00000063000100a1c0b4011b

ステッ
プ4

snmp-server user username group-name{remote host[udp-port SNMP ユーザを設定し、ステップ 3 で作成した
port]}{v1[access access-list]|v2c[access
リモート ホストに関連付けます。
access-list]|v3[encrypted][access access-list][auth{md5|sha}
auth-password]}
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

例：
Switch(config)#

ステッ
プ5

snmp-server user Pat public v2c

アドレスに対応するリモート ユーザを
設定するには、先にリモート ホストの
エンジン ID を設定しておく必要があ
ります。このようにしないと、エラー
メッセージが表示され、コマンドが実
行されません。

snmp-server group
SNMP グループを設定します。
group-name{v1|v2c|v3{auth|noauth|priv}}[read
readview][write writeview][notify notifyview][access access-list]
例：
Switch(config)# snmp-server group public v2c access
lmnop

ステッ
プ6

snmp-server host
SNMP トラップ動作の受信先を指定します。
host-addr[informs|traps][version{1|2c|3{auth|noauth|priv}}]
host-addr には、ホスト（対象となる受信側）の
community-string[notification-type]
名前またはインターネット アドレスを指定しま
す。
例：
Switch(config)# snmp-server host 203.0.113.1 comaccess
snmp

（任意）SNMP トラップをホストに送信するに
は、traps（デフォルト）を指定します。
（任意）SNMP 情報をホストに送信するには、
informs を指定します。
（任意）SNMP version（1、2c、または 3）を指
定します。SNMPv1 は informs をサポートしてい
ません。
（任意）バージョン 3 の場合、認証レベル auth、
noauth、または priv を選択します。
priv キーワードは、暗号化ソフトウェ
ア イメージがインストールされている
場合のみ使用可能です。
community-string には、version 1 または version
2c が指定されている場合、通知動作で送信され
る、パスワードに類似したコミュニティ ストリ
ングを入力します。version 3 が指定されている
場合、SNMPv3 ユーザ名を入力します。
（注）

コンテキスト情報を区切るには @ 記号を使用し
ます。このコマンドの設定時に SNMP コミュニ
ティ ストリングの一部として @ 記号を使用しな
いでください。
（任意）notification-type には、上の表に記載され
ているキーワードを使用します。タイプが指定
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コマンドまたはアクション

目的
されていない場合、すべての通知が送信されま
す。

ステッ
プ7

snmp-server enable traps notification-types
例：
Switch(config)# snmp-server enable traps snmp

スイッチでのトラップまたはインフォームの送
信をイネーブルにし、送信する通知の種類を指
定します。通知タイプの一覧については、上の
表を参照するか、次のコマンドを入力してくだ
さい。 snmp-server enable traps?
複数のトラップタイプをイネーブルにするには、
トラップ タイプごとに snmp-server enable traps
コマンドを個別に入力する必要があります。
（注）

通知タイプ port-security を使用してト
ラップを設定する際に、まずポートセ
キュリティトラップを設定して、次に
以下のポート セキュリティ トラップ
レートを設定します。
1 snmp-server enable trapsport-security
2 snmp-server enable
trapsport-securitytrap-rate rate

ステッ
プ8

snmp-server trap-source interface-id
例：
Switch(config)# snmp-server trap-source
GigabitEthernet1/0/1

ステッ
プ9

snmp-server queue-length length
例：

（任意）送信元インターフェイスを指定します。
このインターフェイスによってトラップメッセー
ジの IP アドレスが提供されます。情報の送信元
IP アドレスも、このコマンドで設定します。
（任意）各トラップ ホストのメッセージ キュー
の長さを指定します。指定できる範囲は 1 ～ 1000
です。デフォルトは 10 です。

Switch(config)# snmp-server queue-length 20

ステッ
プ 10

snmp-server trap-timeout seconds
例：

（任意）トラップ メッセージを再送信する頻度
を指定します。指定できる範囲は 1 ～ 1000 で
す。デフォルトは 30 秒です。

Switch(config)# snmp-server trap-timeout 60

ステッ
プ 11

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end
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ステッ
プ 12

コマンドまたはアクション

目的

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステッ
プ 13

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設
定を保存します。

例：
Switch# copy running-config startup-config

次の作業
snmp-server host コマンドでは、通知を受信するホストを指定します。snmp-server enable traps コ
マンドによって、指定された通知方式（トラップおよび情報）がグローバルでイネーブルになり
ます。ホストが情報を受信できるようにするには、そのホストに対応する snmp-server host informs
コマンドを設定しsnmp-server enable traps コマンドを使用して情報をグローバルにイネーブルに
する必要があります。
指定したホストがトラップを受信しないようにするには、no snmp-server host host グローバル コ
ンフィギュレーション コマンドを使用します。キーワードを指定しないで no snmp-server host コ
マンドを使用すると、ホストへのトラップはディセーブルになりますが、情報はディセーブルに
なりません。情報をディセーブルにするには、no snmp-server host informs グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用してください。特定のトラップ タイプをディセーブルにするに
は、no snmp-server enable traps notification-types グローバル コンフィギュレーション コマンドを
使用します。
関連トピック
SNMP 通知, （469 ページ）
SNMP ステータスのモニタリング, （490 ページ）

エージェント コンタクトおよびロケーションの設定
SNMP エージェントのシステム接点およびロケーションを設定して、コンフィギュレーション
ファイルからこれらの記述にアクセスできるようにするには、次の手順を実行します。
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手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. snmp-server contact text
4. snmp-server location text
5. end
6. show running-config
7. 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。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

snmp-server contact text

システムの連絡先文字列を設定します。

例：
Switch(config)# snmp-server contact Dial
System Operator at beeper 21555

ステップ 4

snmp-server location text

システムの場所を表す文字列を設定します。

例：
Switch(config)# snmp-server location Building
3/Room 222

ステップ 5

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 6

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

copy running-config startup-config

（任意）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：
Switch# copy running-config startup-config

関連トピック
SNMP エージェント機能, （468 ページ）

SNMP を通して使用する TFTP サーバの制限
SNMP を介したコンフィギュレーション ファイルの保存とロードに使用する TFTP サーバを、ア
クセス リストで指定されたサーバに限定するには、次の手順を実行します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. snmp-server tftp-server-list access-list-number
4. access-list access-list-number{deny|permit} source[source-wildcard]
5. end
6. show running-config
7. 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。パスワードを入力し
ます（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# 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

snmp-server tftp-server-list
access-list-number

SNMP を介したコンフィギュレーション ファイルのコピーに使
用する TFTP サーバを、アクセス リストのサーバに限定しま
す。

例：
Switch(config)# snmp-server
tftp-server-list 44

ステップ 4

access-list
access-list-number{deny|permit}
source[source-wildcard]
例：
Switch(config)# access-list 44
permit 10.1.1.2

access-list-number には、1 ～ 99 および 1300 ～ 1999 の標準 IP
アクセス リスト番号を入力します。
標準アクセス リストを作成し、コマンドを必要な回数だけ実行
します。
access-list-number には、ステップ 3 で指定したアクセス リスト
番号を入力します。
deny キーワードは、条件が一致した場合にアクセスを拒否しま
す。permit キーワードは、条件が一致した場合にアクセスを許
可します。
source には、スイッチにアクセスできる TFTP サーバの IP アド
レスを入力します。
（任意）source-wildcard には、source に適用されるワイルドカー
ド ビットをドット付き 10 進表記で入力します。無視するビッ
ト位置には 1 を設定します。
アクセス リストの末尾には、すべてに対する暗黙の拒否ステー
トメントが常に存在します。

ステップ 5

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 6

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 7

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存しま
す。

例：
Switch# copy running-config
startup-config
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SNMP ステータスのモニタリング
不正なコミュニティ ストリング エントリ、エラー、要求変数の数など、SNMP の入出力統計情報
を表示するには、show snmp 特権 EXEC コマンドを使用します。また、次の表にリストされたそ
の他の特権 EXEC コマンドを使用して、SNMP 情報を表示することもできます。
表 51：SNMP 情報を表示するためのコマンド

コマンド

目的

show snmp

SNMP 統計情報を表示します。
デバイスに設定されているローカル SNMP エンジンおよ
びすべてのリモートエンジンに関する情報を表示します。

show snmp group

ネットワーク上の各 SNMP グループに関する情報を表示
します。

show snmp pending

保留中の SNMP 要求の情報を表示します。

show snmp sessions

現在の SNMP セッションの情報を表示します。

show snmp user

SNMP ユーザ テーブルの各 SNMP ユーザ名に関する情報
を表示します。
（注）

このコマンドは、auth | noauth | priv モードの
SNMPv3 設定情報を表示するときに使用する必
要があります。この情報は、show running-config
の出力には表示されません。

関連トピック
SNMP エージェントのディセーブル化, （472 ページ）
SNMP エージェント機能, （468 ページ）
SNMP グループおよびユーザの設定, （476 ページ）
SNMP 設定時の注意事項, （471 ページ）
SNMP 通知の設定, （480 ページ）
SNMP 通知, （469 ページ）

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
490

SNMP の例

SNMP の例
次に、SNMP のすべてのバージョンをイネーブルにする例を示します。この設定では、任意の
SNMP マネージャがコミュニティ ストリング public を使用して、読み取り専用権限ですべてのオ
ブジェクトにアクセスできます。この設定では、スイッチ はトラップを送信しません。
Switch(config)# snmp-server community public

次に、任意の SNMP マネージャがコミュニティ ストリング public を使用して、読み取り専用権限
ですべてのオブジェクトにアクセスする例を示します。スイッチはさらに、SNMPv1 を使用して
ホスト 192.180.1.111 および 192.180.1.33 に、SNMPv2C を使用してホスト 192.180.1.27 に VTP ト
ラップを送信します。コミュニティ ストリング public は、トラップとともに送信されます。
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config)#

snmp-server
snmp-server
snmp-server
snmp-server
snmp-server

community public
enable traps vtp
host 192.180.1.27 version 2c public
host 192.180.1.111 version 1 public
host 192.180.1.33 public

次に、comaccess コミュニティ ストリングを使用するアクセス リスト 4 のメンバに、すべてのオ
ブジェクトへの読み取り専用アクセスを許可する例を示します。その他の SNMP マネージャは、
どのオブジェクトにもアクセスできません。SNMP 認証障害トラップは、SNMPv2C がコミュニ
ティ ストリング public を使用してホスト cisco.com に送信します。
Switch(config)# snmp-server community comaccess ro 4
Switch(config)# snmp-server enable traps snmp authentication
Switch(config)# snmp-server host cisco.com version 2c public

次に、エンティティ MIB トラップをホスト cisco.com に送信する例を示します。コミュニティ ス
トリングは制限されます。1 行めで、スイッチ はすでにイネーブルになっているトラップ以外に、
エンティティ MIB トラップを送信できるようになります。2 行目はこれらのトラップの宛先を指
定し、ホスト cisco.com に対する以前の snmp-server ホスト コマンドを無効にします。
Switch(config)# snmp-server enable traps entity
Switch(config)# snmp-server host cisco.com restricted entity

次に、コミュニティ ストリング public を使用して、すべてのトラップをホスト myhost.cisco.com
に送信するようにスイッチをイネーブルにする例を示します。
Switch(config)# snmp-server enable traps
Switch(config)# snmp-server host myhost.cisco.com public

次に、ユーザとリモート ホストを関連付けて、ユーザがグローバル コンフィギュレーション モー
ドのときに auth（authNoPriv）認証レベルで情報を送信する例を示します。
Switch(config)# snmp-server engineID remote 192.180.1.27 00000063000100a1c0b4011b
Switch(config)# snmp-server group authgroup v3 auth
Switch(config)# snmp-server user authuser authgroup remote 192.180.1.27 v3 auth md5 mypassword
Switch(config)# snmp-server user authuser authgroup v3 auth md5 mypassword
Switch(config)# snmp-server host 192.180.1.27 informs version 3 auth authuser config
Switch(config)# snmp-server enable traps
Switch(config)# snmp-server inform retries 0
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その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

SNMP コマンド

『Network Management Command Reference, Cisco
IOS Release 15.2(2)E』

エラー メッセージ デコーダ
説明

リンク

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi

標準および RFC
標準/RFC

タイトル

なし

-

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探して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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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

簡易ネットワーク管理プロトコルの機能の履歴と情報
リリース

変更内容

Cisco IOS Release 15.0(2)EXCisco IOS Release 15.2(5)E

この機能が導入されました。
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•
• 機能情報の確認, 495 ページ
• SPAN の制約事項, 496 ページ
• SPAN について, 497 ページ
• SPAN の設定方法, 503 ページ
• SPAN 動作のモニタリング, 508 ページ
• SPAN の設定例, 508 ページ
• その他の参考資料, 511 ページ
• SPAN の機能履歴と情報, 512 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表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シスコ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 からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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SPAN の制約事項
SPAN
SPAN の制約事項は次のとおりです。
• SPAN 送信元の場合は、セッションごとに、単一のポートまたは VLAN、一連のポートまた
は VLAN、一定範囲のポートまたは VLAN のトラフィックをモニタできます。1 つの SPAN
セッションに、送信元ポートおよび送信元 VLAN を混在させることはできません。
• 宛先ポートを送信元ポートにすることはできません。同様に、送信元ポートを宛先ポートに
することもできません。
• 同じ宛先ポートで 2 つの SPAN セッションを設定することはできません。
• スイッチ ポートを SPAN 宛先ポートとして設定すると、通常のスイッチ ポートではなくな
ります。SPAN 宛先ポートを通過するのは、監視対象トラフィックのみになります。
• SPAN コンフィギュレーション コマンドを入力しても、前に設定した SPAN パラメータは削
除されません。設定されている SPAN パラメータを削除するには、no monitor session
{session_number | all | local | remote} グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力する
必要があります。
• ディセーブルのポートを送信元ポートまたは宛先ポートとして設定することはできますが、
SPAN 機能が開始されるのは、宛先ポートと少なくとも 1 つの送信元ポートまたは送信元
VLAN がイネーブルになってからです。
SPAN セッションのトラフィック モニタリングには次の制約事項があります。
• スイッチがサポートするローカル SPAN セッションは 1 つだけです。
• SPAN セッションがスイッチの通常の動作を妨げることはありません。ただし、10 Mbps の
ポートで 100 Mbps のポートをモニタするなど、オーバーサブスクライブの SPAN 宛先は、
パケットのドロップまたは消失を招くことがあります。
• SPAN が有効な場合、監視中の各パケットは 2 回送信されます（1 回は標準トラフィックと
して、もう 1 回は監視されたパケットとして）。多数のポートまたは VLAN をモニタする
と、大量のネットワーク トラフィックが生成されることがあります。
• ディセーブルのポート上に SPAN セッションを設定することはできますが、そのセッション
用に宛先ポートと少なくとも 1 つの送信元ポートまたは VLAN をイネーブルにしない限り、
SPAN セッションはアクティブになりません。
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SPAN について
SPAN
ポートまたは VLAN を通過するネットワーク トラフィックを解析するには、SPAN を使用して、
そのスイッチ上の別のポート、またはネットワークアナライザやその他のモニタデバイスもしく
はセキュリティ デバイスに接続されている別のスイッチ上のポートに、トラフィックのコピーを
送信します。SPAN は送信元ポート上または送信元 VLAN 上で受信、送信、または送受信された
トラフィックを宛先ポートにコピー（ミラーリング）して、解析します。SPAN は送信元ポート
または VLAN 上のネットワーク トラフィックのスイッチングには影響しません。宛先ポートは
SPAN 専用にする必要があります。SPAN または RSPAN セッションに必要なトラフィック以外、
宛先ポートがトラフィックを受信したり転送したりすることはありません。
SPAN を使用してモニタできるのは、送信元ポートを出入りするトラフィックまたは送信元 VLAN
に出入りするトラフィックだけです。送信元 VLAN にルーティングされたトラフィックはモニタ
できません。たとえば、着信トラフィックをモニタしている場合、別の VLAN から送信元 VLAN
にルーティングされているトラフィックはモニタできません。ただし、送信元 VLAN で受信し、
別の VLAN にルーティングされるトラフィックは、モニタできます。
ネットワーク セキュリティ デバイスからトラフィックを注入する場合、SPAN 宛先ポートを使用
できます。たとえば、Cisco 侵入検知システム（IDS）センサー装置を宛先ポートに接続した場合、
IDS デバイスは TCP リセット パケットを送信して、疑わしい攻撃者の TCP セッションを停止さ
せることができます。

ローカル SPAN
ローカル SPAN は 1 つのスイッチ内の SPAN セッション全体をサポートします。すべての送信元
ポートおよび宛先ポートは、同じスイッチ内にあります。ローカル SPAN は、1 つ以上の送信元
ポートからのトラフィックを、解析のため宛先ポートにコピーします。
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ポート 5（送信元ポート）上のすべてのトラフィックがポート 10（宛先ポート）にミラーリング
されます。ポート 10 のネットワーク アナライザは、ポート 5 に物理的には接続されていません
が、ポート 5 からのすべてのネットワーク トラフィックを受信します。
図 40：単一デバイスでのローカル SPAN の設定例

SPAN の概念および用語
•
SPAN セッション
SPAN セッション（ローカルまたはリモート）を使用すると、1 つまたは複数のポート上、あるい
は 1 つまたは複数の VLAN 上でトラフィックをモニタし、そのモニタしたトラフィックを 1 つま
たは複数の宛先ポートに送信できます。
ローカル SPAN セッションは、宛先ポートと送信元ポートまたは送信元 VLAN（すべて単一のネッ
トワーク デバイス上にある）を結び付けたものです。ローカル SPAN には、個別の送信元および
宛先のセッションはありません。ローカル SPAN セッションはユーザが指定した入力および出力
のパケット セットを収集し、SPAN データ ストリームを形成して、宛先ポートに転送します。
SPAN セッションでのトラフィックのモニタには、次のような制約があります。
• ポートまたはVLANを送信元にできますが、同じセッション内に送信元ポートと送信元VLAN
を混在させることはできません。
• 別個のまたは重複する SPAN 送信元ポートと VLAN のセットによって、SPAN または RSPAN
送信元セッションを 2 つ個別に設定できます。スイッチド ポートおよびルーテッド ポート
はいずれも SPAN 送信元および宛先として設定できます。
• SPAN セッションがスイッチの通常の動作を妨げることはありません。ただし、10 Mbps の
ポートで 100 Mbps のポートをモニタするなど、オーバーサブスクライブの SPAN 宛先は、
パケットのドロップまたは消失を招くことがあります。
• SPAN または RSPAN がイネーブルの場合、監視中の各パケットは 2 回送信されます（1 回は
標準トラフィックとして、もう 1 回は監視されたパケットとして）。したがって、多数の

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
498

SPAN について

ポートまたは VLAN をモニタすると、大量のネットワーク トラフィックが生成されること
があります。
• ディセーブルのポート上に SPAN セッションを設定することはできますが、そのセッション
用に宛先ポートと少なくとも 1 つの送信元ポートまたは VLAN をイネーブルにしない限り、
SPAN セッションはアクティブになりません。

（注）

Catalyst 2960-L スイッチはローカル SPAN のみをサポートします。リモート SPAN（RSPAN）
はサポートされません。また、スイッチはスイッチポートのSPANのみサポートします。VLAN
ベースの SPAN（VSPAN）はサポートされません。

モニタ対象トラフィック
SPAN セッションは、次のトラフィック タイプを監視できます。
• 受信（Rx）SPAN：受信（または入力）SPAN は、スイッチが変更または処理を行う前に、
送信元インターフェイスまたは VLAN が受信したすべてのパケットをできるだけ多くモニタ
リングします。送信元が受信した各パケットのコピーがその SPAN セッションに対応する宛
先ポートに送られます。
Diffserv コード ポイント（DSCP）の変更など、ルーティングや Quality of Service（QoS）が
原因で変更されたパケットは、変更される前にコピーされます。
受信処理中にパケットをドロップする可能性のある機能は、入力 SPAN には影響を与えませ
ん。宛先ポートは、実際の着信パケットがドロップされた場合でも、パケットのコピーを受
信します。パケットをドロップする可能性のある機能は、標準および拡張 IP 入力アクセス
コントロール リスト（ACL）、入力 QoS ポリシング、VLAN ACL、および出力 QoS ポリシ
ングです。
• 送信（Tx）SPAN：送信（または出力）SPAN は、スイッチによる変更または処理がすべて実
行されたあとに、送信元インターフェイスから送信されたすべてのパケットをできる限り多
くモニタリングします。送信元が送信した各パケットのコピーがその SPAN セッションに対
応する宛先ポートに送られます。コピーはパケットの変更後に用意されます。
ルーティングが原因で変更されたパケット（存続可能時間（TTL）、MAC アドレス、QoS 値
の変更など）は、宛先ポートで（変更されて）コピーされます。
送信処理中にパケットをドロップする可能性のある機能は、SPAN 用の複製コピーにも影響
します。これらの機能には、標準および拡張 IP 出力 ACL、出力 QoS ポリシングがあります。
• 両方：SPAN セッションで、受信パケットと送信パケットの両方について、ポートまたは
VLAN をモニタすることもできます。これはデフォルトです。
switchの輻輳により、入力送信元ポート、出力送信元ポート、または SPAN 宛先ポートでパケット
がドロップされることがあります。一般に、これらの特性は互いに無関係です。次に例を示しま
す。
• パケットは通常どおり転送されますが、SPAN 宛先ポートのオーバーサブスクライブが原因
でモニタされないことがあります。
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• 入力パケットが標準転送されないにもかかわらず、SPAN 宛先ポートに着信することがあり
ます。
• スイッチの輻輳が原因でドロップされた出力パケットは、出力 SPAN からもドロップされま
す。
SPAN の設定によっては、同一送信元のパケットのコピーが複数、SPAN 宛先ポートに送信されま
す。たとえば、ポート A での RX モニタ用とポート B での TX モニタ用に双方向（RX と TX）
SPAN セッションが設定されているとします。パケットがポート A からスイッチに入ってポート
B にスイッチされると、着信パケットも発信パケットも宛先ポートに送信されます。このため、
両方のパケットは同じものになります。レイヤ 3 書き換えが行われた場合には、パケット変更の
ため異なるパケットになります。
送信元ポート
送信元ポート（別名モニタ側ポート）は、ネットワーク トラフィック分析のために監視するス
イッチド ポートまたはルーテッド ポートです。
スイッチは、任意の数の送信元ポート（スイッチで利用可能なポートの最大数まで）と任意の数
の送信元 VLAN（サポートされている VLAN の最大数まで）をサポートしています。
ただし、スイッチが送信元ポートまたは VLAN でサポートするセッション数は最大 4 つです。単
一のセッションにポートおよび VLAN を混在させることはできません。
送信元ポートの特性は、次のとおりです。
• 複数の SPAN セッションでモニタできます。
• モニタする方向（入力、出力、または両方）を指定して、各送信元ポートを設定できます。
• すべてのポート タイプ（EtherChannel、ギガビット イーサネットなど）が可能です。
• EtherChannel 送信元の場合は、EtherChannel 全体で、または物理ポートがポート チャネルに
含まれている場合は物理ポート上で個別に、トラフィックをモニタできます。
• アクセス ポート、トランク ポート、ルーテッド ポート、または音声 VLAN ポートに指定で
きます。
• 宛先ポートにすることはできません。
• 送信元ポートは同じ VLAN にあっても異なる VLAN にあってもかまいません。
• 単一セッション内で複数の送信元ポートをモニタすることが可能です。
宛先ポート
各ローカル SPAN セッションまたは RSPAN 宛先セッションには、送信元ポートおよび VLAN か
らのトラフィックのコピーを受信し、SPAN パケットをユーザ（通常はネットワーク アナライザ）
に送信する宛先ポート（別名モニタ側ポート）が必要です。
宛先ポートの特性は、次のとおりです。
• ポートを SPAN 宛先ポートとして設定すると、元のポート設定が上書きされます。SPAN 宛
先設定を削除すると、ポートは以前の設定に戻ります。ポートが SPAN 宛先ポートとして機
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能している間にポートの設定が変更されると、SPAN 宛先設定が削除されるまで、変更は有
効になりません。

（注）

SPAN の宛先ポートに QoS が設定されている場合、QoS はただちに有効にな
ります。

• ポートが EtherChannel グループに含まれていた場合、そのポートが宛先ポートとして設定さ
れている間、グループから削除されます。削除されたポートがルーテッド ポートであった場
合、このポートはルーテッド ポートでなくなります。
• 任意のイーサネット物理ポートにできます。
• セキュア ポートにすることはできません。
• 送信元ポートにすることはできません。
• 一度に 1 つの SPAN セッションにしか参加できません（ある SPAN セッションの宛先ポート
は、別の SPAN セッションの宛先ポートになることはできません）。
• アクティブな場合、着信トラフィックはディセーブルになります。ポートは SPAN セッショ
ンに必要なトラフィック以外は送信しません。宛先ポートでは着信トラフィックを学習した
り、転送したりしません。
• 入力トラフィック転送がネットワーク セキュリティ デバイスでイネーブルの場合、宛先ポー
トはレイヤ 2 でトラフィックを転送します。
• レイヤ 2 プロトコル（STP、VTP、CDP、DTP、PAgP）のいずれにも参加しません。
• 任意の SPAN セッションの送信元 VLAN に所属する宛先ポートは、送信元リストから除外さ
れ、モニタされません。
ローカル SPAN 宛先ポートは、VLAN タギングとカプセル化では次のように動作が異なります。
• ローカル SPAN では、宛先ポートに encapsulation replicate キーワードが指定されている場
合、各パケットに元のカプセル化が使用されます（タグなしまたは IEEE 802.1Q）。これら
のキーワードが指定されていない場合、パケットはタグなしフォーマットになります。した
がって、encapsulation replicate が有効になっているローカル SPAN セッションの出力に、タ
グなしまたは IEEE 802.1Q タグ付きパケットが混在することがあります。

SPAN と他の機能との相互作用
SPAN は次の機能と相互に作用します。
• STP：SPAN または RSPAN セッションがアクティブな間、宛先ポートは STP に参加しませ
ん。SPAN または RSPAN セッションがディセーブルになると、宛先ポートは STP に参加で
きます。送信元ポートでは、SPAN は STP ステータスに影響を与えません。STP は RSPAN
VLAN を伝送するトランク ポート上でアクティブにできます。

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーション
ガイド
501

SPAN について

• CDP：SPAN セッションがアクティブな間、SPAN 宛先ポートは CDP に参加しません。SPAN
セッションがディセーブルになると、ポートは再び CDP に参加します。
• VLAN およびトランキング：送信元ポート、または宛先ポートの VLAN メンバーシップまた
はトランクの設定値を、いつでも変更できます。ただし、宛先ポートの VLAN メンバーシッ
プまたはトランクの設定値に対する変更が有効になるのは、SPAN 宛先設定を削除してから
です。送信元ポートの VLAN メンバーシップまたはトランクの設定値に対する変更は、ただ
ちに有効になり、対応する SPAN セッションが変更に応じて自動的に調整されます。
• EtherChannel：EtherChannel グループを送信元ポートとして設定することはできますが、SPAN
宛先ポートとして設定することはできません。グループが SPAN 送信元として設定されてい
る場合、グループ全体がモニタされます。
モニタ対象の EtherChannel グループに物理ポートを追加すると、SPAN 送信元ポート リスト
に新しいポートが追加されます。モニタ対象の EtherChannel グループからポートを削除する
と、送信元ポート リストからそのポートが自動的に削除されます。
EtherChannel グループに所属する物理ポートを SPAN 送信元ポートとして設定し、引き続き
EtherChannel の一部とすることができます。この場合、この物理ポートは EtherChannel に参
加しているため、そのポートからのデータはモニタされます。ただし、EtherChannel グルー
プに含まれる物理ポートを SPAN 宛先として設定した場合、その物理ポートはグループから
削除されます。SPAN セッションからそのポートが削除されると、EtherChannel グループに
再加入します。EtherChannel グループから削除されたポートは、グループ メンバのままです
が、inactive または suspended ステートになります。
EtherChannel グループに含まれる物理ポートが宛先ポートであり、その EtherChannel グルー
プが送信元の場合、ポートは EtherChannel グループおよびモニタ対象ポート リストから削除
されます。
• マルチキャスト トラフィックをモニタできます。出力ポートおよび入力ポートのモニタで
は、未編集のパケットが 1 つだけ SPAN 宛先ポートに送信されます。マルチキャスト パケッ
トの送信回数は反映されません。
• セキュア ポートを SPAN 宛先ポートにすることはできません。
SPAN セッションでは、入力転送が宛先ポートでイネーブルの場合、出力をモニタしている
ポートでポート セキュリティをイネーブルにしないでください。
• IEEE 802.1x ポートは SPAN 送信元ポートにできます。SPAN 宛先ポート上で IEEE 802.1x を
イネーブルにできますが、SPAN 宛先としてこのポートを削除するまで、IEEE 802.1x はディ
セーブルに設定されます。
SPAN セッションでは、入力転送が宛先ポートでイネーブルの場合、出力をモニタしている
ポートで IEEE 802.1x をイネーブルにしないでください。
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SPAN のデフォルト設定
表 52：SPAN および RSPAN のデフォルト設定

機能

デフォルト設定

SPAN ステート

ディセーブル

モニタする送信元ポート トラフィック

受信トラフィックと送信トラフィックの両方（both）

カプセル化タイプ（宛先ポート）

ネイティブ形式（タグなしパケット）

入力転送（宛先ポート）

ディセーブル

設定時の注意事項
SPAN 設定時の注意事項
• SPAN セッションから送信元ポート、宛先ポート、または VLAN を削除する場合は、no
monitor session session_number source {interface interface-id | vlan vlan-id} グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドまたは no monitor session session_number destination interface
interface-id グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。宛先インターフェイ
スの場合、このコマンドの no 形式では、encapsulation オプションは無視されます。

SPAN の設定方法
ローカル SPAN セッションの作成
SPAN セッションを作成し、送信元（モニタ対象）ポートまたは VLAN、および宛先（モニタ側）
ポートを指定するには、次の手順を実行します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. no monitor session {session_number | all | local | remote}
4. monitor session session_numbersource {interface interface-id |vlan vlan-id} [, | -] [both | rx | tx]
5.
6. end
7. show running-config
8. 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。パスワードを入力します（要
求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

no monitor session
{session_number | all | local |
remote}
例：

セッションに対する既存の SPAN 設定を削除します。
• session_number の範囲は、1 ～ 66 です。
• all：すべての SPAN セッションを削除します。
• local：すべてのローカル セッションを削除します。

Switch(config)# no monitor
session all

ステップ 4

• remote：すべてのリモート SPAN セッションを削除します。

monitor session
SPAN セッションおよび送信元ポート（モニタ対象ポート）を指定しま
session_numbersource {interface す。
interface-id |vlan vlan-id} [, | -]
• session_number の範囲は、1 ～ 66 です。
[both | rx | tx]
例：
Switch(config)# monitor
session 1 source interface
gigabitethernet1/0/1

• interface-id には、モニタリングする送信元ポートを指定します。有
効なインターフェイスには、物理インターフェイスおよびポート
チャネル論理インターフェイス（port-channel port-channel-number）
があります。有効なポートチャネル番号は 1 ～ 48 です。
• vlan-id には、モニタリングする送信元 VLAN を指定します。指定
できる範囲は 1 ～ 4094 です（RSPAN VLAN は除く）。
（注）

1 つのセッションに、一連のコマンドで定義された複数
の送信元（ポートまたは VLAN）を含めることができま
す。ただし、1 つのセッション内では送信元ポートと送
信元 VLAN を併用できません。

• （任意）[, | -] は、一連または一定範囲のインターフェイスを指定
します。カンマの前後およびハイフンの前後にスペースを 1 つず
つ入力します。
• （任意）both | rx | tx：モニタするトラフィックの方向を指定しま
す。トラフィックの方向を指定しなかった場合、送信元インター

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
504

SPAN の設定方法

コマンドまたはアクション

目的
フェイスは送信トラフィックと受信トラフィックの両方を送信し
ます。
◦ both：受信トラフィックと送信トラフィックの両方をモニタ
します。
◦ rx：受信トラフィックをモニタします。
◦ tx：送信トラフィックをモニタします。
（注）

ステップ 5

monitor session session_numbersource コマンドを複
数回使用すると、複数の送信元ポートを設定できま
す。

SPAN セッションおよび宛先ポート（モニタ側ポート）を指定します。
例：

（注）

Switch(config)# monitor
session 1 destination
interface
gigabitethernet1/0/2

ローカル SPAN の場合は、送信元および宛先インターフェイ
スに同じセッション番号を使用する必要があります。

• session_number には、ステップ 4 で入力したセッション番号を指定
します。
• interface-id には、宛先ポートを指定します。宛先インターフェイス
には物理ポートを指定する必要があります。EtherChannel や VLAN
は指定できません。
• （任意）[, | -] は、一連または一定範囲のインターフェイスを指定
します。カンマの前後およびハイフンの前後にスペースを 1 つず
つ入力します。
（注）

ステップ 6

monitor session session_number destination コマンドを複数回使
用すると、複数の宛先ポートを設定できます。

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 7

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 8

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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コマンドまたはアクション

目的

例：
Switch# copy running-config
startup-config

ローカル SPAN セッションの作成および着信トラフィックの設定
SPAN セッションを作成し、さらに送信元ポートまたは VLAN および宛先ポートを指定した後、
宛先ポートでネットワーク セキュリティ デバイス（Cisco IDS センサー装置等）用に着信トラ
フィックをイネーブルにするには、次の手順を実行します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. no monitor session {session_number | all | local | remote}
4. monitor session session_numbersource {interface interface-id |vlan vlan-id} [, | -] [both | rx | tx]
5. monitor session session_numberdestination {interface interface-id [, | -] [encapsulation replicate[ingress
{dot1q vlan vlan-id | untagged vlan vlan-id | vlan vlan-id}]}
6. end
7. show running-config
8. 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。パスワードを入力
します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

no monitor session {session_number | all | セッションに対する既存の SPAN 設定を削除します。
local | remote}
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SPAN の設定方法

コマンドまたはアクション

目的
• session_number の範囲は、1 ～ 66 です。

例：

• all：すべての SPAN セッションを削除します。

Switch(config)# no monitor session all

• local：すべてのローカル セッションを削除します。
• remote：すべてのリモート SPAN セッションを削除しま
す。

ステップ 4

monitor session session_numbersource
SPAN セッションおよび送信元ポート（モニタ対象ポート）
{interface interface-id |vlan vlan-id} [, | -] を指定します。
[both | rx | tx]
例：
Switch(config)# monitor session 2
source gigabitethernet1/0/1 rx

ステップ 5

monitor session session_numberdestination SPAN セッション、宛先ポート、パケットカプセル化、およ
{interface interface-id [, | -] [encapsulation び入力 VLAN とカプセル化を指定します。
replicate[ingress {dot1q vlan vlan-id |
• session_number には、ステップ 4 で入力したセッション
untagged vlan vlan-id | vlan vlan-id}]}
番号を指定します。
例：

• interface-id には、宛先ポートを指定します。宛先イン

Switch(config)# monitor session 2
destination interface
gigabitethernet1/0/2 ingress dot1q
vlan 6

ターフェイスには物理ポートを指定する必要がありま
す。EtherChannel や VLAN は指定できません。
• （任意）[, | -]：一連のインターフェイスまたはインター
フェイス範囲を指定します。カンマまたはハイフンの前
後にスペースを 1 つずつ入力します。
• ingress ：宛先ポートでの着信トラフィックの転送をイ
ネーブルにして、カプセル化タイプを指定します。
◦ dot1q vlan vlan-id：デフォルトの VLAN として指定
した VLAN で、IEEE 802.1Q でカプセル化された着
信パケットを受信します。
◦ untagged vlan vlan-id または vlan vlan-id：デフォル
トの VLAN として指定した VLAN で、タグなしで
カプセル化された着信パケットを受信します。

ステップ 6

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 8

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存しま
す。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

SPAN 動作のモニタリング
次の表で、SPAN 動作の設定と結果を表示して動作をモニタするために使用するコマンドについ
て説明します。
表 53：SPAN 動作のモニタリング

コマンド

目的

show monitor

現在の SPAN 設定を表示します。
すべての SPAN セッションの設定を表示
するにはキーワード all、ローカル セッ
ションのみの設定を表示するにはキー
ワード local、ある範囲の SPAN セッショ
ンの設定を表示するにはキーワード
range を、それぞれ入力します。

SPAN の設定例
例：ローカル SPAN の設定
次に、SPAN セッション 1 を設定し、宛先ポートへ向けた送信元ポートのトラフィックをモニタ
する例を示します。最初に、セッション 1 の既存の SPAN 設定を削除し、カプセル化方式を維持
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しながら、双方向トラフィックを送信元ポート GigabitEthernet 1 から宛先ポート GigabitEthernet 2
にミラーリングします。
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# no monitor session 1
Switch(config)# monitor session 1 source interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config)# monitor session 1 destination interface gigabitethernet1/0/2
encapsulation replicate
Switch(config)# end

次に、SPAN セッション 1 の SPAN 送信元としてのポート 1 を削除する例を示します。
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# no monitor session 1 source interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config)# end

次に、双方向モニタが設定されていたポート 1 で、受信トラフィックのモニタをディセーブルに
する例を示します。
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# no monitor session 1 source interface gigabitethernet1/0/1 rx

ポート 1 で受信するトラフィックのモニタはディセーブルになりますが、このポートから送信さ
れるトラフィックは引き続きモニタされます。
次に、SPAN セッション 2 内の既存の設定を削除し、VLAN 1 ～ 3 に属するすべてのポートで受信
トラフィックをモニタするように SPAN セッション 2 を設定し、モニタされたトラフィックを宛
先ポート GigabitEthernet 2 に送信する例を示します。さらに、この設定は VLAN 10 に属するすべ
てのポートですべてのトラフィックをモニタするよう変更されます。
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# no monitor session 2
Switch(config)# monitor session 2 source vlan 1 - 3 rx
Switch(config)# monitor session 2 destination interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config)# monitor session 2 source vlan 10
Switch(config)# end

次に、SPAN セッション 2 の既存の設定を削除し、送信元ポート GigabitEthernet 1 上で受信される
トラフィックをモニタするように SPAN セッション 2 を設定し、送信元ポートと同じ出力カプセ
ル化方式を使用してそれを宛先ポート GigabitEthernet 2 に送信し、VLAN 6 をデフォルトの入力
VLAN として IEEE 802.1Q カプセル化を使用する入力転送をイネーブルにする例を示します。
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# no monitor session 2
Switch(config)# monitor session 2 source gigabitethernet1/0/1 rx
Switch(config)# monitor session 2 destination interface gigabitethernet1/0/2 encapsulation
replicate ingress dot1q vlan 6
Switch(config)# end

次に、SPAN セッション 2 の既存の設定を削除するとともに、ギガビット イーサネット トランク
ポート 2 で受信したトラフィックを監視するよう SPAN セッション 2 を設定する例を示します。
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例：RSPAN VLAN の作成
この例は、RSPAN VLAN 901 の作成方法を示しています。
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# vlan 901
Switch(config-vlan)# remote span
Switch(config-vlan)# end

次に、セッション 1 に対応する既存の RSPAN 設定を削除し、複数の送信元インターフェイスを
モニタするように RSPAN セッション 1 を設定し、さらに宛先を RSPAN VLAN 901 に設定する例
を示します。
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# no monitor session 1
Switch(config)# monitor session 1 source interface gigabitethernet1/0/1 tx
Switch(config)# monitor session 1 source interface gigabitethernet1/0/2 rx
Switch(config)# monitor session 1 source interface port-channel 2
Switch(config)# monitor session 1 destination remote vlan 901
Switch(config)# end

次に、RSPAN セッション 2 の既存の設定を削除し、トランク ポート 2 で受信されるトラフィッ
クをモニタするように RSPAN セッション 2 を設定し、VLAN 1 ～ 5 および 9 に対してのみトラ
フィックを宛先 RSPAN VLAN 902 に送信する例を示します。
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# no monitor session 2
Switch(config)# monitor session 2 source interface gigabitethernet1/0/2 rx
Switch(config)# monitor session 2 filter vlan 1 - 5 , 9
Switch(config)# monitor session 2 destination remote vlan 902
Switch(config)# end

次に、送信元リモート VLAN として VLAN 901、宛先インターフェイスとしてポート 1 を設定す
る例を示します。
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# monitor session 1 source remote vlan 901
Switch(config)# monitor session 1 destination interface gigabitethernet2/0/1
Switch(config)# end

次に、RSPAN セッション 2 で送信元リモート VLAN として VLAN 901 を設定し、送信元ポート
GigabitEthernet 2 を宛先インターフェイスとして設定し、VLAN 6 をデフォルトの受信 VLAN とし
て着信トラフィックの転送をイネーブルにする例を示します。
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# monitor session 2 source remote vlan 901
Switch(config)# monitor session 2 destination interface gigabitethernet1/0/2 ingress vlan 6
Switch(config)# end
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その他の参考資料

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

system コマンド

『Network Management Command Reference, Cisco
IOS Release 15.2(2)E』

エラー メッセージ デコーダ
説明

リンク

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi

標準および RFC
標準/RFC

タイトル

なし

-

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探して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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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

SPAN の機能履歴と情報
リリース

変更内容

Cisco IOS Release 15.0(2)EXCisco IOS Release 15.2(5)ECisco IOS
15.2(5)E

スイッチ ポート アナライザ
（SPAN）：スニファやアナラ
イザまたは RMON プローブを
使用してポートまたは VLAN
のスイッチのトラフィックを監
視できます。
この機能が導入されました。

Cisco IOS Release 15.0(2)EXCisco IOS Release 15.2(5)ECisco IOS
15.2(5)E

EtherChannel での SPAN 宛先
ポートのサポート：
EtherChannel で SPAN 宛先ポー
トを設定できるようにします。
この機能が導入されました。
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SPAN の機能履歴と情報

リリース

変更内容

Cisco IOS Release 15.0(2)EXCisco IOS Release 15.2(5)ECisco IOS
15.2(5)E

スイッチ ポート アナライザ
（SPAN） - 分散型出力 SPAN：
ラインカードにすでに分散され
た入力 SPAN とともにライン
カードに出力 SPAN 機能を分散
させます。出力 SPAN 機能をラ
インカードに分散させること
で、システムのパフォーマンス
が向上します。
この機能が導入されました。
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソ
フトウェア リリースに対応したリリース ノート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シスコ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。

QoS の前提条件
標準 QoS を設定する前に、次の事項を十分に理解しておく必要があります。
• 使用するアプリケーションのタイプおよびネットワークのトラフィック パターン
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• トラフィックの特性およびネットワークのニーズ。たとえば、ネットワークのトラフィック
がバーストであるかどうか。音声およびビデオ ストリーム用の帯域幅確保の必要性
• ネットワークの帯域幅要件および速度
• ネットワーク上の輻輳発生箇所

一般的な QoS の注意事項
一般的な QoS の注意事項を次に示します。
• QoS を設定できるのは物理ポートだけです。VLAN のレベルでは QoS はサポートされていま
せん。
• スイッチで受信された制御トラフィック（スパニングツリー ブリッジ プロトコル データ ユ
ニット（BPDU）やルーティング アップデート パケットなど）には、入力 QoS 処理がすべて
行われます。
• キュー設定を変更すると、データが失われることがあります。したがって、トラフィックが
最小のときに設定を変更するようにしてください。

QoS の制約事項
以下は、QoS の制約事項を示しています。
• 入力キューイングはサポートされません。
• スイッチは 4 つのデフォルトの出力キューをサポートし、オプションでさらに 4 つの出力を
追加してイネーブルにできます。
• スイッチが LAN Lite イメージを実行している場合、次のことが可能になります。
◦ ACL を設定する。ただし、それを物理インターフェイスに接続することはできません。
ACL を VLAN インターフェイスに接続して CPU へのトラフィックをフィルタリングし
ます。
◦ インターフェイス レベルで cos 信頼だけを有効にする。
◦ インターフェイス レベルで SRR シェーピングおよび共有を有効にする。
◦ インターフェイス レベルでプライオリティ キューイングを有効にする。
◦ mls qos rewrite ip dscp を有効または無効にする。
• Catalyst 2960-L スイッチは、クラス マップ（class-map グローバル コンフィギュレーション
コマンド）を使用したトラフィックの分類をサポートしていません。
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QoS の概要
QoS の実装
ネットワークは通常、ベストエフォート型の配信方式で動作します。したがって、すべてのトラ
フィックに等しいプライオリティが与えられ、正しいタイミングで配信される可能性も同じです。
輻輳が発生すると、すべてのトラフィックが等しくドロップされます。
QoS 機能を設定すると、特定のネットワーク トラフィックを選択し、相対的な重要性に応じてそ
のトラフィックに優先度を指定し、輻輳管理および輻輳回避技術を使用して、優先処理を実行で
きます。ネットワークに QoS を実装すると、ネットワーク パフォーマンスがさらに予測しやすく
なり、帯域幅をより効率的に利用できるようになります。
QoS は、インターネット技術特別調査委員会（IETF）の規格である Differentiated Services
（Diff-Serv）アーキテクチャに基づいて実装されます。このアーキテクチャでは、ネットワーク
に入るときに各パケットを分類することが規定されています。
この分類は IP パケット ヘッダーに格納され、推奨されない IP タイプ オブ サービス（ToS）フィー
ルドの 6 ビットを使用して、分類（クラス）情報として伝達されます。分類情報をレイヤ 2 フレー
ムでも伝達できます。
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次の図にレイヤ 2 フレームまたはレイヤ 3 パケットの特殊ビットを示します。
図 41：フレームおよびパケットにおける QoS 分類レイヤ

レイヤ 2 フレームのプライオリティ ビット
レイヤ 2 802.1Q フレーム ヘッダーには、2 バイトのタグ制御情報フィールドがあり、上位 3 ビッ
ト（ユーザ プライオリティ ビット）で CoS 値が伝達されます。レイヤ 2 802.1Q トランクとして
設定されたポートでは、ネイティブ Virtual LAN（VLAN）のトラフィックを除くすべてのトラ
フィックが 802.1Q フレームに収められます。
他のフレーム タイプでレイヤ 2 CoS 値を伝達することはできません。
レイヤ 2 CoS 値の範囲は、0（ロー プライオリティ）～ 7（ハイ プライオリティ）です。

レイヤ 3 パケットのプライオリティ ビット
レイヤ 3 IP パケットは、IP precedence 値または Diffserv コード ポイント（DSCP）値のいずれかを
伝送できます。DSCP 値は IP precedence 値と下位互換性があるので、QoS ではどちらの値も使用
できます。
IP precedence 値の範囲は 0 ～ 7 です。DSCP 値の範囲は 0 ～ 63 です。
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QoS 基本モデル
QoS を実装するには、スイッチ上でパケットまたはフローを相互に区別し（分類）、パケットが
スイッチを通過するときに所定の QoS を表すラベルを割り当て、設定されたリソース使用率制限
にパケットを適合させ（ポリシングおよびマーキング）、リソース競合が発生する状況に応じて
異なる処理（キューイングおよびスケジューリング）を行う必要があります。また、スイッチか
ら送信されたトラフィックが特定のトラフィック プロファイルを満たすようにする必要もありま
す（シェーピング）。
図 42：QoS 基本有線モデル

入力ポートでのアクション
入力ポートでのアクションには、トラフィックの分類、ポリシング、マーキング、およびスケ
ジューリングがあります。
• パケットと QoS ラベルを関連付けて、パケットごとに異なるパスを分類します。スイッチは
パケット内の CoS または DSCP を QoS ラベルにマッピングして、トラフィックの種類を区
別します。生成された QoS ラベルは、このパケットでこれ以降に実行されるすべての QoS
アクションを識別します。
• ポリシングでは、着信トラフィックのレートを設定済みポリサーと比較して、パケットが適
合か不適合かを判別します。ポリサーは、トラフィック フローで消費される帯域幅を制限し
ます。その判別結果がマーカーに渡されます。
• マーキングでは、パケットが不適合の場合の対処法に関して、ポリサーおよび設定情報を検
討し、パケットの扱い（パケットを変更しないで通過させるか、パケットの QoS ラベルを
マークダウンするか、またはパケットをドロップするか）を決定します。

（注）

キューイングおよびスケジューリングは、スイッチの出力でのみサポートされ、入力ではサ
ポートされません。

出力ポートでのアクション
出力ポートでのアクションには、キューイングおよびスケジューリングがあります。
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• 4 つの出力キューのどれを使用するかを選択する前に、キューイングでは、QoS パケット ラ
ベルおよび対応する DSCP または CoS 値を評価します。複数の入力ポートが 1 つの出力ポー
トに同時にデータを送信すると輻輳が発生することがあるため、WTD を使用してトラフィッ
ク クラスを区別し、QoS ラベルに基づいてパケットに別々のしきい値を適用します。しきい
値を超過している場合、パケットはドロップされます。
• スケジューリングでは、設定されている SRR の共有重みまたはシェーピング重みに基づい
て、4 つの出力キューを処理します。キューの 1 つ（キュー 1）は、他のキューの処理前に
空になるまで処理される緊急キューにできます。

マッピング テーブルの概要
QoS を処理している間、すべてのトラフィック（非 IP トラフィックを含む）のプライオリティ
は、分類段階で取得された DSCP または CoS 値に基づいて、QoS ラベルで表されます。
次の表は、QoS 処理とマッピング テーブルについて説明しています。
表 54：QoS 処理およびマッピング テーブル

QoS 処理段階

マッピング テーブルの使用

分類

分類段階で、QoS は設定可能なマッピング テーブルを使用して、受信され
た CoS、DSCP、または IP precedence 値から、対応する DSCP または CoS 値
を取得します。これらのマップには、CoS/DSCP マップや IP precedence/DSCP
マップなどがあります。
これらのマップを設定するには、mls qos map cos-dscp および mls qos map
ip-prec-dscp グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。
DSCP 信頼状態で設定された入力ポートの DSCP 値が QoS ドメイン間で異な
る場合は、2 つの QoS ドメイン間の境界にあるポートに、設定可能な
DSCP/DSCP 変換マップを適用できます。
このマップを設定するには、mls qos map dscp-mutation グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。

ポリシング

ポリシング段階で、QoS は IP パケットまたは非 IP パケットに別の DSCP 値
を割り当てることができます（パケットが不適合で、マークダウン値がポリ
サーによって指定されている場合）。この設定可能なマップは、ポリシング
済み DSCP マップといいます。
このマップを設定するには、mls qos map policed-dscp グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。
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QoS 処理段階

マッピング テーブルの使用

プレスケジュール トラフィックがスケジューリング段階に達する前に、QoS は QoS ラベルに
従って、出力キューにパケットを格納します。QoS ラベルはパケット内の
DSCP または CoS 値に基づいており、DSCP 出力キューしきい値マップまた
は CoS 出力キューしきい値マップを使用してキューを選択します。出力の
キューに加えて、QOS ラベルは WTD しきい値も識別します。
これらのマップを設定するには、mls qos srr-queue {output} dscp-map およ
び mls qos srr-queue {output} cos-map グローバル コンフィギュレーション
コマンドを使用します。

CoS/DSCP、DSCP/CoS、および IP precedence/DSCP マップのデフォルト値は、使用しているネッ
トワークに適する場合と適さない場合があります。
デフォルトの DSCP/DSCP 変換マップおよびデフォルトのポリシング済み DSCP マップは、空の
マップです。これらのマップでは、着信した DSCP 値が同じ DSCP 値にマッピングされます。
DSCP/DSCP 変換マップは、特定のポートに適用できる唯一のマップです。その他のすべてのマッ
プはスイッチ全体に適用されます。
関連トピック
DSCP マップの設定, （547 ページ）
出力キューでのキューイングおよびスケジューリング

キューイングおよびスケジューリングの概要
スイッチは、輻輳を防ぐために特定の場所にキューがあります。
図 43：スイッチの出力キューの位置
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（注）

スイッチはデフォルトで 4 つの出力キューをサポートしますが、合計 8 つの出力キューを有効
にするオプションがあります。8出力キューの設定はスタンドアロンスイッチでのみサポート
されます。
Catalyst 2960-L スイッチは、スケジュール ラウンド ロビン（SRR）をサポートします。加重ラ
ウンド ロビン（WRR）はサポートしていません。現在、SRR は wrr コマンドで設定できま
す。srr コマンドではありません。Cisco IOS リリース 15.2(5) E2 以降、スイッチ上の wrr コマ
ンドは srr コマンドに変更されます。

重み付けテール ドロップ
出力キューは、重み付けテール ドロップ（WTD）と呼ばれるテール ドロップ輻輳回避メカニズ
ムの拡張バージョンを使用します。WTD はキュー長を管理したり、トラフィック分類ごとにド
ロップ優先順位を設定したりするために実装されています。
フレームが特定のキューにキューイングされると、WTD はフレームに割り当てられた QoS ラベ
ルを使用して、それぞれ異なるしきい値を適用します。この QoS ラベルのしきい値を超えると
（宛先キューの空きスペースがフレーム サイズより小さくなると）、フレームはドロップされま
す。
各キューには 3 つのしきい値があります。QoS ラベルは、3 つのしきい値のうちのどれがフレー
ムの影響を受けるかを決定します。3 つのしきい値のうち、2 つは設定可能（明示的）で、1 つは
設定不可能（暗示的）です。
次の図は、サイズが 1000 フレームであるキューでの WTD の動作の例を示しています。ドロップ
割合は次のように設定されています。40%（400 フレーム）、60%（600 フレーム）、および 100%
（1000 フレーム）です。これらのパーセンテージは、40% しきい値の場合は最大 400 フレーム、
60% しきい値の場合は最大 600 フレーム、100% しきい値の場合は最大 1000 フレームをキューイ
ングできるという意味です。
図 44：WTD およびキューの動作

この例では、CoS 値 6 および 7 は他の CoS 値よりも重要度が高く、100% ドロップしきい値に割
り当てられます（キューフル ステート）。CoS 値 4 および 5 は 60% しきい値に、CoS 値 0 ～ 3 は
40% しきい値に割り当てられます。
600 個のフレームが格納されているキューに、新しいフレームが着信したとします。このフレー
ムの CoS 値は 4 および 5 で、60% のしきい値が適用されます。このフレームがキューに追加され
ると、しきい値を超過するため、フレームは廃棄されます。
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関連トピック
WTD しきい値
キューおよび WTD しきい値, （527 ページ）

出力キューでのキューイングおよびスケジューリング
次の図は、スイッチの出力ポートのキューイングおよびスケジューリングのフロー チャートを示
しています。
図 45：スイッチの出力ポートのキューイングおよびスケジューリング フロー チャート
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（注）

緊急キューがイネーブルの場合、SRRによって空になるまで処理されてから、他の3つのキュー
が処理されます。

出力緊急キュー
各ポートは、そのうち 1 つ（キュー 1）を出力緊急キューにできる、4 つの出力キューをサポート
しています。これらのキューはキューセットに割り当てられます。スイッチに存在するすべての
トラフィックは、パケットに割り当てられた QoS ラベルに基づいて、これらの 4 つのキューのい
ずれかを通過し、しきい値の影響を受けます。

（注）

緊急キューがイネーブルの場合、SRRによって空になるまで処理されてから、他の3つのキュー
が処理されます。

出力キューのバッファ割り当て
次の図は、出力キューのバッファを示しています。
バッファ スペースは共通プールと専用プールで構成されます。スイッチはバッファ割り当て方式
を使用して、出力キューごとに最小バッファサイズを確保します。これにより、いずれかのキュー
またはポートがすべてのバッファを消費して、その他のキューのバッファが不足することがなく
なり、要求元のキューにバッファ スペースを割り当てるかどうかが制御されます。スイッチは、
ターゲット キューが予約量を超えるバッファを消費していないかどうか（アンダーリミット）、
その最大バッファをすべて消費したかどうか（オーバーリミット）、共通のプールが空（空きバッ
ファがない）か空でない（空きバッファ）かを判断します。キューがオーバーリミットでない場
合は、スイッチは予約済みプールまたは共通のプール（空でない場合）からバッファ スペースを
割り当てることができます。共通のプールに空きバッファがない場合や、キューがオーバーリミッ
トの場合、スイッチはフレームをドロップします。
図 46：出力キューのバッファ割り当て
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バッファおよびメモリの割り当て
バッファのアベイラビリティの保証、ドロップしきい値の設定、およびキューセットの最大メモ
リ割り当ての設定を行うには、mls qos queue-set output qset-id threshold queue-id drop-threshold1
drop-threshold2 reserved-threshold maximum-threshold グローバル コンフィギュレーション コマンド
を使用します。各しきい値はキューに割り当てられたメモリの割合です。このパーセント値を指
定するには、mls qos queue-set output qset-id buffers allocation1 ... allocation4 グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。割り当てられたすべてのバッファの合計が専用プールに
なります。残りのバッファは共通プールの一部になります。
バッファ割り当てを行うと、ハイプライオリティ トラフィックを確実にバッファに格納できま
す。たとえば、バッファ スペースが 400 の場合、バッファ スペースの 70% をキュー 1 に割り当
てて、10% をキュー 2 ～ 4 に割り当てることができます。キュー 1 には 280 バッファが割り当て
られ、キュー 2 ～ 4 にはそれぞれ 40 バッファが割り当てられます。
割り当てられたバッファをキューセット内の特定のキュー用に確保するよう保証できます。たと
えば、キュー用として 100 バッファがある場合、50%（50 バッファ）を確保できます。残りの 50
バッファは共通プールに戻されます。また、最大しきい値を設定することにより、いっぱいになっ
たキューが確保量を超えるバッファを取得できるようにすることもできます。共通プールが空で
ない場合、必要なバッファを共通プールから割り当てることができます。

（注）

スイッチはデフォルトで 4 つの出力キューをサポートしますが、合計 8 つの出力キューをイ
ネーブルにするオプションがあります。8 つの出力キューをすべてイネーブルにするには、mls
qos srr-queue output queues 8 グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。8
出力キューがイネーブルになったら、8 つすべてのキューのしきい値およびバッファを設定で
きます。8 出力キューの設定はスタンドアロン スイッチでのみサポートされます。

キューおよび WTD しきい値
スイッチを通過する各パケットをキューおよびしきい値に割り当てることができます。
特に、出力キューには DSCP または CoS 値、しきい値 ID には DSCP または CoS 値をそれぞれマッ
ピングします。mls qos srr-queue output dscp-map queue queue-id {dscp1...dscp8 | threshold threshold-id
dscp1...dscp8} または mls qos srr-queue output cos-map queue queue-id {cos1...cos8 | threshold
threshold-id cos1...cos8} グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。DSCP 出力
キューしきい値マップおよび CoS 出力キューしきい値マップを表示するには、show mls qos maps
特権 EXEC コマンドを使用します。
キューは WTD を使用して、トラフィック クラスごとに異なるドロップ割合をサポートします。
各キューには 3 つのドロップしきい値があります。そのうちの 2 つは設定可能（明示的）な WTD
しきい値で、もう 1 つはキューフル ステートに設定済みの設定不可能（暗示的）なしきい値で
す。しきい値 ID 1 および ID 2 用の 2 つの WTD しきい値割合を割り当てます。しきい値 ID 3 のド
ロップしきい値は、キューフル ステートに設定済みで、変更できません。キューセットにポート
をマッピングするには、queue-set qset-id インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを
使用します。WTD しきい値の割合を変更するには、キューセット設定を変更します。
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（注）

スイッチはデフォルトで 4 つの出力キューをサポートしますが、合計 8 つの出力キューをイ
ネーブルにするオプションがあります。8 つの出力キューをすべてイネーブルにするには、mls
qos srr-queue output queues 8 グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。8
出力キューがイネーブルになったら、8 つすべてのキューのしきい値およびバッファを設定で
きます。8 出力キューの設定はスタンドアロン スイッチでのみサポートされます。

関連トピック
重み付けテール ドロップ, （524 ページ）
シェーピング モードまたは共有モード
SRR は、シェーピング モードまたは共有モードでキューセットを処理します。キューセットに
ポートをマッピングするには、queue-set qset-id インターフェイス コンフィギュレーション コマ
ンドを使用します。ポートに共有重みまたはシェーピング重みを割り当てるには、srr-queue
bandwidth share weight1 weight2 weight3 weight4 または ssrr-queue bandwidth shape weight1 weight2
weight3 weight4 インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。
バッファ割り当てと SRR 重み比率を組み合わせることにより、パケットがドロップされる前に
バッファに格納して送信できるデータ量が制御されます。重みの比率は、SRR スケジューラが各
キューからパケットを送信する頻度の比率です。
緊急キューがイネーブルでない限り、4 つのキューはすべて SRR に参加し、この場合、1 番めの
帯域幅重みは無視されて比率計算に使用されません。緊急キューはプライオリティ キューであ
り、他のキューのサービスが提供される前に空になるまでサービスを提供します。緊急キューを
イネーブルにするには、priority-queue out インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを
使用します。
ここに記載されたコマンドを組み合わせると、特定の DSCP または CoS を持つパケットを特定の
キューに格納したり、大きなキュー サイズを割り当てたり、キューをより頻繁に処理したり、プ
ライオリティが低いパケットがドロップされるようにキューのしきい値を調整したりして、トラ
フィックのプライオリティを設定できます。

（注）

出力キューのデフォルト設定は、ほとんどの状況に適しています。出力キューについて十分理
解したうえで、この設定がユーザの QoS ソリューションを満たさないと判断した場合に限り、
設定を変更してください。

（注）

スイッチはデフォルトで 4 つの出力キューをサポートしますが、合計 8 つの出力キューをイ
ネーブルにするオプションがあります。8 つの出力キューをすべてイネーブルにするには、mls
qos srr-queue output queues 8 グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。8
出力キューがイネーブルになると、8 つすべてのキューのしきい値、バッファ、帯域幅の共有
重みおよび帯域幅シェーピング重みを設定できます。8出力キューの設定はスタンドアロンス
イッチでのみサポートされます。
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関連トピック
出力キューの特性の設定, （555 ページ）
SRR のシェーピングおよび共有

パケットの変更
QoS を設定するには、パケットの分類、ポリシング、キューイングを行います。QoS を提供する
プロセス中に次のパケットの変更が発生することがあります。
• IP パケットおよび非 IP パケットの分類では、受信パケットの DSCP または CoS に基づいて、
パケットに QoS ラベルが割り当てられます。ただし、この段階ではパケットは変更されませ
ん。割り当てられた DSCP または CoS 値の指定のみがパケットとともに伝達されます。
• ポリシング中は、IP および非 IP パケットに別の DSCP を割り当てることができます（これ
らのパケットが不適合で、ポリサーがマークダウン DSCP を指定している場合）。この場合
も、パケット内の DSCP は変更されず、マークダウン値の指定がパケットとともに伝達され
ます。IP パケットの場合は、この後の段階でパケットが変更されます。非 IP パケットの場
合は、DSCP が CoS に変換され、キューイングおよびスケジューリングの決定に使用されま
す。
• フレームに割り当てられた QoS ラベル、および選択された変換マップに応じて、フレームの
DSCP および CoS 値が書き換えられます。テーブル マップを設定しない場合、および着信フ
レームの DSCP を信頼するようにポートが設定されている場合、フレーム内の DSCP 値は変
更されませんが、CoS は、DSCP/CoS マップに基づいて書き換えられます。着信フレームの
CoS を信頼するようにポートが設定されていて、着信フレームが IP パケットの場合、フレー
ム内の CoS 値は変更されないで、CoS/DSCP マップに従って DSCP が変更されることがあり
ます。
入力変換が行われると、選択された新しい DSCP 値に応じて DSCP が書き換えられます。

標準 QoS のデフォルト設定
標準 QoS はデフォルトでディセーブルになっています。
パケットが変更されないため、信頼できるポートまたは信頼できないポートといった概念はあり
ません。パケット内の CoS、DSCP、および IP precedence 値は変更されません。
トラフィックは Pass-Through モードでスイッチングされます。パケットは書き換えられることな
くスイッチングされ、ポリシングなしのベスト エフォートに分類されます。
mls qos グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して QoS を有効にし、その他のすべ
ての QoS 設定がデフォルトである場合、トラフィックはポリシングを伴わないベストエフォート
型として分類されます（DSCP および CoS 値は 0 に設定されます）。ポリシー マップは設定され
ません。すべてのポート上のデフォルト ポートの信頼性は、信頼性なし（untrusted）の状態です。
関連トピック
QoS のグローバルなイネーブル化, （536 ページ）
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出力キューのデフォルト設定, （530 ページ）

出力キューのデフォルト設定
次の表は、出力キューのデフォルト設定について説明しています。

（注）

スイッチはデフォルトで 4 つの出力キューをサポートしますが、合計 8 つの出力キューをイ
ネーブルにするオプションがあります。8 つの出力キューをすべてイネーブルにするには、mls
qos srr-queue output queues 8 グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。8
出力キューがイネーブルになったら、8 つすべてのキューのしきい値およびバッファを設定で
きます。8 出力キューの設定はスタンドアロン スイッチでのみサポートされます。
次の表は、QoS がイネーブルの場合の各キュー セットに対するデフォルトの出力キューを示して
います。すべてのポートはキューセット 1 にマッピングされます。ポートの帯域幅限度は 100%
に設定され、レートは制限されません。SRR シェーピング重み（絶対）機能では、ゼロのシェー
ピング重みはキューが共有モードで動作していることを示しています。SRR 共有重み機能では、
帯域幅の 4 分の 1 が各キューに割り当てられます。
表 55：出力キューのデフォルト設定

機能

キュー 1

キュー 2

キュー 3

キュー 4

バッファ割り当て

25%

25%

25%

25%

WTD ドロップしきい値 1

100%

200%

100%

100%

WTD ドロップしきい値 2

100%

200%

100%

100%

予約済みしきい値

50%

50%

50%

50%

最大しきい値

400%

400%

400%

400%

SRR シェーピング重み（絶 25
対）

0

0

0

SRR 共有重み

25

25

25

25

次の表は、QoS がイネーブルの場合のデフォルトの CoS 出力キューしきい値マップを示していま
す。
表 56：デフォルトの CoS 出力キューしきい値マップ

CoS 値

キュー ID-しきい値 ID

0、1

2-1
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CoS 値

キュー ID-しきい値 ID

2、3

3-1

4

4-1

5

1-1

6、7

4-1

次の表は、QoS がイネーブルの場合のデフォルトの DSCP 出力キューしきい値マップを示してい
ます。
表 57：デフォルトの DSCP 出力キューしきい値マップ

DSCP 値

キュー ID-しきい値 ID

0 ～ 15

2-1

16 ～ 31

3-1

32 ～ 39

4-1

40 ～ 47

1-1

48 ～ 63

4-1

次の表に、mls qos srr-queue output queues 8 コマンドを使用して 8 出力キュー設定がイネーブル
になる場合のデフォルトの出力キューの設定を示します。
表 58：8 出力キューのデフォルト設定

機能

キュー 1 キュー 2 キュー 3 キュー 4 キュー 5 キュー 6

キュー 7 キュー 8

バッファ 10
割り当て

30

10

10

10

10

10

10

WTD ド 100
ロップし
きい値 1

1600

100

100

100

100

100

100

WTD ド 100
ロップし
きい値 2

2000

100

100

100

100

100

100
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機能

キュー 1 キュー 2 キュー 3 キュー 4 キュー 5 キュー 6

キュー 7 キュー 8

予約済み 100
しきい値

100

100

100

100

100

100

100

最大しき 400
い値

2400

400

400

400

400

400

400

SRR
25
シェーピ
ング重み

0

0

0

0

0

0

0

SRR 共
有重み

25

25

25

25

25

25

25

25

次の表に、mls qos srr-queue output queues 8 コマンドを使用して 8 出力キュー コンフィギュレー
ションが有効になっており QoS が有効な場合の、デフォルトの CoS 出力キューしきい値マップを
示します。
表 59：デフォルトの CoS 出力 8 キューしきい値マップ

CoS

出力キュー

しきい値 ID

4 出力キュー マッピン
グ

0

2

1

2

1

3

1

2

2

4

1

3

3

5

1

3

4

6

1

4

5

1

1

1

6

7

1

4

7

8

1

4

次の表に、mls qos srr-queue output queues 8 コマンドを使用して 8 出力キュー コンフィギュレー
ションが有効になっており QoS が有効な場合の、デフォルトの DSCP 出力キューしきい値マップ
を示します。

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
532

QoS の概要

表 60：デフォルトの DSCP 出力 8 キューしきい値マップ

DSCP

出力キュー

しきい値 ID

4 出力キュー マッピン
グ

0～7

2

1

2

8 ～ 15

3

1

2

16 ～ 23

4

1

3

24 ～ 31

5

1

3

32 ～ 39

6

1

4

40 ～ 47

1

1

1

48 ～ 55

7

1

4

56 ～ 63

8

1

4

関連トピック
QoS のグローバルなイネーブル化, （536 ページ）
標準 QoS のデフォルト設定, （529 ページ）

マッピング テーブルのデフォルト設定
デフォルトの DSCP/DSCP 変換マップは、着信 DSCP 値を同じ DSCP 値にマッピングするヌル マッ
プです。
デフォルトのポリシング済み DSCP マップは、着信 DSCP 値を同じ DSCP 値にマッピングする
（マークダウンしない）空のマップです。
関連トピック
デフォルトの CoS/DSCP マップ, （534 ページ）
デフォルトの IP Precedence/DSCP マップ, （534 ページ）
デフォルトの DSCP/CoS マップ, （535 ページ）
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DSCP マップ
デフォルトの CoS/DSCP マップ
CoS/DSCP マップを使用して、着信パケットの CoS 値を、QoS がトラフィックのプライオリティ
を表すために内部使用する DSCP 値にマッピングします。次の表に、デフォルトの CoS/DSCP マッ
プを示します。これらの値が使用しているネットワークに適さない場合は、値を変更する必要が
あります。
表 61：デフォルトの CoS/DSCP マップ

CoS 値

DSCP 値

0

0

1

8

2

16

3

24

4

32

5

40

6

48

7

56

関連トピック
マッピング テーブルのデフォルト設定, （533 ページ）
CoS/DSCP マップの設定, （547 ページ）
ポリシング済み DSCP マップの設定, （550 ページ）

デフォルトの IP Precedence/DSCP マップ
着信パケットの IP precedence 値を、QoS がトラフィックのプライオリティを表すために内部使用
する DSCP 値にマッピングするには、IP precedence/DSCP マップを使用します。次の表は、デフォ
ルトの IP Precedence/DSCP マップを示しています。これらの値が使用しているネットワークに適
さない場合は、値を変更する必要があります。
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表 62：デフォルトの IP Precedence/DSCP マップ

IP precedence 値

DSCP 値

0

0

1

8

2

16

3

24

4

32

5

40

6

48

7

56

関連トピック
マッピング テーブルのデフォルト設定, （533 ページ）
IP precedence/DSCP マップの設定, （549 ページ）
ポリシング済み DSCP マップの設定, （550 ページ）

デフォルトの DSCP/CoS マップ
4 つの出力キューのうち 1 つを選択するために使用される CoS 値を生成するには、DSCP/CoS マッ
プを使用します。次の表に、デフォルトの DSCP/CoS マップを示します。これらの値が使用して
いるネットワークに適さない場合は、値を変更する必要があります。
表 63：デフォルトの DSCP/CoS マップ

DSCP 値

CoS 値

0～7

0

8 ～ 15

1

16 ～ 23

2

24 ～ 31

3

32 ～ 39

4

40 ～ 47

5
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DSCP 値

CoS 値

48 ～ 55

6

56 ～ 63

7

関連トピック
マッピング テーブルのデフォルト設定, （533 ページ）
DSCP/CoS マップの設定, （551 ページ）
ポリシング済み DSCP マップの設定, （550 ページ）

QoS の設定方法
QoS のグローバルなイネーブル化
デフォルトでは、QoS はスイッチ上でディセーブルに設定されています。
QoS をイネーブルにするために次の手順が必要です。

手順の概要
1. configure terminal
2. mls qos
3. end
4. show mls qos
5. 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

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

mls qos

QoS をグローバルにイネーブルにします。

例：

QoS は、次の関連トピックのセクションで説明されてい
るデフォルト設定で動作します。

Switch(config)# mls qos
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

ステップ 3

QoS をディセーブルにするには、 no mls qos
グローバル コンフィギュレーション コマンド
を使用します。

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 4

show mls qos

QoS の設定を確認します。

例：
Switch# show mls qos

ステップ 5

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存
します。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

関連トピック
標準 QoS のデフォルト設定, （529 ページ）
出力キューのデフォルト設定, （530 ページ）

物理ポートでの VLAN ベースの QoS のイネーブル化
デフォルトでは、VLAN ベースの QoS はスイッチにあるすべての物理ポートでディセーブルで
す。スイッチ ポートで VLAN ベースの QoS をイネーブルにできます。

手順の概要
1. configure terminal
2. interface interface-id
3. mls qos vlan-based
4. end
5. show mls qos interface interface-id
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

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id

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

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

ステップ 3

mls qos vlan-based
例：
Switch(config-if)# mls qos vlan-based

ステップ 4

ポートで VLAN ベースの QoS をイネーブルにします。
（注）

物理ポートで VLAN ベースの QoS をディセー
ブルにする場合は、no mls qos vlan-based イ
ンターフェイス コンフィギュレーション コ
マンドを使用します。

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config-if)# end

ステップ 5

show mls qos interface interface-id

VLAN ベースの QoS が物理ポートでイネーブルかどう
かを確認します。

例：
Switch# show mls qos interface
gigabitethernet 1/0/1

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保
存します。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

QoS ポリシーの設定
QoS ポリシーを設定するには、次のタスクが必要です。
• トラフィックのクラスへの分類
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• 各トラフィック クラスに適用するポリシーの設定
• ポートへのポリシーの付加
ここでは、トラフィックを分類、ポリシング、マーキングする方法について説明します。ネット
ワーク設定に応じて、この項のモジュールの 1 つ以上を実行します。
関連トピック
ポリシングおよびマーキングの概要
分類の概要

ACL を使用したトラフィックの分類
IPv4 標準 ACLS、IPv4 拡張 ACL または IPv6 ACL を使用して IP トラフィックを分類できます。
非 IP トラフィックの分類はレイヤ 2 MAC ACL でできます。
IPv4 トラフィック用の IP 標準 ACL の作成

はじめる前に
この作業を実行する前に、QoS 設定のために使用するアクセス リストを決定します。

手順の概要
1. configure terminal
2. access-list access-list-number {deny | permit} source [source-wildcard]
3. end
4. show access-lists
5. 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

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

access-list access-list-number {deny IP 標準 ACL を作成し、必要な回数だけコマンドを繰り返します。
| permit} source [source-wildcard]
• access-list-number には、アクセス リスト番号を入力します。有
効範囲は 1 ～ 99 および 1300 ～ 1999 です。
例：
Switch(config)# access-list 1
permit 192.2.255.0 1.1.1.255

• permit キーワードを使用すると、条件が一致した場合に特定の
トラフィック タイプを許可します。deny キーワードを使用す
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コマンドまたはアクション

目的
ると、条件が一致した場合に特定のトラフィック タイプを拒否
します。
• source には、パケットの送信元となるネットワークまたはホス
トを指定します。any キーワードは 0.0.0.0 255.255.255.255 の省
略形として使用できます。
• （任意）source-wildcard には、source に適用されるワイルドカー
ド ビットをドット付き 10 進表記で入力します。無視するビッ
ト位置には 1 を設定します。
アクセス リストを作成するときは、アクセス リストの末尾に暗黙の
拒否ステートメントがデフォルトで存在し、それ以前のステートメ
ントで一致が見つからなかったすべてのパケットに適用されること
に注意してください。
（注）

ステップ 3

アクセス リストを削除するには、no access-list
access-list-number グローバル コンフィギュレーション コマ
ンドを使用します。

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 4

show access-lists

入力を確認します。

例：
Switch# show access-lists

ステップ 5

copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
例：
Switch# copy-running-config
startup-config

関連トピック
アクセス コントロール リスト
QoS ACL の注意事項
例：ACL によるトラフィックの分類, （570 ページ）
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IPv4 トラフィック用の IP 拡張 ACL の作成

はじめる前に
この作業を実行する前に、QoS 設定のために使用するアクセス リストを決定します。

手順の概要
1. configureterminal
2. access-list access-list-number {deny | permit} protocol source source-wildcard destination
destination-wildcard
3. end
4. show access-lists
5. 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

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

access-list access-list-number
IP 拡張 ACL を作成し、必要な回数だけコマンドを繰り返します。
{deny | permit} protocol source
• access-list-number には、アクセス リスト番号を入力します。有効範
source-wildcard destination
囲は 100 ～ 199 および 2000 ～ 2699 です。
destination-wildcard
• permit キーワードを使用すると、条件が一致した場合に特定のトラ

例：
Switch(config)# access-list
100 permit ip any any dscp
32

フィック タイプを許可します。deny キーワードを使用すると、条件
が一致した場合に特定のトラフィック タイプを拒否します。
• protocol には、IP プロトコルの名前または番号を入力します。疑問符
（?）を使用すると、使用できるプロトコル キーワードのリストが表
示されます。
• source には、パケットの送信元となるネットワークまたはホストを
指定します。ネットワークまたはホストを指定するには、ドット付
き 10 進表記を使用するか、source 0.0.0.0 source-wildcard
255.255.255.255 の短縮形として any キーワードを使用するか、また
は source 0.0.0.0 を表す host キーワードを使用します。
• source-wildcard では、無視するビット位置に 1 を入力することによっ
て、ワイルドカード ビットを指定します。ワイルドカードを指定す
るには、ドット付き 10 進表記を使用するか、source 0.0.0.0
source-wildcard 255.255.255.255 の短縮形として any キーワードを使用
するか、または source 0.0.0.0 を表す host キーワードを使用します。
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コマンドまたはアクション

目的
• destination には、パケットの宛先となるネットワークまたはホストを
指定します。destination および destination-wildcard には、source およ
び source-wildcard での説明と同じオプションを使用できます。
アクセス リストを作成するときは、アクセス リストの末尾に暗黙の拒否
ステートメントがデフォルトで存在し、それ以前のステートメントで一致
が見つからなかったすべてのパケットに適用されることに注意してくださ
い。
（注）

ステップ 3

アクセス リストを削除するには、no access-list access-list-number
グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 4

show access-lists

入力を確認します。

例：
Switch# show access-lists

ステップ 5

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

例：
Switch# copy-running-config
startup-config

関連トピック
アクセス コントロール リスト
QoS ACL の注意事項
例：ACL によるトラフィックの分類, （570 ページ）
IPv6 トラフィック用の IPv6 ACL の作成

はじめる前に
この作業を実行する前に、QoS 設定のために使用するアクセス リストを決定します。
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手順の概要
1. configure terminal
2. ipv6 access-list access-list-name
3. {deny | permit} protocol {source-ipv6-prefix/prefix-length | any | host source-ipv6-address} [operator
[port-number]] {destination-ipv6-prefix/ prefix-length | any | host destination-ipv6-address} [operator
[port-number]] [dscp value] [fragments] [log] [log-input] [routing] [sequence value] [time-range name]
4. end
5. show ipv6 access-list
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

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステッ
プ2

ipv6 access-list access-list-name
例：
Switch(config)# ipv6
access-list ipv6_Name_ACL

IPv6 ACL を定義し、IPv6 アクセス リスト コンフィギュレーション モー
ドを開始します。
アクセスリスト名にはスペースまたは引用符を含めることはできません。
また、数字で開始することもできません。
（注）

ステッ
プ3

{deny | permit} protocol
{source-ipv6-prefix/prefix-length |
any | host source-ipv6-address}
[operator [port-number]]
{destination-ipv6-prefix/
prefix-length | any | host
destination-ipv6-address} [operator
[port-number]] [dscp value]
[fragments] [log] [log-input]
[routing] [sequence value]
[time-range name]

アクセス リストを削除するには、no ipv6 access-list
access-list-number グローバル コンフィギュレーション コマンド
を使用します。

条件が一致した場合にパケットを拒否する場合は deny、許可する場合は
permit を入力します。次に、条件について説明します。
protocol には、インターネット プロトコルの名前または番号を入力しま
す。ahp、esp、icmp、ipv6、pcp、stcp、tcp、udp、または IPv6 プロトコ
ル番号を表す 0 ～ 255 の整数を使用できます。
• source-ipv6-prefix/prefix-length または destination-ipv6-prefix/ prefix-length
は、拒否条件または許可条件を設定する送信元または宛先 IPv6 ネッ
トワークあるいはネットワーク クラスで、コロン区切りの 16 ビット
値を使用した 16 進形式で指定します（RFC 2373 を参照）。
• IPv6 プレフィックス ::/0 の短縮形として、any を入力します。

例：
Switch(config-ipv6-acl)#
permit ip host 10::1 host
11::2 host

• host source-ipv6-address または destination-ipv6-address には、拒否条件
または許可条件を設定する送信元または宛先 IPv6 ホスト アドレスを
入力します。アドレスはコロン区切りの 16 ビット値を使用した 16
進形式で指定します。
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コマンドまたはアクション

目的
• （任意）operator には、指定のプロトコルの送信元ポートまたは宛先
ポートを比較するオペランドを指定します。オペランドには、lt（よ
り小さい）、gt（より大きい）、eq（等しい）、neq（等しくない）、
range（包含範囲）があります。
source-ipv6-prefix/prefix-length 引数のあとの operator は、送信元ポート
に一致する必要があります。destination-ipv6- prefix/prefix-length 引数
のあとの operator は、宛先ポートに一致する必要があります。
• （任意）port-number は、0 ～ 65535 の 10 進数または TCP あるいは
UDP ポートの名前です。TCP ポート名を使用できるのは、TCP の
フィルタリング時だけです。UDP ポート名を使用できるのは、UDP
のフィルタリング時だけです。
• （任意）dscp value を入力して、各 IPv6 パケット ヘッダーの Traffic
Class フィールド内のトラフィック クラス値と DiffServ コード ポイ
ント値を照合します。指定できる範囲は 0 ～ 63 です。
• （任意）fragments を入力して、先頭ではないフラグメントを確認し
ます。このキーワードが表示されるのは、プロトコルが IPv6 の場合
だけです。
• （任意）log を指定すると、エントリと一致するパケットに関するロ
グ メッセージがコンソールに送信されます。log-input を指定する
と、ログ エントリに入力インターフェイスが追加されます。ロギン
グはルータ ACL でだけサポートされます。
• （任意）routing を入力して、IPv6 パケットのルーティングを指定し
ます。
• （任意）sequence value を入力して、アクセス リスト ステートメン
トのシーケンス番号を指定します。指定できる範囲は 1 ～ 4294967295
です。
• （任意）time-range name を入力して、拒否または許可ステートメン
トに適用される時間の範囲を指定します。

ステッ
プ4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config-ipv6-acl)# end

ステッ
プ5

show ipv6 access-list

アクセス リストの設定を確認します。

例：
Switch# show ipv6
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コマンドまたはアクション

目的

access-list

ステッ
プ6

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

例：
Switch# copy-running-config
startup-config

関連トピック
アクセス コントロール リスト
QoS ACL の注意事項
例：ACL によるトラフィックの分類, （570 ページ）
QoS ACL IPv6 の注意事項
非 IP トラフィック用のレイヤ 2 MAC ACL の作成

はじめる前に
この作業を実行する前に、レイヤ 2 の MAC アクセス リストが QoS 設定に必要であることを決定
します。

手順の概要
1. configure terminal
2. mac access-list extended name
3. {permit | deny} {host src-MAC-addr mask | any | host dst-MAC-addr | dst-MAC-addr mask} [type mask]
4. end
5. show access-lists [access-list-number | access-list-name]
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

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

mac access-list extended name

リストの名前を指定することによって、レイヤ 2 MAC ACL を作成
します。

例：
Switch(config)# mac access-list
extended maclist1

このコマンドを入力すると、拡張 MAC ACL コンフィギュレーショ
ン モードに切り替わります。
（注）

ステップ 3

アクセス リストを削除するには、 no mac access-list
extended access-list-name グローバル コンフィギュレーショ
ン コマンドを入力します。

{permit | deny} {host src-MAC-addr 条件が一致した場合に許可または拒否するトラフィック タイプを指
mask | any | host dst-MAC-addr |
定します。必要な回数だけコマンドを入力します。
dst-MAC-addr mask} [type mask]
• src-MAC-addr には、パケットの送信元となるホストの MAC ア
ドレスを指定します。MAC アドレスを指定するには、16 進表
例：
記（H.H.H）を使用するか、source 0.0.0、source-wildcard
Switch(config-ext-mac1) # permit
ffff.ffff.ffff の短縮形として any キーワードを使用するか、また
0001.0000.0001
0.0.0 0002.0000.0001 0.0.0
は source 0.0.0 を表す host キーワードを使用します。
Switch(config-ext-mac1) # permit
0001.0000.0002
0.0.0 0002.0000.0002 0.0.0
xns-idp

• mask では、無視するビット位置に 1 を入力することによって、
ワイルドカード ビットを指定します。
• dst-MAC-addr には、パケットの宛先となるホストの MAC アド
レスを指定します。MAC アドレスを指定するには、16 進表記
（H.H.H）を使用するか、source 0.0.0、source-wildcard ffff.ffff.ffff
の短縮形として any キーワードを使用するか、または source
0.0.0 を表す host キーワードを使用します。
• （任意）type mask には、Ethernet II または SNAP でカプセル化
されたパケットの Ethertype 番号を指定して、パケットのプロト
コルを識別します。type の範囲は 0 ～ 65535 です。通常は 16 進
数で指定します。mask では、一致をテストする前に Ethertype
に適用される don’t care ビットを入力します。
アクセス リストを作成するときは、アクセス リストの末尾に暗黙の
拒否ステートメントがデフォルトで存在し、それ以前のステートメ
ントで一致が見つからなかったすべてのパケットに適用されること
に注意してください。

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config-ext-mac1)# end

ステップ 5

show access-lists [access-list-number 入力を確認します。
| access-list-name]
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コマンドまたはアクション

目的

例：
Switch# show access-lists

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

例：
Switch# copy-running-config
startup-config

関連トピック
アクセス コントロール リスト
QoS ACL の注意事項
例：ACL によるトラフィックの分類, （570 ページ）

DSCP マップの設定
関連トピック
マッピング テーブルの概要, （522 ページ）

CoS/DSCP マップの設定
CoS/DSCP マップを使用して、着信パケットの CoS 値を、QoS がトラフィックのプライオリティ
を表すために内部使用する DSCP 値にマッピングします。
CoS/DSCP マップを変更するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任意
です。

手順の概要
1. configureterminal
2. mls qos map cos-dscp dscp1...dscp8
3. end
4. show mls qos maps cos-dscp
5. 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

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

mls qos map cos-dscp dscp1...dscp8

CoS/DSCP マップを変更します。

例：

dscp1...dscp8 には、CoS 値 0 ～ 7 に対応する 8 つの DSCP
値を入力します。各 DSCP 値はスペースで区切ります。

Switch(config)# mls qos map
cos-dscp 10 15 20 25 30 35 40 45

DSCP の範囲は 0 ～ 63 です。
（注）

ステップ 3

デフォルトのマップに戻すには、 no mls qos
cos-dscp グローバル コンフィギュレーション
コマンドを使用します。

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 4

show mls qos maps cos-dscp

入力を確認します。

例：
Switch# show mls qos maps cos-dscp

ステップ 5

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保
存します。

例：
Switch# copy-running-config
startup-config

関連トピック
デフォルトの CoS/DSCP マップ, （534 ページ）
QoS ドメイン内のポートの信頼状態の設定
例：DSCP マップの設定, （571 ページ）
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IP precedence/DSCP マップの設定
着信パケットの IP precedence 値を、QoS がトラフィックのプライオリティを表すために内部使用
する DSCP 値にマッピングするには、IP precedence/DSCP マップを使用します。
IP precedence/DSCP マップを変更するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。この手
順は任意です。

手順の概要
1. configureterminal
2. mls qos map ip-prec-dscp dscp1...dscp8
3. end
4. show mls qos maps ip-prec-dscp
5. 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

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

mls qos map ip-prec-dscp dscp1...dscp8
例：
Switch(config)# mls qos map
ip-prec-dscp 10 15 20 25 30 35 40
45

IP precedence/DSCP マップを変更します。
dscp1...dscp8 には、IP precedence 値 0 ～ 7 に対応する 8
つの DSCP 値を入力します。各 DSCP 値はスペースで
区切ります。
DSCP の範囲は 0 ～ 63 です。
（注）

ステップ 3

デフォルトのマップに戻すには、no mls qos
ip-prec-dscp グローバル コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用します。

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 4

show mls qos maps ip-prec-dscp

入力を確認します。

例：
Switch# show mls qos maps ip-prec-dscp
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

copy running-config startup-config

（任意）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：
Switch# copy-running-config
startup-config

関連トピック
デフォルトの IP Precedence/DSCP マップ, （534 ページ）
例：DSCP マップの設定, （571 ページ）

ポリシング済み DSCP マップの設定
ポリシングおよびマーキング アクションによって得られる新しい値に DSCP 値をマークダウンす
るには、ポリシング済み DSCP マップを使用します。
デフォルトのポリシング設定 DSCP マップは、着信 DSCP 値を同じ DSCP 値にマッピングするヌ
ル マップです。
ポリシング済み DSCP マップを変更するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。この
手順は任意です。

手順の概要
1. configure terminal
2. mls qos map policed-dscp dscp-list to mark-down-dscp
3. end
4. show mls qos maps policed-dscp
5. 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

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

mls qos map policed-dscp dscp-list to
mark-down-dscp

ポリシング済み DSCP マップを変更します。
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コマンドまたはアクション

目的
• dscp-list には、最大 8 つの DSCP 値をスペースで区
切って入力します。さらに、to キーワードを入力し
ます。

例：
Switch(config)# mls qos map
policed-dscp 50 51 52 53 54 55 56
57 to 0

• mark-down-dscp には、対応するポリシング設定
（マークダウンされた）DSCP 値を入力します。
（注）

ステップ 3

デフォルトのマップに戻すには、no mls qos
policed-dscp グローバル コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用します。

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 4

show mls qos maps policed-dscp

入力を確認します。

例：
Switch(config)# show mls qos maps
policed-dscp

ステップ 5

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存
します。

例：
Switch# copy-running-config
startup-config

関連トピック
デフォルトの CoS/DSCP マップ, （534 ページ）
デフォルトの IP Precedence/DSCP マップ, （534 ページ）
デフォルトの DSCP/CoS マップ, （535 ページ）
例：DSCP マップの設定, （571 ページ）

DSCP/CoS マップの設定
4 つの出力キューのうち 1 つを選択するために使用される CoS 値を生成するには、DSCP/CoS マッ
プを使用します。
特権 EXEC モードで開始し、次の手順に従って DSCP/CoS マップを修正します。この手順は任意
です。
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手順の概要
1. configureterminal
2. mls qos map dscp-cos dscp-listto cos
3. end
4. show mls qos maps dscp-to-cos
5. 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

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

mls qos map dscp-cos dscp-listto cos
例：
Switch# mls qos map dscp-cos 0 8
16 24 32 40 48 50 to 0

DSCP/CoS マップを変更します。
• dscp-list には、最大 8 つの DSCP 値をスペースで区
切って入力します。さらに、to キーワードを入力し
ます。
• cos には、DSCP 値と対応する CoS 値を入力します。
DSCP の範囲は 0 ～ 63、CoS の範囲は 0 ～ 7 です。
（注）

ステップ 3

end

デフォルトのマップに戻すには、no mls qos
dscp-cos グローバル コンフィギュレーション
コマンドを使用します。

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# end

ステップ 4

show mls qos maps dscp-to-cos

入力を確認します。

例：
Switch# show mls qos maps
dscp-to-cos

ステップ 5

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存
します。

例：
Switch# copy-running-config
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コマンドまたはアクション

目的

startup-config

関連トピック
デフォルトの DSCP/CoS マップ, （535 ページ）
例：DSCP マップの設定, （571 ページ）

DSCP/DSCP 変換マップの設定
2 つの QoS ドメインで異なる DSCP 定義が使用されている場合は、一方のドメインの一連の DSCP
値を変換して、もう一方のドメインの定義に一致させる DSCP/DSCP 変換マップを使用します。
DSCP/DSCP変換マップは、QoS管理ドメインの境界にある受信ポートに適用します（入力変換）。
入力変換により、パケットの DSCP 値が新しい DSCP 値で上書きされ、QoS はこの新しい値をパ
ケットに適用します。スイッチは、新しい DSCP 値とともにそのパケットをポートへ送出します。
1 つの入力ポートに複数の DSCP/DSCP 変換マップを設定できます。デフォルトの DSCP/DSCP 変
換マップは、着信 DSCP 値を同じ DSCP 値にマッピングするヌル マップです。
DSCP/DSCP 変換マップを変更するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は
任意です。

手順の概要
1. configureterminal
2. mls qos map dscp-mutation dscp-mutation-name in-dscp to out-dscp
3. interface interface-id
4. mls qos trust dscp
5. mls qos dscp-mutation dscp-mutation-name
6. end
7. show mls qos maps dscp-mutation
8. 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

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

mls qos map dscp-mutation
dscp-mutation-name in-dscp to out-dscp

DSCP/DSCP 変換マップを変更します。

例：
Switch(config)# mls qos map
dscp-mutation
mutation1 1 2 3 4 5 6 7 to 0

• dscp-mutation-name には、変換マップ名を入力します。
新しい名前を指定することにより、複数のマップを作
成できます。
• in-dscp には、最大 8 つの DSCP 値をスペースで区切っ
て入力します。さらに、to キーワードを入力します。
• out-dscp には、1 つの DSCP 値を入力します。
DSCP の範囲は 0 ～ 63 です。
（注）

ステップ 3

interface interface-id
例：

デフォルトのマップに戻すには、no mls qos
dscp-mutation dscp-mutation-name グローバル コ
ンフィギュレーション コマンドを使用します。

マップを適用するポートを指定し、インターフェイス コン
フィギュレーション モードを開始します。
有効なインターフェイスには、物理ポートが含まれます。

Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 4

mls qos trust dscp

DSCP trusted ポートとして入力ポートを設定します。デフォ
ルトでは、ポートは trusted ではありません。

例：
Switch(config-if)# mls qos trust dscp

ステップ 5

mls qos dscp-mutation dscp-mutation-name 指定された DSCP trusted 入力ポートにマップを適用します。
例：

dscp-mutation-name には、ステップ 2 で指定した変換マップ
名を入力します。

Switch(config-if)# mls qos
dscp-mutation mutation1

ステップ 6

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config-if)# end

ステップ 7

show mls qos maps dscp-mutation

入力を確認します。

例：
Switch# show mls qos maps
dscp-mutation
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

copy running-config startup-config

（任意）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：
Switch# copy-running-config
startup-config

関連トピック
例：DSCP マップの設定, （571 ページ）

出力キューの特性の設定
ネットワークおよび QoS ソリューションの複雑さに応じて、次のモジュールで示す作業をすべて
実行しなければならない場合があります。次の特性を決定する必要があります。
• DSCP 値または CoS 値によって各キューおよびしきい値 ID にマッピングされるパケット
• キューセット（ポートごとの 4 つの出力キュー）に適用されるドロップしきい値の割合、お
よびトラフィック タイプに必要なメモリの確保量および最大メモリ
• キュー セットに割り当てる固定バッファ スペースの量
• ポートの帯域幅に関するレート制限の必要性
• 出力キューの処理頻度、および使用する技術（シェーピング、共有、または両方）
関連トピック
シェーピング モードまたは共有モード, （528 ページ）

設定時の注意事項
緊急キューがイネーブルにされているとき、または SRR の重みに基づいて出力キューのサービス
が提供されるときには、次の注意事項に従ってください。
• 出力緊急キューがイネーブルにされている場合は、キュー 1 に対して SRR のシェーピングお
よび共有された重みが無効にされます。
• 出力緊急キューがディセーブルにされており、SRRのシェーピングおよび共有された重みが
設定されている場合は、キュー 1 に対して shaped モードは shared モードを無効にし、SRR
はこのキューに shaped モードでサービスを提供します。
• 出力緊急キューがディセーブルで、SRR シェーピング重みが設定されていない場合、SRR は
このキューを共有モードで処理します。
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出力キューセットに対するバッファ スペースの割り当ておよび WTD しきい値の設定
バッファの可用性の保証、WTD しきい値の設定、およびキューセットの最大割り当ての設定を行
うには、mls qos queue-set output qset-idthreshold queue-id drop-threshold1 drop-threshold2
reserved-threshold maximum-threshold グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。
各しきい値はキューに割り当てられたバッファの割合です。このパーセント値を指定するには、
mls qos queue-set output qset-idbuffers allocation1 ... allocation4 グローバル コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用します。キューは WTD を使用して、トラフィック クラスごとに異なるドロッ
プ割合をサポートします。

（注）

スイッチはデフォルトで 4 つの出力キューをサポートしますが、合計 8 つの出力キューをイ
ネーブルにするオプションがあります。8 つの出力キューをすべてイネーブルにするには、mls
qos srr-queue output queues 8 グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。8
出力キューがイネーブルになると、8 つすべてのキューのしきい値、バッファ、帯域幅の共有
重みおよび帯域幅シェーピング重みを設定できます。8出力キューの設定はスタンドアロンス
イッチでのみサポートされます。

（注）

出力キューのデフォルト設定は、ほとんどの状況に適しています。出力キューについて十分理
解したうえで、この設定がユーザの QoS ソリューションを満たさないと判断した場合に限り、
設定を変更してください。
キューセットのメモリ割り当てとドロップしきい値を設定するには、特権 EXEC モードで次の手
順を実行します。この手順は任意です。

手順の概要
1. configureterminal
2. mls qos srr-queue output queues 8
3. mls qos queue-set output qset-idbuffers allocation1 ... allocation8
4. mls qos queue-set output qset-idthreshold queue-id drop-threshold1 drop-threshold2 reserved-threshold
maximum-threshold
5. interface interface-id
6. queue-set qset-id
7. end
8. show mls qos interface [interface-id] buffers
9. 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

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

mls qos srr-queue output
queues 8
例：
Switch(config)# mls qos
srr-queue output queues 8

（任意）スイッチはデフォルトで 4 つの出力キューをサポートしますが、
合計 8 つの出力キューをイネーブルにすることができます。4 つの追加出
力キューをイネーブルにするには、オプションの mls qos srr-queue output
queues 8 コマンドを使用します。
8 つのキュー サポートがイネーブルになると、4 つの追加キューの設定に
進むことができます。追加のキュー パラメータをサポートするように、既
存の出力キュー設定コマンドが変更されます。
（注）

ステップ 3

mls qos queue-set output
qset-idbuffers allocation1 ...
allocation8
例：
Switch(config)# mls qos
queue-set output 2 buffers
40 20 20 20 10 10 10 10

8 つのキューをイネーブルにするオプションは、スタンドアロン
スイッチのみで使用できます。

バッファをキューセットに割り当てます。
デフォルトでは、すべての割り当て値は 4 つのキューに均等にマッピング
されます（25、25、25、25）。各キューがバッファ スペースの 1/4 を持ち
ます。8 つの出力キューを設定すると、デフォルトで、合計バッファ スペー
スの 30 % がキュー 2 に割り当てられ、キュー 1、3、4、5、6、7、および
8 にそれぞれ 10 % が割り当てられます。
上記のステップ 2 で説明したように、8 つの出力キューをイネーブルにし
た場合は次が適用されます。
• qset-id には、キュー セットの ID を入力します。指定できる範囲は 1
～ 2 です。各ポートはキューセットに属し、ポート単位で出力キュー
4 つの特性すべてを定義します。
• allocation1 ... allocation8 には、キューセット内のキューごとに 1 つず
つ、合計 8 つのパーセンテージを指定します。allocation1、allocation3、
および allocation4 ~ allocation8 の範囲は 0 ~ 99 です。allocation2 の範囲
は 1 ～ 100 です（CPU バッファを含める）。
トラフィックの重要度に応じてバッファを割り当てます。たとえば、最高
プライオリティのトラフィックを持つキューには多くの割合のバッファを
与えます。
（注）

デフォルトの設定に戻すには、no mls qos queue-set output
qset-idbuffers グローバル コンフィギュレーション コマンドを使
用します。
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

mls qos queue-set output
qset-idthreshold queue-id
drop-threshold1 drop-threshold2
reserved-threshold
maximum-threshold

WTD しきい値を設定し、バッファのアベイラビリティを保証し、キュー
セット（ポートごとに 4 つの出力キュー）の最大メモリ割り当てを設定し
ます。

例：
Switch(config)# mls qos
queue-set output 2 threshold
2 40 60 100 200

デフォルトでは、キュー 1、3、および 4 の WTD は 100% に設定されてい
ます。キュー 2 の WTD は 200% に設定されています。キュー 1、2、3、お
よび 4 の専用は 50% に設定されています。すべてのキューの最大しきい値
はデフォルトで 400% に設定されています。
上記のステップ 2 で説明したように、8 つの出力キューをイネーブルにし
た場合は次が適用されます。
• qset-id には、ステップ 2 で指定したキューセットの ID を入力します。
指定できる範囲は 1 ～ 2 です。
• queue-id には、コマンドの実行対象となるキュー セット内の特定の
キューを入力します。queue-id の範囲は、デフォルトでは 1 ~ 4、8 つ
のキューがイネーブルになっている場合は 1 ~ 8 です。
• drop-threshold1 drop-threshold2 には、キューの割り当てメモリのパー
センテージとして表される 2 つの WTD しきい値を指定します。指定
できる範囲は 1 ～ 3200% です。
• reserved-threshold には、割り当てメモリのパーセンテージとして表さ
れるキューに保証（確保）されるメモリ サイズを入力します。指定で
きる範囲は 1 ～ 100% です。
• maximum-threshold を指定すると、いっぱいになったキューが確保量を
超えるバッファを取得できるようになります。この値は、共通プール
が空でない場合に、パケットがドロップされるまでキューが使用でき
るメモリの最大値です。指定できる範囲は 1 ～ 3200% です。
（注）

ステップ 5

interface interface-id

デフォルトの WTD しきい値の割合に戻すには、no mls qos
queue-set output qset-idthreshold [queue-id] グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。

発信トラフィックのポートを指定し、インターフェイス コンフィギュレー
ション モードを開始します。

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 6

queue-set qset-id

キューセットにポートをマッピングします。

例：

qset-id には、ステップ 2 で指定したキューセットの ID を入力します。指定
できる範囲は 1 ～ 2 です。デフォルトは 1 です。

Switch(config-id)# queue-set
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コマンドまたはアクション

目的

2

ステップ 7

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config-id)# end

ステップ 8

show mls qos interface
[interface-id] buffers

入力を確認します。

例：
Switch# show mls qos
interface buffers

ステップ 9

copy running-config
startup-config
例：
Switch# copy-running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
デフォルトの設定に戻すには、no mls qos queue-set output qset-idbuffers グ
ローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。デフォルトの
WTD しきい値のパーセンテージに戻すには、no mls qos queue-set output
qset-id threshold [queue-id] グローバル コンフィギュレーション コマンドを
使用します。

関連トピック
出力キューでのキューイングおよびスケジューリング
例：出力キューの特性の設定, （573 ページ）

出力キューおよびしきい値 ID への DSCP または CoS 値のマッピング
トラフィックにプライオリティを設定するには、特定の DSCP または CoS を持つパケットを特定
のキューに格納し、より低いプライオリティを持つパケットがドロップされるようにキューのし
きい値を調整します。

（注）

出力キューのデフォルト設定は、ほとんどの状況に適しています。デフォルト設定の変更が必
要となるのは、出力キューについて完全に理解している場合、およびデフォルトの設定がご使
用の QoS ソリューションを満たしていない場合だけです。
DSCP または CoS 値を出力キューおよび ID にマッピングするには、特権 EXEC モードで次の手順
を実行します。この手順は任意です。
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手順の概要
1. configure terminal
2. 次のいずれかを使用します。
• mls qos srr-queue output dscp-map queue queue-id threshold threshold-id dscp1...dscp8
• mls qos srr-queue output cos-map queue queue-id threshold threshold-id cos1...cos8
3. end
4. show mls qos maps
5. copy running-config startup-config

手順の詳細
コマンドまたはアクション
ステップ 1 configure terminal

目的
グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2 次のいずれかを使用します。

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

• mls qos srr-queue output
dscp-map queue queue-id
threshold threshold-id
dscp1...dscp8

デフォルトでは、DSCP 値 0 ～ 15 はキュー 2 およびしきい値 1 に、DSCP
値 16 ～ 31 はキュー 3 およびしきい値 1 に、DSCP 値 32 ～ 39 および 48
～ 63 はキュー 4 およびしきい値 1 に、DSCP 値 40 ～ 47 はキュー 1 およ
びしきい値 1 にマッピングされます。

• mls qos srr-queue output
cos-map queue queue-id
threshold threshold-id
cos1...cos8

デフォルトでは、CoS 値 0 および 1 はキュー 2 およびしきい値 1 に、CoS
値 2 および 3 はキュー 3 およびしきい値 1 に、CoS 値 4、6、および 7 は
キュー 4 およびしきい値 1 に、CoS 値 5 はキュー 1 およびしきい値 1 に
マッピングされます。

例：
Switch(config)# mls qos
srr-queue output
dscp-map queue 1 threshold 2
10 11

• queue-id で指定できる範囲は 1 ～ 4 です。
（注）

mls qos srr-queue output queues 8 グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用して 8 つの出力キューを有効に
した場合、queue-id の範囲は 1 ～ 8 になります。

• threshold-id で指定できる範囲は 1 ～ 3 です。しきい値 3 のドロップ
しきい値（%）は事前に定義されています。パーセンテージはキュー
がいっぱいの状態に対して設定されます。
• dscp1...dscp8 には、各値をスペースで区切って、最大 8 の値を入力し
ます。指定できる範囲は 0 ～ 63 です。
• cos1...cos8 には、各値をスペースで区切って、最大 8 の値を入力しま
す。指定できる範囲は 0 ～ 7 です。
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

ステップ 3 end

デフォルトの DSCP 出力キューしきい値マップまたはデフォル
トの CoS 出力キューしきい値マップに戻すには、no mls qos
srr-queue output dscp-map または no mls qos srr-queue output
cos-map グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用し
ます。

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# end

ステップ 4 show mls qos maps
例：
Switch# show mls qos maps

入力を確認します。
DSCP 出力キューしきい値マップは、表形式で表示されます。d1 列は DSCP
値の最上位桁、d2 行は DSCP 値の最下位桁を示します。d1 および d2 値の
交点がキュー ID およびしきい値 ID です。たとえば、キュー 2 およびしき
い値 1（02-01）のようになります。
CoS 出力キューしきい値マップでは、先頭行に CoS 値、2 番めの行に対応
するキュー ID およびしきい値 ID が示されます。たとえば、キュー 2 およ
びしきい値 2（2-2）のようになります。

ステップ 5 copy running-config
startup-config
例：
Switch# copy-running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
デフォルトの DSCP 出力キューしきい値マップまたはデフォルトの CoS
出力キューしきい値マップに戻すには、no mls qos srr-queue output
dscp-map または no mls qos srr-queue output cos-map グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。

関連トピック
出力キューでのキューイングおよびスケジューリング
例：出力キューの特性の設定, （573 ページ）

出力キューでの SRR シェーピング重みの設定
各キューに割り当てられる使用可能な帯域幅の量を指定できます。重みの比率は、SRRスケジュー
ラが各キューからパケットを送信する頻度の比率です。
出力キューにシェーピング重み、共有重み、またはその両方を設定できます。バースト性のある
トラフィックをスムーズにする、または長期にわたって出力をスムーズにする場合に、シェーピ
ングを使用します。
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ポートにマッピングされた 4 つの出力キューにシェーピング重みを割り当てて、帯域幅のシェー
ピングをイネーブルにするには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任意で
す。

手順の概要
1. configureterminal
2. interface interface-id
3. srr-queue bandwidth shape weight1 weight2 weight3 weight4
4. end
5. show mls qos interface interface-id queueing
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

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id

発信トラフィックのポートを指定し、インターフェイスコンフィギュ
レーション モードを開始します。

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet2/0/1

ステップ 3

srr-queue bandwidth shape weight1 出力キューに SRR 重みを割り当てます。デフォルトでは、weight1 は
weight2 weight3 weight4
25、weight2、weight3、および weight4 は 0 に設定されています。こ
れらのキューは共有モードです。
例：
Switch(config-if)# srr-queue
bandwidth shape 8 0 0 0

weight1 weight2 weight3 weight4 には、シェーピングされるポートの割
合を制御する重みを入力します。このキューのシェーピング帯域幅
は、インバース比率（1/weight）によって制御されます。各値はスペー
スで区切ります。指定できる範囲は 0 ～ 65535 です。
重み 0 を設定した場合は、対応するキューが共有モードで動作しま
す。srr-queue bandwidth shape コマンドで指定された重みは無視さ
れ、srr-queue bandwidth share インターフェイス コンフィギュレー
ションコマンドで設定されたキューの重みが有効になります。シェー
ピングおよび共有の両方に対して同じキューセットのキューを設定し
た場合は、必ず番号が最も小さいキューにシェーピングを設定してく
ださい。
シェーピング モードは、共有モードを無効にします。
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コマンドまたはアクション

目的
デフォルトの設定に戻すには、 no srr-queue bandwidth shape インター
フェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。
（注）

ステップ 4

mls qos srr-queue output queues 8 グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用して 8 個の出力キューを有効に
した場合、合計 8 個のキューに SRR 重みを割り当てること
ができます。

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config-if)# end

ステップ 5

show mls qos interface interface-id 入力を確認します。
queueing
例：
Switch# show mls qos interface
interface-id queuing

ステップ 6

copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
デフォルトの設定に戻すには、no srr-queue bandwidth shape インター
フェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

関連トピック
出力キューでのキューイングおよびスケジューリング
例：出力キューの特性の設定, （573 ページ）

出力キューでの SRR 共有重みの設定
共有モードでは、設定された重みによりキュー間で帯域幅が共有されます。このレベルでは帯域
幅は保証されていますが、このレベルに限定されていません。たとえば、特定のキューが空であ
り、リンクを共有する必要がない場合、残りのキューは未使用の帯域幅を使用して、共有ができ
ます。共有の場合、キューからパケットを取り出す頻度は重みの比率によって制御されます。重
みの絶対値は関係ありません。
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（注）

出力キューのデフォルト設定は、ほとんどの状況に適しています。出力キューについて十分理
解したうえで、この設定がユーザの QoS ソリューションを満たさないと判断した場合に限り、
設定を変更してください。
ポートにマッピングされた 4 つの出力キューに共有重みを割り当てて、帯域幅の共有をイネーブ
ルにするには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任意です。

手順の概要
1. configure terminal
2. interface interface-id
3. srr-queue bandwidth share weight1 weight2 weight3 weight4
4. end
5. show mls qos interface interface-id queueing
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

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id

発信トラフィックのポートを指定し、インターフェイス コン
フィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet2/0/1

ステップ 3

srr-queue bandwidth share weight1
weight2 weight3 weight4
例：
Switch(config-id)# srr-queue
bandwidth share 1 2 3 4

出力キューに SRR 重みを割り当てます。デフォルトでは、4 つ
の重みがすべて 25 です（各キューに帯域幅の 1/4 が割り当てら
れています）。
weight1 weight2 weight3 weight4 には、SRR スケジューラがパケッ
トを送信する頻度の比率を制御する重みを入力します。各値は
スペースで区切ります。指定できる範囲は 1 ～ 255 です。
デフォルトの設定に戻すには、 no srr-queue bandwidth share
インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用し
ます。
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

ステップ 4

mls qos srr-queue output queues 8 グローバル コン
フィギュレーション コマンドを使用して 8 個の出力
キューを有効にした場合、合計 8 個のキューに SRR
重みを割り当てることができます。

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config-id)# end

ステップ 5

show mls qos interface interface-id
queueing

入力を確認します。

例：
Switch# show mls qos interface
interface_id queuing

ステップ 6

copy running-config startup-config
例：
Switch# copy-running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存しま
す。
デフォルトの設定に戻すには、no srr-queue bandwidth share イ
ンターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用しま
す。

関連トピック
出力キューでのキューイングおよびスケジューリング
例：出力キューの特性の設定, （573 ページ）

出力緊急キューの設定
出力緊急キューにパケットを入れることにより、特定のパケットのプライオリティを他のすべて
のパケットより高く設定できます。SRR は、このキューが空になるまで処理してから他のキュー
を処理します。
出力緊急キューをイネーブルにするには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。この手順
は任意です。
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手順の概要
1. configure terminal
2. mls qos
3. interface interface-id
4. priority-queue out
5. end
6. show running-config
7. 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

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

mls qos

スイッチの QoS をイネーブルにします。

例：
Switch(config)# mls qos

ステップ 3

interface interface-id

出力ポートを指定し、インターフェイスコンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 4

priority-queue out
例：
Switch(config-if)# priority-queue
out

デフォルトでディセーブルに設定されている出力緊急キュー
をイネーブルにします。
このコマンドを設定すると、SRR に参加するキューは 1 つ少
なくなるため、SRR 重みおよびキュー サイズの比率が影響を
受けます。つまり、srr-queue bandwidth shape または srr-queue
bandwidth share コマンドの weight1 が無視されます（比率計
算に使用されません）。
（注）

出力緊急キューをディセーブルにするには、no
priority-queue out インターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。
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ステップ 5

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：
Switch(config-if)# end

ステップ 6

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 7

copy running-config startup-config
例：
Switch# copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存しま
す。
出力緊急キューをディセーブルにするには、no priority-queue
out インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使
用します。

関連トピック
出力キューでのキューイングおよびスケジューリング
例：出力キューの特性の設定, （573 ページ）

出力インターフェイスの帯域幅の制限
出力ポートの帯域幅は制限できます。たとえば、カスタマーが高速リンクの一部しか費用を負担
しない場合は、帯域幅をその量に制限できます。

（注）

出力キューのデフォルト設定は、ほとんどの状況に適しています。出力キューについて十分理
解したうえで、この設定がユーザの QoS ソリューションを満たさないと判断した場合に限り、
設定を変更してください。
出力ポートの帯域幅を制限するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任
意です。
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手順の概要
1. configure terminal
2. interface interface-id
3. srr-queue bandwidth limit weight1
4. end
5. show mls qos interface [interface-id] queueing
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

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id

レートを制限するポートを指定し、インターフェイス コ
ンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet2/0/1

ステップ 3

srr-queue bandwidth limit weight1
例：
Switch(config-if)# srr-queue
bandwidth limit 80

ポートの上限となるポート速度の割合を指定します。指
定できる範囲は 10 ～ 90 です。
デフォルトでは、ポートのレートは制限されず、100% に
設定されています。
デフォルトの設定に戻すには、no srr-queue
bandwidth limit インターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。
特権 EXEC モードに戻ります。
（注）

ステップ 4

end
例：
Switch(config-if)# end

ステップ 5

show mls qos interface [interface-id]
queueing

入力を確認します。

例：
Switch# show mls qos interface
interface_id queueing
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

copy running-config startup-config

（任意）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：
Switch# copy-running-config
startup-config

デフォルトの設定に戻すには、 no srr-queue bandwidth
limit インターフェイス コンフィギュレーション コマンド
を使用します。

関連トピック
出力キューでのキューイングおよびスケジューリング
例：出力キューの特性の設定, （573 ページ）

標準 QoS のモニタリング
表 64：スイッチ上で標準 QoS をモニタリングするためのコマンド

コマンド

説明

show mls qos

グローバル QoS コンフィギュレーション情報を表
示します。

show mls qos aggregate-policer
[aggregate-policer-name]

集約ポリサーの設定を表示します。

show mls qos interface [interface-id] [buffers |
policers | queueing | statistics]

バッファ割り当て、ポリサーが設定されている
ポート、キューイング方式、入出力統計情報な
ど、ポート レベルの QoS 情報が表示されます。

show mls qos maps [cos-dscp | |cos-output-q |
dscp-cos | |dscp-mutation dscp-mutation-name |
dscp-output-q | ip-prec-dscp | policed-dscp]

QoS のマッピング情報を表示します。

show mls qos queue-set [qset-id]

出力キューの QoS 設定を表示します。

show running-config | include rewrite

DSCP 透過性設定を表示します。
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QoS の設定例
例：DSCP 信頼状態へのポートの設定および DSCP/DSCP 変換マップの変更
次に、ポートが DSCP を信頼する状態に設定し、着信した DSCP 値 10 ～ 13 が DSCP 値 30 にマッ
ピングされるように DSCP/DSCP 変換マップ（gi1/0/2-mutation）を変更する例を示します。
Switch(config)# mls qos map dscp-mutation gigabitethernet1/0/2-mutation
10 11 12 13 to 30
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config-if)# mls qos trust dscp
Switch(config-if)# mls qos dscp-mutation gigabitethernet1/0/2-mutation
Switch(config-if)# end

関連トピック
別の QoS ドメインとの境界ポートでの DSCP 信頼状態の設定

例：ACL によるトラフィックの分類
次に、指定された 3 つのネットワーク上のホストだけにアクセスを許可する例を示します。ネッ
トワーク アドレスのホスト部分にワイルドカード ビットが適用されます。アクセス リストのス
テートメントと一致しない送信元アドレスのホストはすべて拒否されます。
Switch(config)# access-list 1 permit
Switch(config)# access-list 1 permit
Switch(config)# access-list 1 permit
! (Note: all other access implicitly

192.5.255.0 0.0.0.255
128.88.0.0 0.0.255.255
36.0.0.0 0.0.0.255
denied)

次に、任意の送信元から、DSCP 値が 32 に設定されている任意の宛先への IP トラフィックを許可
する ACL を作成する例を示します。
Switch(config)# access-list 100 permit ip any any dscp 32

次に、10.1.1.1 の送信元ホストから 10.1.1.2 の宛先ホストへの IP トラフィック（precedence 値は
5）を許可する ACL を作成する例を示します。
Switch(config)# access-list 100 permit ip host 10.1.1.1 host 10.1.1.2 precedence 5

次に、任意の送信元からアドレス 224.0.0.2 の宛先グループへの PIM トラフィック（DSCP 値は
32）を許可する ACL を作成する例を示します。
Switch(config)# access-list 102 permit pim any 224.0.0.2 dscp 32

次に、任意の送信元から、DSCP 値が 32 に設定されている任意の宛先への IPv6 トラフィックを許
可する ACL を作成する例を示します。
Switch(config)# ipv6 access-list 100 permit ip any any dscp 32
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次に、10.1.1.1 の送信元ホストから 10.1.1.2 の宛先ホストへの IPv6 トラフィック（precedence 値は
5）を許可する ACL を作成する例を示します。
Switch(config)# ipv6 access-list ipv6_Name_ACL permit ip host 10::1 host 10.1.1.2
precedence 5

次に、2 つの許可（permit）ステートメントを指定したレイヤ 2 の MAC ACL を作成する例を示し
ます。最初のステートメントでは、MAC アドレスが 0001.0000.0001 であるホストから、MAC ア
ドレスが 0002.0000.0001 であるホストへのトラフィックが許可されます。2 番めのステートメン
トでは、MAC アドレスが 0001.0000.0002 であるホストから、MAC アドレスが 0002.0000.0002 で
あるホストへの、Ethertype が XNS-IDP のトラフィックのみが許可されます。
Switch(config)# mac access-list extended maclist1
Switch(config-ext-macl)# permit 0001.0000.0001 0.0.0 0002.0000.0001 0.0.0
Switch(config-ext-macl)# permit 0001.0000.0002 0.0.0 0002.0000.0002 0.0.0 xns-idp
! (Note: all other access implicitly denied)

関連トピック
IPv4 トラフィック用の IP 標準 ACL の作成, （539 ページ）
IPv4 トラフィック用の IP 拡張 ACL の作成, （541 ページ）
IPv6 トラフィック用の IPv6 ACL の作成, （542 ページ）
非 IP トラフィック用のレイヤ 2 MAC ACL の作成, （545 ページ）

例：DSCP マップの設定
次に、CoS/DSCP マップを変更して表示する例を示します。
Switch(config)# mls qos map cos-dscp 10 15 20 25 30 35 40 45
Switch(config)# end
Switch# show mls qos maps cos-dscp
Cos-dscp map:
cos:
0 1 2 3 4 5 6 7
-------------------------------dscp:
10 15 20 25 30 35 40 45

次に、IP precedence/DSCP マップを変更して表示する例を示します。
Switch(config)# mls qos map ip-prec-dscp 10 15 20 25 30 35 40 45
Switch(config)# end
Switch# show mls qos maps ip-prec-dscp
IpPrecedence-dscp map:
ipprec:
0 1 2 3 4 5 6 7
-------------------------------dscp:
10 15 20 25 30 35 40 45

次に、DSCP 50 ～ 57 を、マークダウンされる DSCP 値 0 にマッピングする例を示します。
Switch(config)# mls qos map policed-dscp 50 51 52 53 54 55 56 57 to 0
Switch(config)# end
Switch# show mls qos maps policed-dscp
Policed-dscp map:
d1 : d2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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--------------------------------------0 :
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
1 :
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2 :
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
3 :
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
4 :
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
5 :
00 00 00 00 00 00 00 00 58 59
6 :
60 61 62 63

（注）

このポリシング済み DSCP マップでは、マークダウンされる DSCP 値が表形式で示されていま
す。d1 列は元の DSCP の最上位桁、d2 行は元の DSCP の最下位桁を示します。d1 と d2 の交
点にある値が、マークダウンされる値です。たとえば、元の DSCP 値が 53 の場合、マークダ
ウンされる DSCP 値は 0 です。
次に、DSCP 値 0、8、16、24、32、40、48、および 50 を CoS 値 0 にマッピングして、マップを
表示する例を示します。
Switch(config)# mls qos map dscp-cos 0 8 16 24 32 40 48 50 to 0
Switch(config)# end
Switch# show mls qos maps dscp-cos
Dscp-cos map:
d1 : d2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
--------------------------------------0 :
00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
1 :
01 01 01 01 01 01 00 02 02 02
2 :
02 02 02 02 00 03 03 03 03 03
3 :
03 03 00 04 04 04 04 04 04 04
4 :
00 05 05 05 05 05 05 05 00 06
5 :
00 06 06 06 06 06 07 07 07 07
6 :
07 07 07 07

（注）

上記の DSCP/CoS マップでは、CoS 値が表形式で示されています。d1 列は DSCP の最上位桁、
d2 行は DSCP の最下位桁を示します。d1 と d2 の交点にある値が CoS 値です。たとえば、こ
の DSCP/CoS マップでは、DSCP 値が 08 の場合、対応する CoS 値は 0 です。
次の例では、DSCP/DSCP 変換マップを定義する方法を示します。明示的に設定されていないすべ
てのエントリは変更されません（空のマップで指定された値のままです）。
Switch(config)# mls qos map dscp-mutation mutation1
Switch(config)# mls qos map dscp-mutation mutation1
Switch(config)# mls qos map dscp-mutation mutation1
Switch(config)# mls qos map dscp-mutation mutation1
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# mls qos trust dscp
Switch(config-if)# mls qos dscp-mutation mutation1
Switch(config-if)# end
Switch# show mls qos maps dscp-mutation mutation1
Dscp-dscp mutation map:
mutation1:
d1 : d2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
--------------------------------------0 :
00 00 00 00 00 00 00 00 10 10
1 :
10 10 10 10 14 15 16 17 18 19
2 :
20 20 20 23 24 25 26 27 28 29
3 :
30 30 30 30 30 35 36 37 38 39
4 :
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
5 :
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

1 2 3 4 5 6 7 to 0
8 9 10 11 12 13 to 10
20 21 22 to 20
30 31 32 33 34 to 30

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
572

QoS の設定例

6 :

（注）

60 61 62 63

上記の DSCP/DSCP 変換マップでは、変換される値が表形式で示されています。d1 列は元の
DSCP の最上位桁、d2 行は元の DSCP の最下位桁を示します。d1 と d2 の交点の値が、変換さ
れる値です。たとえば、DSCP 値が 12 の場合、対応する変換される値は 10 です。
関連トピック
CoS/DSCP マップの設定, （547 ページ）
IP precedence/DSCP マップの設定, （549 ページ）
ポリシング済み DSCP マップの設定, （550 ページ）
DSCP/CoS マップの設定, （551 ページ）
DSCP/DSCP 変換マップの設定, （553 ページ）

例：出力キューの特性の設定
次の例では、ポートをキューセット 2 にマッピングする方法を示します。出力キュー 1 にはバッ
ファ スペースの 40%、出力キュー 2、3、および 4 には 20% が割り当てられます。キュー 2 のド
ロップしきい値は割り当てメモリの 40 および 60% に設定され、割り当てメモリの 100% が保証
（確保）され、パケットがドロップされるまでこのキューが使用できる最大メモリが 200% に設
定されます。
Switch(config)# mls qos queue-set output 2 buffers 40 20 20 20
Switch(config)# mls qos queue-set output 2 threshold 2 40 60 100 200
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# queue-set 2

次に、DSCP 値 10 および 11 を出力キュー 1 およびしきい値 2 にマッピングする例を示します。
Switch(config)# mls qos srr-queue output dscp-map queue 1 threshold 2 10 11

次に、キュー 1 に帯域幅のシェーピングを設定する例を示します。キュー 2、3、4 の重み比が 0
に設定されているので、これらのキューは共有モードで動作します。キュー 1 の帯域幅の重みは
1/8（12.5%）です。
Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Switch(config-if)# srr-queue bandwidth shape 8 0 0 0

次の例では、出力ポートで稼働する SRR スケジューラの重み比を設定する方法を示します。4 つ
のキューが使用され、共有モードで各キューに割り当てられる帯域幅の比率は、キュー 1、2、3、
および 4 に対して 1/(1 + 2 + 3 + 4)、2/(1 + 2 + 3 + 4)、3/(1 + 2 + 3 + 4)、および 4/(1 + 2 + 3 + 4) にな
ります（それぞれ、10、20、30、および 40%）。キュー 4 はキュー 1 の帯域幅の 4 倍、キュー 2
の帯域幅の 2 倍、キュー 3 の帯域幅の 1 と 1/3 倍であることを示します。
Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Switch(config-if)# srr-queue bandwidth share 1 2 3 4
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次の例では、SRR の重みが設定されている場合、出力緊急キューをイネーブルにする方法を示し
ます。出力緊急キューは、設定された SRR ウェイトを上書きします。
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# srr-queue bandwidth shape 25 0 0 0
Switch(config-if)# srr-queue bandwidth share 30 20 25 25
Switch(config-if)# priority-queue out
Switch(config-if)# end

次に、ポートの帯域幅を 80% に制限する例を示します。
Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Switch(config-if)# srr-queue bandwidth limit 80

このコマンドを 80% に設定すると、ポートは該当期間の 20% はアイドルになります。回線レート
は接続速度の 80%（800 Mbps）に低下します。ただし、ハードウェアはライン レートを 6%単位
で調整しているため、この値は厳密ではありません。
関連トピック
出力キューセットに対するバッファ スペースの割り当ておよび WTD しきい値の設定, （556
ページ）
出力キューでのキューイングおよびスケジューリング
出力キューおよびしきい値 ID への DSCP または CoS 値のマッピング, （559 ページ）
出力キューでのキューイングおよびスケジューリング
出力キューでの SRR シェーピング重みの設定, （561 ページ）
出力キューでのキューイングおよびスケジューリング
出力キューでの SRR 共有重みの設定, （563 ページ）
出力キューでのキューイングおよびスケジューリング
出力緊急キューの設定, （565 ページ）
出力キューでのキューイングおよびスケジューリング
出力インターフェイスの帯域幅の制限, （567 ページ）
出力キューでのキューイングおよびスケジューリング
出力キューでのキューイングおよびスケジューリング

次の作業
QoS 設定でこれらの自動機能を使用できるかどうかについては、自動 QoS のマニュアルを参照し
てください。
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QoS の機能履歴と情報
リリース

変更内容

Cisco IOS Release 15.0(2)EXCisco IOS Release 15.2(5)E

この機能が導入されました。
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• IP ユニキャスト ルーティングの設定, 581 ページ
• IP ユニキャスト ルーティングのイネーブル化, 581 ページ
• IP アドレスの SVI への割り当て, 582 ページ
• スタティック ユニキャスト ルートの設定, 584 ページ
• IP ネットワークのモニタリングおよびメンテナンス, 585 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表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シスコ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 からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

IP ユニキャスト ルーティングの設定に関する情報
このモジュールでは、スイッチで IP Version 4（IPv4）ユニキャスト ルーティングを設定する方法
について説明します。
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IP ルーティングに関する情報
一部のネットワーク環境で、VLAN（仮想 LAN）は各ネットワークまたはサブネットワークに関
連付けられています。IP ネットワークで、各サブネットワークは 1 つの VLAN に対応していま
す。VLAN を設定すると、ブロードキャスト ドメインのサイズを制御し、ローカル トラフィック
をローカル内にとどめることができます。ただし、異なる VLAN 内のネットワーク デバイスが相
互に通信するには、VLAN 間でトラフィックをルーティング（VLAN 間ルーティング）するレイ
ヤ 3 デバイス（ルータ）が必要です。VLAN 間ルーティングでは、適切な宛先 VLAN にトラフィッ
クをルーティングするため、1 つまたは複数のルータを設定します。
次の図に基本的なルーティング トポロジを示します。スイッチ A は VLAN 10 内、スイッチ B は
VLAN 20 内にあります。ルータには各 VLAN のインターフェイスが備わっています。
図 47：ルーティング トポロジの例

VLAN 10 内のホスト A が VLAN 10 内のホスト B と通信する場合、ホスト A はホスト B 宛にアド
レス指定されたパケットを送信します。スイッチ A はパケットをルータに送信せず、ホスト B に
直接転送します。
ホスト A から VLAN 20 内のホスト C にパケットを送信する場合、スイッチ A はパケットをルー
タに転送し、ルータは VLAN 10 インターフェイスでトラフィックを受信します。ルータはルー
ティング テーブルを調べて正しい発信インターフェイスを判別し、VLAN 20 インターフェイスを
経由してパケットをスイッチ B に送信します。スイッチ B はパケットを受信し、ホスト C に転送
します。

ルーティング タイプ
ルータおよびレイヤ 3 スイッチは、次の方法でパケットをルーティングできます。
• デフォルト ルーティング
• 事前にプログラミングされているトラフィックのスタティック ルートの使用
スイッチでは、スタティック ルートとデフォルト ルートはサポートされますが、ルーティング
プロトコルはサポートされていません。
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IP ユニキャスト ルーティングの設定
デフォルトでは、IP ルーティングはスイッチ上でディセーブルです。IP ルーティング設定情報に
関する詳細については、『Cisco IOS IP Configuration Guide, Release 12.2』を参照してください。こ
れには、Cisco.com（[Documentation] > [Cisco IOS Software Releases] > [12.2 Mainline] >
[Configuration Guides]）からアクセス可能です。
この手順では、指定されたインターフェイスをスイッチ仮想インターフェイス（SVI）にする必要
があります。これは、interface vlanvlan_id グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用し
て作成された VLAN インターフェイスであり、デフォルトではレイヤ 3 インターフェイスです。
ルーティングが発生するすべてのレイヤ 3 インターフェイスに、IP アドレスを割り当てる必要が
あります。「IP アドレスの SVI への割り当て」の項を参照してください。

（注）

スイッチでは、16 のスタティック ルート（ユーザ設定のルートとデフォルト ルートを含む）
と、管理インターフェイスの直接接続されたルートとデフォルト ルートがサポートされてい
ます。スタティック ルートの設定には、「lanbase-default」SDM テンプレートを使用できま
す。スイッチには、各 SVI に割り当てられた IP アドレスを指定できます。ルーティングをイ
ネーブルにする前に、sdm prefer lanbase-routing グローバル コンフィギュレーション コマン
ドを入力して、スイッチをリロードします。
ルーティングを設定する手順は次のとおりです。
• VLAN インターフェイスをサポートするには、スイッチまたはスイッチ スタックで VLAN
を作成および設定し、レイヤ 2 インターフェイスに VLAN メンバーシップを割り当てます。
詳細については、「VLAN の設定」の章を参照してください。
• レイヤ 3 インターフェイス（SVI）を設定します。
• スイッチ上で IP ルーティングをイネーブルに設定します。
• レイヤ 3 インターフェイスに IP アドレスを割り当てます。
• スタティック ルートを設定します。

IP ユニキャスト ルーティングのイネーブル化
デフォルトで、switchはレイヤ 2 スイッチング モード、IP ルーティングはディセーブルとなって
います。switchのレイヤ 3 機能を使用するには、IP ルーティングをイネーブルにする必要があり
ます。
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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。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

ip routing

IP ルーティングをイネーブルにします。

例：
Switch(config)# ip routing

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# end

ステップ 5

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定
を保存します。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

IP アドレスの SVI への割り当て
IP ルーティングを設定するには、IP アドレスをレイヤ 3 ネットワーク インターフェイスに割り当
てる必要があります。これにより、IP を使用するインターフェイスでホストとの通信が可能にな
ります。IP ルーティングはデフォルトでディセーブルであり、IP アドレスは SVI に割り当てられ
ていません。
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IP アドレスは IP パケットの送信先を特定します。一部の IP アドレスは特殊な目的のために予約
されていて、ホスト、サブネット、またはネットワーク アドレスには使用できません。RFC 1166
の『Internet Numbers』には IP アドレスに関する公式の説明が記載されています。
インターフェイスには、1 つのプライマリ IP アドレスを設定できます。マスクで、IP アドレス中
のネットワーク番号を示すビットが識別できます。マスクを使用してネットワークをサブネット
化する場合、そのマスクをサブネット マスクと呼びます。割り当てられているネットワーク番号
については、インターネット サービス プロバイダーにお問い合わせください。
SVI に IP アドレスおよびネットワーク マスクを割り当てるには、以下の手順に従います。

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。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

interface vlan vlan-id

インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを開始し、設定するレイヤ 3 VLAN を指定し
ます。

ステップ 4

ip address ip-address subnet-mask

IP アドレスおよび IP サブネット マスクを設定
します。

例：
Switch(config-if)# ip address 10.1.5.1
255.255.255.0

ステップ 5

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 6

show interfaces [interface-id]

入力を確認します。

例：
Switch# show ip interface gigabitethernet
1/0/1
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

show ip interface [interface-id]

入力を確認します。

例：
Switch# show ip interface gigabitethernet
1/0/1

ステップ 8

入力を確認します。

show running-config
例：
Switch# show running-config

ステップ 9

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設
定を保存します。

copy running-config startup-config
例：
Switch# copy running-config startup-config

スタティック ユニキャスト ルートの設定
スタティックユニキャストルートは、特定のパスを通過して送信元と宛先間でパケットを送受信
するユーザ定義のルートです。ルータが特定の宛先へのルートを構築できない場合、スタティッ
ク ルートは重要で、到達不能なすべてのパケットが送信される最終ゲートウェイを指定する場合
に有効です。

（注）

スタティック ルーティングは、Cisco IOS リリース 15.2(5)E2 以降の Catalyst 2960-L スイッチで
サポートされています。
スタティック ルートを設定するには、次の手順を実行します。

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。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

ip route prefix mask {address | interface}
[distance]

スタティック ルートを確立します。

例：
Switch(config)# ip route prefix mask
gigabitethernet 1/0/4

ステップ 4

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 5

show ip route

設定を確認するため、ルーティングテーブルの現
在の状態を表示します。

例：
Switch# show ip route

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定
を保存します。

例：
Switch# copy running-config startup-config

次の作業
スタティック ルートを削除するには、no ip route prefix mask {address| interface} グローバル コン
フィギュレーションコマンドを使用します。ユーザによって削除されるまで、スタティックルー
トはスイッチに保持されます。

IP ネットワークのモニタリングおよびメンテナンス
特定のキャッシュ、テーブル、またはデータベースのすべての内容を削除できます。特定の統計
情報を表示することもできます。
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表 65：IP ルートの削除またはルート ステータスの表示を行うコマンド

show ip route [address [mask]
[longer-prefixes]]

ルーティング テーブルの現在の状態を表示します。

show ip route summary

サマリー形式でルーティングテーブルの現在のステー
タスを表示します。

show platform ip route all

プラットフォーム ルート データベースを表示しま
す。

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
586

第

IX

部

セキュリティ
• セキュリティ機能の概要, 589 ページ
• 不正アクセスの防止, 595 ページ
• パスワードおよび権限レベルによるスイッチ アクセスの制御, 597 ページ
• TACACS+ の設定, 619 ページ
• RADIUS の設定, 781 ページ
• アカウンティングの設定, 833 ページ
• ローカル認証および許可の設定, 869 ページ
• MAC 認証バイパス, 875 ページ
• コモン クライテリアに準拠したパスワードの強度と管理, 889 ページ
• AAA-SERVER-MIB Set Operation, 899 ページ
• セキュア シェルの設定, 907 ページ
• セキュア シェル バージョン 2 サポート, 931 ページ
• SSH 認証の X.509v3 証明書, 959 ページ
• Secure Socket Layer HTTP の設定, 969 ページ
• 認証局の相互運用性, 987 ページ
• アクセス コントロール リストの概要, 1009 ページ

• IPv4 アクセス コントロール リストの設定, 1021 ページ
• IPv6 アクセス コントロール リスト, 1065 ページ
• DHCP の設定, 1085 ページ
• ダイナミック ARP インスペクションの設定, 1113 ページ
• IEEE 802.1x ポートベースの認証の設定, 1135 ページ
• Web ベース認証の設定, 1243 ページ
• ポート単位のトラフィック制御の設定, 1279 ページ

第

25

章

セキュリティ機能の概要
• セキュリティ機能の概要, 589 ページ

セキュリティ機能の概要
スイッチは、スイッチ ハードウェアによって、限定されたフィーチャ セットを持つ LAN Base イ
メージまたは LAN Lite イメージをサポートします。セキュリティ機能は次のとおりです。
• Web 認証：Web ブラウザを使用して認証する IEEE 802.1x 機能をサポートしないサプリカン
ト（クライアント）を許可します。
• ローカル Web 認証バナー：Web 認証ログイン画面に表示されるカスタム バナーまたはイメー
ジ ファイル。
• ACL および RADIUS Filter-Id 属性を使った IEEE 802.1x 認証。
• 管理インターフェイス（デバイス マネージャ、Network Assistant、CLI）へのパスワード保護
付きアクセス（読み取り専用および読み書きアクセス）。不正な設定変更を防止します。
• セキュリティ レベル、通知、および対応するアクションを選択できる、マルチレベル セキュ
リティ。
• セキュリティを確保できるスタティック MAC アドレッシング。
• 保護ポート オプション。同一スイッチ上の指定ポートへのトラフィック転送を制限します。
• ポートにアクセスできるステーションの MAC アドレスを制限または特定するポート セキュ
リティ オプション。
• VLAN 認識ポート セキュリティ オプション。違反の発生時にポート全体をシャットダウン
するのではなく、そのポート上の VLAN をシャットダウンします。
• ポート セキュリティ エージング。ポートのセキュア アドレスにエージング タイムを設定し
ます。
• 指定した入力割合を超えたパケットをドロップして、スイッチへの着信プロトコルトラフィッ
クの割合を制御する、プロトコル ストーム プロテクション。
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• BPDU ガード。無効なコンフィギュレーションが発生した場合に、PortFast が設定されてい
るポートをシャットダウンします。
• 標準および拡張 IP アクセス コントロール リスト（ACL）は、レイヤ 2 インターフェイス
（ポート ACL）でのインバウンドなセキュリティ ポリシーを定義します。
• MAC 拡張アクセス コントロール リスト。レイヤ 2 インターフェイスの着信方向のセキュリ
ティ ポリシーを定義します。
• 非 IP トラフィックをフィルタリングする、送信元および宛先 MAC ベースの ACL。
• 信頼できないホストと DHCP サーバの間の信頼できない DHCP メッセージをフィルタリング
する DHCP スヌーピング。
• DHCP スヌーピング データベース、および IP ソース バインディングに基づいてトラフィッ
クをフィルタリングすることにより、非ルーテッド インターフェイスでのトラフィックを制
限する IP ソース ガード。
• 不正な ARP 要求や応答を同じ VLAN 上のその他のポートにリレーしないことにより、スイッ
チに対する悪意のある攻撃を回避するためのダイナミック ARP インスペクション。
この機能は、Catalyst 2960-X シリーズ スイッチの LanLite イメージではサポートされません。
• IEEE 802.1x ポートベース認証。不正なデバイス（クライアント）によるネットワーク アク
セスを防止します。次の 802.1x 機能がサポートされます。
◦ データ装置と IP Phone などの音声装置（シスコ製品またはシスコ以外の製品）の両方
が、同じ IEEE 802.1x 対応スイッチ ポートにおいて、単独で認証できるようにするマル
チドメイン認証（MDA）。
◦ MDA のダイナミック音声 VLAN（仮想 LAN）。ダイナミック音声 VLAN が MDA 対応
ポートで可能になります。
◦ VLAN 割り当て。802.1x 認証ユーザを特定の VLAN に制限します。
◦ マルチ認証モードで設定されたポートでの VLAN 割り当てのサポート。RADIUS サーバ
は、ポートで最初に認証されるホストに VLAN を割り当て、後続のホストは同じ VLAN
を使用します。音声 VLAN 割り当ては、1 つの IP フォンに対してサポートされます。
◦ ポート セキュリティ。802.1x ポートへのアクセスを制御します。
◦ 音声 VLAN。ポートが許可ステートか無許可ステートかにかかわらず、Cisco IP Phone
の音声 VLAN へのアクセスを許可します。
◦ IP Phone 検出機能拡張。Cisco IP Phone を検出し識別します。
◦ ゲスト VLAN。802.1x に適合しないユーザに限定的なサービスを提供します。
◦ 制限付き VLAN。802.1x に準拠はしているが、標準の 802.1x で認証するためのクレデ
ンシャルを持っていないユーザに制限付きのサービスを提供します。
◦ 802.1x アカウンティング。ネットワーク使用をトラッキングします。
◦ 802.1x と LAN の Wake-on-LAN（WoL）機能。休止状態の PC に、特定のイーサネット
フレームを送信して起動させます。
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◦ 802.1x 準備状態チェック。スイッチで IEEE 802.1x を設定する前に、接続されたエンド
ホストの準備状態を判断します。
◦ セキュリティ違反が発生した VLAN だけでトラフィック違反アクションを適用するた
めの音声認識 802.1x セキュリティ。
◦ MAC 認証バイパス（MAB）。クライアント MAC アドレスに基づいてクライアントを
許可します。
◦ デバイスのネットワーク アクセスを許可する前の、エンドポイント システムやクライ
アントのウイルス対策の状態またはポスチャに関する Network Admission Control（NAC）
レイヤ 2 802.1x 検証。

（注）

NAC は LanLite イメージではサポートされません。

◦ 802.1X スイッチ サプリカントを持つ Network Edge Access Topology（NEAT）、CISP を
使ったホスト認証、および自動イネーブル化。これらにより、別のスイッチへのサプリ
カントとして、配線クローゼットの外のスイッチが認証されます。

（注）

NEAT は LanLite イメージではサポートされません。

◦ 認証される前にネットワークへのアクセスをホストに許可するための、オープン アクセ
スを使用した IEEE 802.1x。

（注）

この機能は LanLite イメージではサポートされません。

◦ ダウンロード可能な ACL とリダイレクト URL を使用した IEEE 802.1x 認証。Cisco Secure
ACS サーバから認証されたスイッチへのユーザ単位の ACL ダウンロードを使用できる
ようになります。
◦ スタティック ACL が設定されていないポートでの認証デフォルト ACL のダイナミック
な作成または接続のサポート。

（注）

この機能は LanLite イメージではサポートされません。

◦ 新しいホストを認証するときに、ポートが思考する認証メソッドの順序を設定するため
の柔軟な認証シーケンス。
◦ マルチユーザ認証。複数のホストが、802.1x 対応ポートを認証できるようになります。
• TACACS+。IPv4 および IPv6 対応の TACACS サーバを介してネットワーク セキュリティを
管理する独自の機能。
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• IPv4 および IPv6 対応の認証、許可、アカウンティング（AAA）サービスを使用して、リモー
トユーザの ID の検証、アクセスの許可、アクションの追跡を実行するための RADIUS。
• IPv6 上での機能向けに、RADIUS、TACACS+、および SSH を拡張。
• HTTP 1.1 サーバ認証、暗号化、メッセージ整合性、HTTP クライアント認証用に Secure Socket
Layer（SSL）バージョン 3.0 がサポートされ、安全な HTTP 通信が可能になります（ソフト
ウェアの暗号化バージョンが必要）。
• ACL および RADIUS Filter-Id 属性を使った IEEE 802.1x 認証。
• スタティック ホストでの IP ソース ガードのサポート。
• RADIUS 認証の変更（CoA）。特定のセッション認証された後で、その属性を変更します。
AAA でユーザ、またはユーザ グループのポリシーに変更がある場合、管理者は Cisco Identity
Services Engine または Cisco Secure ACS などの AAA サーバから、RADIUS CoA パケットを送
信し、新しいポリシーに適用することができます。
• IEEE 802.1x User Distribution。さまざまな VLAN にわたってユーザをロード バランシングす
ることにより、（ユーザ グループに対して）複数の VLAN を使った配置で、ネットワーク
のスケーラビリティを向上させることができます。認証されたユーザは、RADIUS サーバに
より割り当てられた、グループ内で最も空いている VLAN に割り当てられます。

（注）

この機能は LanLite イメージではサポートされません。

• マルチ ホスト認証を使った、重要な VLAN のサポート。これにより、ポートがマルチ認証
用に設定され、AAA サーバが到達不能になった場合でも、重要なリソースへのアクセスがで
きるように、このポートが重要な VLAN に配置されます。

（注）

この機能は LanLite イメージではサポートされません。

• ポート ホスト モードを変更し、オーセンティケータのスイッチ ポートに標準ポート設定を
適用するために Network Edge Access Topology（NEAT）をサポート。
• VLAN-ID ベースの MAC 認証。ユーザ認証のために VLAN と MAC のアドレス情報を結合し
て、許可されていない VLAN からのネットワーク アクセスを阻止します。
• MAC 移動。モビリティのイネーブル化を制約することなく、ホスト（IP フォンの背後で接
続されたホストを含む）が同じスイッチ内のポート間を移動できるようになります。MAC
移動では、もう 1 つのポートに同じ MAC アドレスが再登場した場合、スイッチはこれをまっ
たく新しい MAC アドレスと同様に扱います。
• 簡易ネットワーク管理プロトコル バージョン 3（SNMPv3）を使った 3DES および AES のサ
ポート。このリリースでは、168 ビット Triple Data Encryption Standard（3DES）と、SNMPv3
への 128 ビット、192 ビット、および 256 ビットの Advanced Encryption Standard（AES）暗号
化アルゴリズムに対するサポートが追加されます。
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• Cisco TrustSec SXP プロトコルのサポート。この機能は LanLite イメージではサポートされま
せん。
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• 不正アクセスの防止, 595 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表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シスコ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 からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

不正アクセスの防止
不正ユーザによる、スイッチの再設定や設定情報の閲覧を防止できます。一般的には、ネットワー
ク管理者からスイッチへのアクセスを許可する一方、非同期ポートを用いてネットワーク外から
ダイヤルアップ接続するユーザや、シリアル ポートを通じてネットワーク外から接続するユー
ザ、またはローカル ネットワーク内の端末またはワークステーションから接続するユーザによる
アクセスを制限します。
スイッチへの不正アクセスを防止するには、次のセキュリティ機能を 1 つまたは複数設定します。
• 最低限のセキュリティとして、各スイッチ ポートでパスワードおよび権限を設定します。こ
のパスワードは、スイッチにローカルに保存されます。ユーザがポートまたは回線を通じて
スイッチにアクセスしようとするとき、ポートまたは回線に指定されたパスワードを入力し
てからでなければ、スイッチにアクセスできません。
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• 追加のセキュリティ レイヤとして、ユーザ名とパスワードをペアで設定できます。このペア
はスイッチでローカルに保存されます。このペアは回線またはポートに割り当てられ、各
ユーザを認証します。ユーザは認証後、スイッチにアクセスできます。権限レベルを定義し
ている場合は、ユーザ名とパスワードの各ペアに特定の権限レベルを、対応する権利および
権限とともに割り当てることもできます。
• ユーザ名とパスワードのペアを使用したいが、そのペアをローカルではなく中央のサーバに
保存したい場合は、セキュリティ サーバ上のデータベースに保存できます。これにより、複
数のネットワーキング デバイスが同じデータベースを使用してユーザ認証情報を（必要に応
じて許可情報も）得ることができます。
• また、失敗したログイン試行をログに記録するログイン拡張機能もイネーブルにすることも
できます。ログイン拡張は、設定した回数のログインが失敗したあとに、それ以降のログイ
ン試行をブロックするために設定することもできます。詳細については、『Cisco IOS Login
Enhancements』マニュアルを参照してください。
関連トピック
ユーザ名とパスワードのペアの設定, （608 ページ）
TACACS+ およびスイッチ アクセス, （621 ページ）
端末回線に対する Telnet パスワードの設定, （606 ページ）
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チ アクセスの制御
• 機能情報の確認, 597 ページ
• パスワードおよび権限によるスイッチ アクセスの制御の制約事項, 597 ページ
• パスワードおよび権限レベルに関する情報, 598 ページ
• パスワードおよび権限レベルでスイッチ アクセスを制御する方法, 601 ページ
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表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シスコ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 からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

パスワードおよび権限によるスイッチ アクセスの制御の制約事項
パスワードおよび権限によるスイッチ アクセスの制御の制約事項は、次のとおりです。
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• パスワード回復のディセーブル化は、boot manual グローバル コンフィギュレーション コマ
ンドを使用して手動でブートするようにスイッチを設定している場合は無効です。このコマ
ンドは、スイッチの電源の再投入後、ブートローダ プロンプト（switch:）を表示させます。
関連トピック
パスワード回復のディセーブル化, （605 ページ）
パスワードの回復, （599 ページ）

パスワードおよび権限レベルに関する情報
デフォルトのパスワードおよび権限レベル設定
ネットワークで端末のアクセス コントロールを行う簡単な方法は、パスワードを使用して権限レ
ベルを割り当てることです。パスワード保護によって、ネットワークまたはネットワーク デバイ
スへのアクセスが制限されます。権限レベルによって、ネットワーク デバイスにログイン後、
ユーザがどのようなコマンドを使用できるかが定義されます。
次の表に、デフォルトのパスワードおよび権限レベル設定を示します。
表 66：デフォルトのパスワードおよび権限レベル設定

機能

デフォルト設定

イネーブル パスワードおよび権限レベル

パスワードは定義されていません。デフォルト
はレベル 15 です（特権 EXEC レベル）。パス
ワードは、コンフィギュレーション ファイル内
では暗号化されていない状態です。

イネーブル シークレット パスワードおよび権
限レベル

パスワードは定義されていません。デフォルト
はレベル 15 です（特権 EXEC レベル）。パス
ワードは、暗号化されてからコンフィギュレー
ション ファイルに書き込まれます。

回線パスワード

パスワードは定義されていません。

追加のパスワード セキュリティ
追加のセキュリティ レイヤを、特にネットワークを越えるパスワードや Trivial File Transfer Protocol
（TFTP）サーバに保存されているパスワードに対して設定する場合には、enable password または
enable secret グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用できます。コマンドの作用はど
ちらも同じです。このコマンドにより、暗号化されたパスワードを設定できます。特権 EXEC モー
ド（デフォルト設定）または特定の権限レベルにアクセスするユーザは、このパスワードを入力
する必要があります。
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より高度な暗号化アルゴリズムが使用されるので、enable secret コマンドを使用することを推奨
します。
enable secret コマンドを設定した場合、このコマンドは enable password コマンドよりも優先され
ます。同時に 2 つのコマンドを有効にはできません。
パスワードの暗号化をイネーブルにすると、ユーザ名パスワード、認証キー パスワード、イネー
ブルコマンドパスワード、コンソールおよび仮想端末回線パスワードなど、すべてのパスワード
に適用されます。
関連トピック
暗号化によるイネーブルおよびイネーブル シークレット パスワードの保護, （603 ページ）
例：暗号化によるイネーブルおよびイネーブル シークレット パスワードの保護, （615 ペー
ジ）

パスワードの回復
スイッチに物理的にアクセスできるエンド ユーザは、デフォルトで、スイッチの電源投入時に
ブート プロセスに割り込み、新しいパスワードを入力することによって、失われたパスワードを
回復できます。
パスワード回復ディセーブル化機能では、この機能の一部をディセーブルにすることによりスイッ
チのパスワードへのアクセスを保護できます。この機能がイネーブルの場合、エンド ユーザは、
システムをデフォルト設定に戻すことに同意した場合に限り、ブート プロセスに割り込むことが
できます。パスワード回復をディセーブルにしても、ブート プロセスに割り込んでパスワードを
変更できますが、コンフィギュレーション ファイル（config.text）および VLAN データベース ファ
イル（vlan.dat）は削除されます。
パスワード回復をディセーブルにする場合は、エンドユーザがブートプロセスに割り込んでシス
テムをデフォルトの状態に戻すような場合に備え、セキュア サーバにコンフィギュレーション
ファイルのバックアップ コピーを保存しておくことを推奨します。スイッチ上でコンフィギュ
レーション ファイルのバックアップ コピーを保存しないでください。VTP（VLAN トランキング
プロトコル）トランスペアレント モードでスイッチが動作している場合は、VLAN データベース
ファイルのバックアップコピーも同様にセキュアサーバに保存してください。スイッチがシステ
ムのデフォルト設定に戻ったときに、XMODEM プロトコルを使用して、保存したファイルをス
イッチにダウンロードできます。
パスワードの回復を再びイネーブルにするには、service password-recoveryservice password-recovery
グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。
関連トピック
パスワード回復のディセーブル化, （605 ページ）
パスワードおよび権限によるスイッチ アクセスの制御の制約事項, （597 ページ）
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端末回線の Telnet 設定
初めてスイッチに電源を投入すると、自動セットアップ プログラムが起動して IP 情報を割り当
て、この後続けて使用できるようにデフォルト設定を作成します。さらに、セットアップ プログ
ラムは、パスワードによる Telnet アクセス用にスイッチを設定することを要求します。セットアッ
プ プログラムの実行中にこのパスワードを設定しなかった場合は、端末回線に対する Telnet パス
ワードを設定するときに設定できます。
関連トピック
端末回線に対する Telnet パスワードの設定, （606 ページ）
例：端末回線に対する Telnet パスワードの設定, （615 ページ）

ユーザ名とパスワードのペア
ユーザ名とパスワードのペアを設定できます。このペアはスイッチ上でローカルに保存されます。
このペアは回線またはポートに割り当てられ、各ユーザを認証します。ユーザは認証後、スイッ
チにアクセスできます。権限レベルを定義している場合は、ユーザ名とパスワードの各ペアに特
定の権限レベルを、対応する権利および権限とともに割り当てることもできます。
関連トピック
ユーザ名とパスワードのペアの設定, （608 ページ）

権限レベル
Cisco スイッチ（および他のデバイス）では、権限レベルを使用して、スイッチ動作の異なるレベ
ルに対してパスワード セキュリティを提供します。デフォルトでは、Cisco IOS ソフトウェアは、
パスワード セキュリティの 2 つのモード（権限レベル）で動作します。ユーザ EXEC（レベル 1）
および特権 EXEC（レベル 15）です。各モードに、最大 16 個の階層レベルからなるコマンドを設
定できます。複数のパスワードを設定することにより、ユーザ グループ別に特定のコマンドへの
アクセスを許可することができます。
回線の権限レベル
ユーザは、回線にログインし、別の権限レベルをイネーブルに設定することにより、privilege level
ラインコンフィギュレーションコマンドを使用して設定された権限レベルを上書きできます。ま
た、disable コマンドを使用することにより、権限レベルを引き下げることができます。上位の権
限レベルのパスワードがわかっていれば、ユーザはそのパスワードを使用して上位の権限レベル
をイネーブルにできます。回線の使用を制限するには、コンソール回線に高いレベルまたは権限
レベルを指定してください。
たとえば、多くのユーザに clear line コマンドへのアクセスを許可する場合、レベル 2 のセキュリ
ティを割り当て、レベル 2 のパスワードを広範囲のユーザに配布できます。また、configure コマ
ンドへのアクセス制限を強化する場合は、レベル 3 のセキュリティを割り当て、そのパスワード
を限られたユーザ グループに配布することもできます。
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コマンド権限レベル
コマンドをある権限レベルに設定すると、構文がそのコマンドのサブセットであるコマンドはす
べて、そのレベルに設定されます。たとえば、show ip traffic コマンドをレベル 15 に設定すると、
show コマンドおよび show ip コマンドは、それぞれ別のレベルに設定しない限り、自動的にレベ
ル 15 に設定されます。
関連トピック
コマンドの特権レベルの設定, （610 ページ）
例：コマンドの権限レベルの設定, （615 ページ）
回線のデフォルト特権レベルの変更, （612 ページ）
権限レベルへのログインおよび終了, （614 ページ）

パスワードおよび権限レベルでスイッチ アクセスを制御する方法
スタティック イネーブル パスワードの設定または変更
イネーブル パスワードは、特権 EXEC モードへのアクセスを制御します。スタティック イネーブ
ル パスワードを設定または変更するには、次の手順を実行します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. enable password password
4. end
5. show running-config
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。パスワードを入力しま
す（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# 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

enable password password

特権 EXEC モードにアクセスするための新しいパスワードを定義
するか、既存のパスワードを変更します。

例：

デフォルトでは、パスワードは定義されません。

Switch(config)# enable password
secret321

password には、1 ～ 25 文字の英数字のストリングを指定します。
ストリングを数字で始めることはできません。大文字と小文字を
区別し、スペースを使用できますが、先行スペースは無視されま
す。疑問符（?）は、パスワードを作成する場合に、疑問符の前に
Ctrl+v を入力すれば使用できます。たとえば、パスワード abc?123
を作成するときは、次のようにします。
1 abc を入力します。
2 Ctrl+v を入力します。
3 ?123 を入力します。
システムからイネーブル パスワードを入力するように求められた
場合、疑問符の前に Ctrl+v を入力する必要はなく、パスワードの
プロンプトにそのまま abc?123 と入力できます。

ステップ 4

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 5

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 6

copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
例：
Switch# copy running-config
startup-config

関連トピック
例：スタティック イネーブル パスワードの設定または変更, （615 ページ）
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暗号化によるイネーブルおよびイネーブル シークレット パスワードの保護
特権 EXEC モード（デフォルト）または指定された特権レベルにアクセスするためにユーザが入
力する必要がある暗号化パスワードを確立するには、次の手順を実行します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. 次のいずれかを使用します。
• enable password [level level]
{password | encryption-type encrypted-password}
• enable secret [level level]
{password | encryption-type encrypted-password}
4. service password-encryption
5. end
6. show running-config
7. 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。パスワードを入力しま
す（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

次のいずれかを使用します。
• enable password [level level]
{password | encryption-type
encrypted-password}
• enable secret [level level]
{password | encryption-type
encrypted-password}

• 特権 EXEC モードにアクセスするための新しいパスワード
を定義するか、既存のパスワードを変更します。
• シークレット パスワードを定義します。これは非可逆的な
暗号化方式を使用して保存されます。
◦ （任意）level に指定できる範囲は 0 ～ 15 です。レベル
1 が通常のユーザ EXEC モード権限です。デフォルト
レベルは 15 です（特権 EXEC モード権限）。
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コマンドまたはアクション

目的
◦ password には、1 ～ 25 文字の英数字のストリングを指

例：
Switch(config)# enable password
example102

または
Switch(config)# enable secret level
1 password secret123sample

定します。ストリングを数字で始めることはできませ
ん。大文字と小文字を区別し、スペースを使用できま
すが、先行スペースは無視されます。デフォルトでは、
パスワードは定義されません。
◦ （任意）encryption-type には、シスコ独自の暗号化アル
ゴリズムであるタイプ 5 しか使用できません。暗号化
タイプを指定する場合は、暗号化されたパスワードを
使用する必要があります。この暗号化パスワードは、
別のスイッチの設定からコピーします。
（注）

ステップ 4

service password-encryption
例：
Switch(config)# service
password-encryption

ステップ 5

end

暗号化タイプを指定してクリア テキスト パスワー
ドを入力した場合は、再び特権 EXEC モードを開
始することはできません。暗号化されたパスワー
ドが失われた場合は、どのような方法でも回復す
ることはできません。

（任意）パスワードの定義時または設定の書き込み時に、パス
ワードを暗号化します。
暗号化を行うと、コンフィギュレーション ファイル内でパスワー
ドが読み取り可能な形式になるのを防止できます。

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# end

ステップ 6

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 7

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

例：
Switch# copy running-config
startup-config
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関連トピック
追加のパスワード セキュリティ, （598 ページ）
例：暗号化によるイネーブルおよびイネーブル シークレット パスワードの保護, （615 ペー
ジ）

パスワード回復のディセーブル化
パスワードの回復をディセーブルにしてスイッチのセキュリティを保護するには、次の手順を実
行します。

はじめる前に
パスワード回復をディセーブルにする場合は、エンドユーザがブートプロセスに割り込んでシス
テムをデフォルトの状態に戻すような場合に備え、セキュア サーバにコンフィギュレーション
ファイルのバックアップ コピーを保存しておくことを推奨します。スイッチ上でコンフィギュ
レーション ファイルのバックアップ コピーを保存しないでください。VTP（VLAN トランキング
プロトコル）トランスペアレント モードでスイッチが動作している場合は、VLAN データベース
ファイルのバックアップコピーも同様にセキュアサーバに保存してください。スイッチがシステ
ムのデフォルト設定に戻ったときに、XMODEM プロトコルを使用して、保存したファイルをス
イッチにダウンロードできます。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. system disable password recovery switch {all | <1-9>}
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。パスワードを入力
します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

system disable password recovery
switch {all | <1-9>}

パスワード回復をディセーブルにします。
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コマンドまたはアクション

目的
• all：スタック内のスイッチで設定を行います。

例：

• <1-9>：選択したスイッチ番号で設定を行います。

Switch(config)# system disable
password recovery switch all

ステップ 4

この設定は、フラッシュ メモリの中で、ブートローダおよび
Cisco IOS イメージがアクセスできる領域に保存されますが、
ファイル システムには含まれません。また、ユーザがアクセ
スすることはできません。
特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

次の作業
disable password recovery を削除するには、no system disable password recovery switch all グロー
バル コンフィギュレーション コマンドを使用します。
関連トピック
パスワードの回復, （599 ページ）
パスワードおよび権限によるスイッチ アクセスの制御の制約事項, （597 ページ）

端末回線に対する Telnet パスワードの設定
接続された端末回線に対する Telnet パスワードを設定するには、ユーザ EXEC モードで次の手順
を実行します。

はじめる前に
• エミュレーション ソフトウェアを備えた PC またはワークステーションをスイッチ コンソー
ル ポートに接続するか、または PC をイーサネット管理ポートに接続します。
• コンソール ポートのデフォルトのデータ特性は、9600 ボー、8 データ ビット、1 ストップ
ビット、パリティなしです。コマンドライン プロンプトが表示されるまで、Return キーを何
回か押す必要があります。
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パスワードおよび権限レベルでスイッチ アクセスを制御する方法

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. line vty 0 15
4. password password
5. end
6. show running-config
7. 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

（注）

パスワードが特権 EXEC モードへのアクセスに必要
な場合は、その入力が求められます。
特権 EXEC モードを開始します。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

line vty 0 15
例：
Switch(config)# line vty 0 15

ステップ 4

password password
例：
Switch(config-line)# password
abcxyz543

ステップ 5

Telnet セッション（回線）の数を設定し、ライン コンフィギュ
レーション モードを開始します。
コマンド対応Switchでは、最大 16 のセッションが可能です。
0 および 15 を指定すると、使用できる 16 の Telnet セッション
すべてを設定することになります。
1 つまたは複数の回線に対応する Telnet パスワードを設定しま
す。
password には、1 ～ 25 文字の英数字のストリングを指定しま
す。ストリングを数字で始めることはできません。大文字と
小文字を区別し、スペースを使用できますが、先行スペース
は無視されます。デフォルトでは、パスワードは定義されま
せん。
特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config-line)# end
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パスワードおよび権限レベルでスイッチ アクセスを制御する方法

ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 7

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存しま
す。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

関連トピック
不正アクセスの防止, （595 ページ）
端末回線の Telnet 設定, （600 ページ）
例：端末回線に対する Telnet パスワードの設定, （615 ページ）

ユーザ名とパスワードのペアの設定
ユーザ名とパスワードのペアを設定するには、次の手順を実行します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. username name [privilege level] {password encryption-type password}
4. 次のいずれかを使用します。
• line console 0
• line vty 0 15
5. login local
6. end
7. show running-config
8. copy running-config startup-config
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パスワードおよび権限レベルでスイッチ アクセスを制御する方法

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。パスワードを入力し
ます（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

username name [privilege level]
{password encryption-type password}

各ユーザのユーザ名、権限レベル、パスワードを設定します。
• name には、ユーザ ID を 1 ワードで指定するか、または
MAC アドレスを指定します。スペースと引用符は使用で
きません。

例：
Switch(config)# username adamsample
privilege 1 password secret456
Switch(config)# username
111111111111 mac attribute

• ユーザ名と MAC フィルタの両方に対し、最大 12000 のク
ライアントを個別に設定できます。
• （任意）level には、アクセス権を得たユーザに設定する権
限レベルを指定します。指定できる範囲は 0 ～ 15 です。
レベル 15 では特権 EXEC モードでのアクセスが可能です。
レベル 1 では、ユーザ EXEC モードでのアクセスとなりま
す。
• encryption-type には、暗号化されていないパスワードが後
ろに続く場合は 0 を入力します。暗号化されたパスワード
が後ろに続く場合は 7 を指定します。
• password には、Switchへアクセスするためにユーザが入力
しなければならないパスワードを指定します。パスワード
は 1 ～ 25 文字で、埋め込みスペースを使用でき、username
コマンドの最後のオプションとして指定します。

ステップ 4

次のいずれかを使用します。
• line console 0

ライン コンフィギュレーション モードを開始し、コンソール
ポート（回線 0）または VTY 回線（回線 0 ～ 15）を設定しま
す。

• line vty 0 15

例：
Switch(config)# line console 0
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パスワードおよび権限レベルでスイッチ アクセスを制御する方法

コマンドまたはアクション

目的

または
Switch(config)# line vty 15

ステップ 5

login local
例：

ログイン時のローカル パスワード チェックをイネーブルにし
ます。認証は、ステップ 3 で指定されたユーザ名に基づきま
す。

Switch(config-line)# login local

ステップ 6

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 7

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 8

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存しま
す。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

関連トピック
不正アクセスの防止, （595 ページ）
ユーザ名とパスワードのペア, （600 ページ）

コマンドの特権レベルの設定
コマンドの権限レベルを設定するには、次の手順を実行します。
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パスワードおよび権限レベルでスイッチ アクセスを制御する方法

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. privilege modelevel level command
4. enable password level level password
5. end
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。パスワードを入力しま
す（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

privilege modelevel level command

コマンドの特権レベルを設定します。
• mode には、グローバル コンフィギュレーション モードの場

例：
Switch(config)# privilege exec
level 14 configure

合は configure を、EXEC モードの場合は exec を、インター
フェイス コンフィギュレーション モードの場合は interface
を、ライン コンフィギュレーション モードの場合は line をそ
れぞれ入力します。
• level の範囲は 0 ～ 15 です。レベル 1 が通常のユーザ EXEC
モード権限です。レベル 15 は、enable パスワードによって許
可されるアクセス レベルです。
• command には、アクセスを制限したいコマンドを指定しま
す。

ステップ 4

enable password level level password 権限レベルをイネーブルにするためのパスワードを指定します。
• level の範囲は 0 ～ 15 です。レベル 1 が通常のユーザ EXEC

例：

モード権限です。

Switch(config)# enable password
level 14 SecretPswd14

• password には、1 ～ 25 文字の英数字のストリングを指定しま
す。ストリングを数字で始めることはできません。大文字と
小文字を区別し、スペースを使用できますが、先行スペース
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パスワードおよび権限レベルでスイッチ アクセスを制御する方法

コマンドまたはアクション

目的
は無視されます。デフォルトでは、パスワードは定義されま
せん。

ステップ 5

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 6

copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
例：
Switch# copy running-config
startup-config

関連トピック
権限レベル, （600 ページ）
例：コマンドの権限レベルの設定, （615 ページ）

回線のデフォルト特権レベルの変更
指定した回線のデフォルトの権限レベルを変更するには、次の手順を実行します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. line vty line
4. privilege level level
5. end
6. copy running-config startup-config
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パスワードおよび権限レベルでスイッチ アクセスを制御する方法

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。パスワードを
入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

line vty line

アクセスを制限する仮想端末回線を選択します。

例：
Switch(config)# line vty 10

ステップ 4

privilege level level

Switch(config)# privilege level 15

level の範囲は 0 ～ 15 です。レベル 1 が通常のユーザ
EXEC モード権限です。レベル 15 は、enable パスワー
ドによって許可されるアクセス レベルです。

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：

ステップ 5

回線のデフォルト特権レベルを変更します。

例：
Switch(config)# end

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存
します。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

次の作業
ユーザは、回線にログインし、別の権限レベルをイネーブルに設定することにより、privilege level
ラインコンフィギュレーションコマンドを使用して設定された権限レベルを上書きできます。ま
た、disable コマンドを使用することにより、権限レベルを引き下げることができます。上位の権
限レベルのパスワードがわかっていれば、ユーザはそのパスワードを使用して上位の権限レベル
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スイッチ アクセスのモニタリング

をイネーブルにできます。回線の使用を制限するには、コンソール回線に高いレベルまたは権限
レベルを指定してください。
関連トピック
権限レベル, （600 ページ）

権限レベルへのログインおよび終了
指定した権限レベルにログインする、または指定した権限レベルを終了するには、ユーザ EXEC
モードで次の手順を実行します。

手順の概要
1. enable level
2. disable level

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 level

指定された特権レベルにログインします。
この例で、レベル 15 は特権 EXEC モードです。

例：

level に指定できる範囲は 0 ～ 15 です。

Switch> enable 15

ステップ 2

disable level

指定した特権レベルを終了します。
この例で、レベル 1 はユーザ EXEC モードです。

例：

level に指定できる範囲は 0 ～ 15 です。

Switch# disable 1

関連トピック
権限レベル, （600 ページ）

スイッチ アクセスのモニタリング
表 67：DHCP 情報を表示するためのコマンド

show privilege

権限レベルの設定を表示します。
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パスワードおよび権限レベルの設定例
例：スタティック イネーブル パスワードの設定または変更
次に、イネーブル パスワードをl1u2c3k4y5 に変更する例を示します。パスワードは暗号化されて
おらず、レベル 15 のアクセスが与えられます（従来の特権 EXEC モード アクセス）。
Switch(config)# enable password l1u2c3k4y5

関連トピック
スタティック イネーブル パスワードの設定または変更, （601 ページ）

例：暗号化によるイネーブルおよびイネーブル シークレット パスワードの保護
次に、権限レベル 2 に対して暗号化パスワード $1$FaD0$Xyti5Rkls3LoyxzS8 を設定する例を示しま
す。
Switch(config)# enable secret level 2 5 $1$FaD0$Xyti5Rkls3LoyxzS8

関連トピック
暗号化によるイネーブルおよびイネーブル シークレット パスワードの保護, （603 ページ）
追加のパスワード セキュリティ, （598 ページ）

例：端末回線に対する Telnet パスワードの設定
次に、Telnet パスワードを let45me67in89 に設定する例を示します。
Switch(config)# line vty 10
Switch(config-line)# password let45me67in89

関連トピック
端末回線に対する Telnet パスワードの設定, （606 ページ）
端末回線の Telnet 設定, （600 ページ）

例：コマンドの権限レベルの設定
configure コマンドを権限レベル 14 に設定し、レベル 14 のコマンドを使用する場合にユーザが入
力するパスワードとして SecretPswd14 を定義する例を示します。
Switch(config)# privilege exec level 14 configure
Switch(config)# enable password level 14 SecretPswd14
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その他の参考資料

関連トピック
コマンドの特権レベルの設定, （610 ページ）
権限レベル, （600 ページ）

その他の参考資料
エラー メッセージ デコーダ
説明

リンク

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi

MIB
MIB

MIB のリンク
選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探して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

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。
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章

TACACS+ の設定
TACACS+ は、ユーザによるルータまたはネットワーク アクセス サーバへのアクセス試行の集
中的な確認を可能にするセキュリティ アプリケーションです。TACACS+ は、認証および認可プ
ロセスについて詳細なアカウンティング情報と柔軟な管理コントロールを提供します。TACACS+
は、認証、認可、アカウンティング（AAA）を通じて効率化され、AAA コマンドでのみ有効化
できます。
• 機能情報の確認, 619 ページ
• TACACS+ の前提条件, 620 ページ
• TACACS+ の制約事項, 621 ページ
• TACACS+ の概要, 621 ページ
• TACACS+ を設定する方法, 763 ページ
• TACACS+ の設定例, 775 ページ
• TACACS+ に関する追加情報, 779 ページ
• TACACS+ の機能情報, 780 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表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シスコ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 からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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TACACS+ の前提条件
TACACS+ によるスイッチ アクセスのセット アップと設定の前提条件は、次のとおりです（示さ
れている順序で実行する必要があります）。
1 スイッチに TACACS+ サーバ アドレスとスイッチを設定します。
2 認証キーを設定します。
3 TACACS+ サーバでステップ 2 からキーを設定します。
4 認証、許可、アカウンティング（AAA）をイネーブルにする。
5 ログイン認証方式リストを作成します。
6 端末回線にリストを適用します。
7 認証およびアカウンティング方式のリストを作成します。
TACACS+ によるスイッチ アクセスの制御の前提条件は、次のとおりです。
• スイッチ上で TACACS+ 機能を設定するには、設定済みの TACACS+ サーバにアクセスする
必要があります。また、通常 LINUX または Windows ワークステーション上で稼働する
TACACS+ デーモンのデータベースで管理されている TACACS+ サービスにもアクセスする
必要があります。
• スイッチ スタックと TACACS+ サーバとの間に冗長接続を設定することを推奨します。これ
によって、接続済みのスタック メンバの 1 つがスイッチ スタックから削除された場合でも、
TACACS+ サーバにアクセスできます。
• スイッチで TACACS+ を使用するには、TACACS+ デーモン ソフトウェアが稼働するシステ
ムが必要です。
• TACACS+ を使用するには、それをイネーブルにする必要があります。
• 許可は、使用するスイッチでイネーブルにする必要があります。
• ユーザは TACACS+ 許可に進む前に、まず TACACS+ 認証を正常に完了する必要がありま
す。
• この項または他の項で示す AAA コマンドを使用するには、まず aaa new-model コマンドを
使用して AAA をイネーブルにする必要があります。
• 最低限、TACACS+ デーモンを維持するホスト（1 つまたは複数）を特定し、TACACS+ 認証
の方式リストを定義する必要があります。また、任意で TACACS+ 許可およびアカウンティ
ングの方式リストを定義できます。
• 方式リストは実行される認証のタイプと実行順序を定義します。このリストを特定のポート
に適用してから、定義済み認証方式を実行する必要があります。唯一の例外はデフォルトの
方式リスト（偶然に default と名前が付けられている）です。デフォルトの方式リストは、名
前付き方式リストを明示的に定義されたインターフェイスを除いて、自動的にすべてのポー
トに適用されます。定義済みの方式リストは、デフォルトの方式リストに優先します。
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• TACACS+ を使用して認証を行った場合は、TACACS+ を使用して特権 EXEC アクセスを許
可します。
• 認証に TACACS+ を使用しなかった場合は、ローカル データベースを使用します。

TACACS+ の制約事項
TACACS+ をイネーブルにするには、AAA コマンドを使用する必要があります。

TACACS+ の概要
TACACS+ およびスイッチ アクセス
ここでは、TACACS+ について説明します。TACACS+ は詳細なアカウンティング情報を提供し、
認証と許可のプロセスを柔軟に管理します。TACACS+は、認証、許可、アカウンティング（AAA）
機能により拡張されており、TACACS+ をイネーブルにするには AAA コマンドを使用する必要が
あります。
関連トピック
不正アクセスの防止, （595 ページ）

TACACS+ の概要
TACACS+ は、スイッチにアクセスしようとするユーザの検証を集中的に行うセキュリティ アプ
リケーションです。
TACACS+ では、独立したモジュラ型の認証、許可、アカウンティング機能が提供されます。
TACACS+ では、単一のアクセス コントロール サーバ（TACACS+ デーモン）が各サービス（認
証、許可、およびアカウンティング）を別個に提供します。各サービスを固有のデータベースに
結合し、デーモンの機能に応じてそのサーバまたはネットワークで使用できる他のサービスを使
用できます。
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TACACS+ の目的は、1 つの管理サービスから複数のネットワーク アクセス ポイントを管理する
方式を提供することです。スイッチは、他の Cisco ルータやアクセス サーバとともにネットワー
ク アクセス サーバにできます。
図 48：一般的な TACACS+ ネットワーク構成

TACACS+ は、AAA セキュリティ サービスによって管理され、次のようなサービスを提供しま
す。
• 認証：ログインおよびパスワード ダイアログ、チャレンジおよび応答、メッセージ サポー
トによって認証の完全制御を行います。
認証機能は、ユーザとの対話を実行できます（たとえば、ユーザ名とパスワードが入力され
た後、自宅の住所、母親の旧姓、サービス タイプ、社会保険番号などのいくつかの質問をす
ることによりユーザを試します）。TACACS+ 認証サービスは、ユーザ画面にメッセージを
送信することもできます。たとえば、会社のパスワード有効期間ポリシーに従い、パスワー
ドの変更の必要があることをユーザに通知することもできます。
• 許可：autocommand、アクセス コントロール、セッション期間、プロトコル サポートの設定
といった、ユーザセッション時のユーザ機能についてきめ細かく制御します。また、TACACS+
許可機能によって、ユーザが実行できるコマンドを制限することもできます。
• アカウンティング：課金、監査、およびレポートに使用する情報を収集して TACACS+ デー
モンに送信します。ネットワークの管理者は、アカウンティング機能を使用して、セキュリ
ティ監査のためにユーザの活動状況をトラッキングしたり、ユーザ課金用の情報を提供した
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りできます。アカウンティング レコードには、ユーザ ID、開始時刻および終了時刻、実行
されたコマンド（PPP など）、パケット数、およびバイト数が含まれます。
TACACS+ プロトコルは、スイッチと TACACS+ デーモン間の認証を行い、スイッチと TACACS+
デーモン間のプロトコル交換をすべて暗号化することによって機密保持を実現します。

TACACS+ の動作
ユーザが、TACACS+ を使用しているスイッチに対して簡易 ASCII ログインを試行し、認証が必
要になると、次のプロセスが発生します。
1 接続が確立されると、スイッチは TACACS+ デーモンに接続してユーザ名プロンプトを取得
し、これをユーザに表示します。ユーザがユーザ名を入力すると、スイッチは TACACS+ デー
モンに接続してパスワード プロンプトを取得します。スイッチによってパスワード プロンプ
トが表示され、ユーザがパスワードを入力すると、そのパスワードが TACACS+ デーモンに送
信されます。
TACACS+ によって、デーモンとユーザとの間の対話が可能になり、デーモンはユーザを認証
できるだけの情報を取得できるようになります。デーモンは、ユーザ名とパスワードの組み合
わせを入力するよう求めますが、ユーザの母親の旧姓など、その他の項目を含めることもでき
ます。
2 スイッチは、最終的に TACACS+ デーモンから次のいずれかの応答を得ます。
• ACCEPT：ユーザが認証され、サービスを開始できます。許可を必要とするようにスイッ
チが設定されている場合は、この時点で許可処理が開始されます。
• REJECT：ユーザは認証されません。TACACS+ デーモンに応じて、ユーザはアクセスを
拒否されるか、ログイン シーケンスを再試行するように求められます。
• ERROR：デーモンによる認証サービスのある時点で、またはデーモンとスイッチの間の
ネットワーク接続においてエラーが発生しました。ERROR 応答が表示された場合は、ス
イッチは、通常別の方法でユーザを認証しようとします。
• CONTINUE：ユーザは、さらに認証情報の入力を求められます。
認証後、スイッチで許可がイネーブルになっている場合、ユーザは追加の許可フェーズに入り
ます。ユーザは TACACS+ 許可に進む前に、まず TACACS+ 認証を正常に完了する必要があり
ます。
3 TACACS+ 許可が必要な場合は、再び TACACS+ デーモンに接続し、デーモンが ACCEPT また
は REJECT の許可応答を返します。ACCEPT 応答が返された場合は、その応答に、そのユーザ
およびそのユーザがアクセスできるサービスの、EXEC または NETWORK セッション宛ての
属性の形式でデータが含まれています。
• Telnet、セキュア シェル（SSH）、rlogin、または特権 EXEC サービス
• 接続パラメータ（ホストまたはクライアントの IP アドレス、アクセス リスト、および
ユーザ タイムアウトを含む）
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方式リスト
方式リストによって、ユーザの認証、許可、またはアカウント維持のための順序と方式を定義し
ます。方式リストを使用して、使用するセキュリティ プロトコルを 1 つまたは複数指定できるの
で、最初の方式が失敗した場合のバックアップ システムが確保されます。ソフトウェアは、リス
ト内の最初の方式を使用してユーザの認証、許可、アカウントの維持を行います。その方式で応
答が得られなかった場合、ソフトウェアはそのリストから次の方式を選択します。このプロセス
は、リスト内の方式による通信が成功するか、方式リストの方式をすべて試し終わるまで続きま
す。

TACACS の AV ペア
ネットワーク アクセス サーバが TACACS+ 認可機能およびアカウンティング機能を実装するに
は、各ユーザ セッションで TACACS+ の属性と値（AV）ペアを送受信します。

TACACS+ 認証および認可の AV ペア
次の表で、サポートされている TACACS+ 認証および認可の AV ペアの一覧と説明を示し、実装
されている Cisco IOS リリースを指定しています。
表 68：サポートされている TACACS+ 認証および認可の AV ペア

属性

説明

11.0

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

acl=x

接続アクセ yes
ス リストを
表す ASCII
数。
service=shell
の場合のみ
使用されま
す。

yes

yes

yes

yes

yes

yes
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属性

説明

11.0

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

addr=x

ネットワー yes
ク アドレ
ス。
service=slip、
service=ppp、
および
protocol=ip
で使用され
ます。SLIP
または
PPP/IP 経由
で接続する
際にリモー
ト ホストが
使用する IP
アドレスを
含みます。
たとえば、
addr=10.2.3.4
となりま
す。

yes

yes

yes

yes

yes

yes
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属性

説明

addr-pool=x

11.0

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes
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属性

説明

11.0

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

リモート ホ
スト アドレ
スの取得元
とするロー
カル プール
の名前を指
定します。
service=ppp
および
protocol=ip
と使用され
ます。
addr-pool
はローカル
プーリング
と連動して
動作するこ
とに注意し
てくださ
い。ローカ
ル プールの
名前を指定
します。こ
れはネット
ワーク アク
セス サーバ
で事前設定
する必要が
あります。
ローカル
プールを宣
言するた
め、
ip-localip-localpoolpool
コマンドを
使用しま
す。次に例
を示しま
す。
ip
address-pool
local
ip local pool
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属性

11.0

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

EXEC 起動 yes
時に実行す
る
autocommand
を指定しま
す（たとえ
ば
autocmd=telnet
example.com）。
service=shell
の場合のみ
使用されま
す。

yes

yes

yes

yes

yes

yes

説明
boo 10.0.0.1
10.0.0.10
ip local pool
moo 10.0.0.1
10.0.0.20
その後、
TACACS+
を使用して
addr-pool=boo
または
addr-pool=moo
を返し、こ
のリモート
ノードのア
ドレスの取
得元にする
アドレス
プールを指
示すること
ができま
す。

autocmd=x
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11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

コールバッ no
クの電話番
号を設定し
ます（例：
callback-dialstring=
408-555-1212）
値は NULL
またはダイ
ヤルストリ
ングです。
NULL 値
は、サービ
スで他の手
段を通じて
ダイヤル ス
トリングを
取得するこ
ともできる
ことを示し
ます。
service=arap、
service=slip、
service=ppp、
service=shell
で使用され
ます。ISDN
では無効で
す。

yes

yes

yes

yes

yes

yes

callback-line コールバッ no
クで使用す
る TTY 回
線の数
（例：
callback-line=4
）です。
service=arap、
service=slip、
service=ppp、
service=shell
で使用され
ます。ISDN
では無効で
す。

yes

yes

yes

yes

yes

yes

属性

説明

callbackdialstring

11.0
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属性

説明

11.0

callback-rotary コールバッ no
クで使用す
るロータ
リー グルー
プの数（0
～ 100 の範
囲）です
（例：
calback-rotary=34）。
service=arap、
service=slip、
service=ppp、
service=shell
で使用され
ます。ISDN
では無効で
す。
cmd-arg=x

yes
シェル
（EXEC）
コマンドに
渡す引数で
す。実行さ
れるシェル
コマンドの
引数を示し
ます。
cmd-arg 属
性を複数指
定でき、順
序依存で
す。
（注）

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

この
TACACS+
AV ペ
アは、
RADIUS
属性
26 で
使用で
きませ
ん。
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属性

説明

11.0

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

cmd=x

yes
シェル
（EXEC）
コマンド。
実行する
シェル コマ
ンドのコマ
ンド名を示
します。こ
の属性は、
サービスが
「シェル」
と等しい場
合に指定す
る必要があ
ります。ヌ
ル値は、
シェル自身
が参照され
ることを示
します。

yes

yes

yes

yes

yes

yes

no

no

no

no

yes

yes

（注）

data-service

この
TACACS+
AV ペ
アは、
RADIUS
属性
26 で
使用で
きませ
ん。

service=outbound no
および
protocol=ip
で使用され
ます。
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11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

dial-number ダイヤルす no
る番号を定
義します。
service=outbound
および
protocol=ip
で使用され
ます。

no

no

no

no

yes

yes

dns-servers= Microsoft
no
PPP クライ
アントによ
り、IPCP ネ
ゴシエー
ション中に
ネットワー
ク アクセス
サーバから
要求される
可能性があ
る DNS
サーバ（プ
ライマリま
たはセカン
ダリ）を識
別します。
service=ppp
および
protocol=ip
で使用され
ます。DNS
サーバを特
定する IP
アドレスは
ドット付き
10 進表記で
入力しま
す。

no

no

yes

yes

yes

yes

属性

説明

11.0
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11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

チャネルの no
64 K すべて
が使用可能
に見える場
合でも、
ネットワー
ク アクセス
サーバが 56
K の部分の
みを使用す
るかどうか
を指定しま
す。この属
性をオンに
するには、
「true」値
（force-56=true）
を使用しま
す。他の値
は、false と
して扱われ
ます。
service=outbound
および
protocol=ip
で使用され
ます。

no

no

no

no

yes

yes

gw-password L2F トンネ no
ル認証中の
ホーム ゲー
トウェイの
パスワード
を指定しま
す。
service=ppp
および
protocol=vpdn
で使用され
ます。

no

yes

yes

yes

yes

yes

属性

説明

force-56

11.0

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーション
ガイド
633

TACACS+ の概要

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

値を分単位 no
で設定しま
す。その時
間が経過す
ると、アイ
ドル セッ
ションが終
了します。
ゼロ値はタ
イムアウト
なしを示し
ます。

yes

yes

yes

yes

yes

yes

現在の接続 no
期間に使用
されるイン
ターフェイ
スにインス
トールされ
適用され
る、入力ア
クセス リス
トの ASCII
アクセス リ
スト識別
名。
service=ppp
および
protocol=ip、
service
service=ppp
および
protocol
=ipx で使用
されます。
ユーザ単位
のアクセス
リストは、
現在 ISDN
インター
フェイスで
は使用でき
ません。

no

no

yes

yes

yes

yes

属性

説明

idletime=x

inacl#<n>

11.0
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属性

説明

11.0

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

inacl=x

yes
インター
フェイス 入
力アクセス
リストの
ASCII 識別
名。
service=ppp
および
protocol=ip
と使用され
ます。ユー
ザ単位のア
クセス リス
トは、現在
ISDN イン
ターフェイ
スでは使用
できませ
ん。

yes

yes

yes

yes

yes

yes
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属性

説明

11.0

interface-config#<n> 仮想プロ
no
ファイルを
使用して
ユーザ固有
の AAA イ
ンターフェ
イス設定情
報を指定し
ます。等号
（=）が付
いている情
報は、すべ
ての Cisco
IOS イン
ターフェイ
ス コンフィ
ギュレー
ション コマ
ンドとして
使用できま
す。この属
性は複数イ
ンスタンス
が許可され
ますが、各
インスタン
スは固有の
番号を持つ
必要があり
ます。
service=ppp
および
protocol=lcp
で使用され
ます。
（注）

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

no

no

yes

yes

yes

yes

「interface-config=」
属性はこの属性
に置き換えられ
ます。
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属性

説明

11.0

ip-addresses トンネルの no
エンドポイ
ントで使用
できる IP
アドレス
の、スペー
スで区切っ
たリストで
す。
service=ppp
および
protocol=vpdn
で使用され
ます。

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

no

yes

yes

yes

yes

yes
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11.0

属性

説明

l2tp-busydisconnect

no
LNS の
vpdn-group
で、事前に
コピーする
よう設定さ
れた仮想テ
ンプレート
を使用して
いる場合、
この属性
は、接続先
の事前にコ
ピーされた
インター
フェイスが
検索されな
い、新しい
L2TP セッ
ションの
ディスポジ
ションを制
御します。
属性が true
（デフォル
ト）の場
合、セッ
ションが
LNS により
切断されま
す。そうで
ない場合
は、新しい
インター
フェイスが
仮想テンプ
レートから
コピーされ
ます。
service=ppp
および
protocol=vpdn
で使用され
ます。

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

no

no

no

no

yes

yes
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11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

l2tp-cm-local- L2TP 制御 no
window-size メッセージ
の最大受信
ウィンドウ
サイズを指
定します。
この値は、
トンネルの
確立中にピ
アにアドバ
タイズされ
ます。
service=ppp
および
protocol=vpdn
で使用され
ます。

no

no

no

no

yes

yes

l2tp-drop-out-of- 正しくない no
order
順序で受信
したデータ
パケットを
ドロップし
て、シーケ
ンス番号を
順守しま
す。これは
受信した場
合の処理方
法であっ
て、データ
パケット上
でシーケン
ス番号が送
信されるわ
けではあり
ません。
service=ppp
および
protocol=vpdn
で使用され
ます。

no

no

no

no

yes

yes

属性

説明

11.0
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11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

hello キープ no
アライブ イ
ンターバル
の秒数を指
定します。
ここで指定
した秒数、
トンネルで
データが送
信されない
と、hello パ
ケットが送
信されま
す。
service=ppp
および
protocol=vpdn
で使用され
ます。

no

no

no

no

yes

yes

l2tp-hidden-avp イネーブル no
にすると、
L2TP 制御
メッセージ
で、大文字
小文字を区
別する AVP
にスクラン
ブルがかけ
られるか、
または非表
示になりま
す。
service=ppp
および
protocol=vpdn
で使用され
ます。

no

no

no

no

yes

yes

属性

説明

l2tp-hellointerval

11.0

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
640

TACACS+ の概要

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

l2tp-nosession- タイムアウ no
timeout
トおよび
シャットダ
ウンまで
に、セッ
ションなし
でトンネル
がアクティ
ブのままに
なる秒数を
指定しま
す。
service=ppp
および
protocol=vpdn
で使用され
ます。

no

no

no

no

yes

yes

l2tp-tos-reflect LNS でトン no
ネルに入る
パケットに
対して、IP
ToS フィー
ルドを各ペ
イロード パ
ケットの IP
ヘッダーか
らトンネル
パケットの
IP ヘッダー
にコピーし
ます。
service=ppp
および
protocol=vpdn
で使用され
ます。

no

no

no

no

yes

yes

属性

説明

11.0
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11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

この属性を no
設定する
と、L2TP
トンネル認
証が実行さ
れます。
service=ppp
および
protocol=vpdn
で使用され
ます。

no

no

no

no

yes

yes

L2TP トン no
ネル認証お
よび AVP
隠蔽に使用
される共有
秘密。
service=ppp
および
protocol=vpdn
で使用され
ます。

no

no

no

no

yes

yes

属性

説明

l2tp-tunnelauthen

l2tp-tunnelpassword

11.0
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11.0

属性

説明

l2tp-udpchecksum

これは認可 no
属性で、
L2TP が
データ パ
ケットに対
して UDP
チェックサ
ムを実行す
る必要があ
るかどうか
を定義しま
す。有効な
値は「yes」
と「no」で
す。デフォ
ルトは
「no」で
す。
service=ppp
と
protocol=vpdn
で使用され
ます。

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

no

no

no

no

yes

yes
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属性

11.0

説明

linkPPP リンク no
compression= で「stac」
圧縮をオン
またはオフ
のどちらに
するかを定
義します。
service=ppp
と併用。

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

no

no

yes

yes

yes

yes

リンク圧縮
は、次のよ
うに、数値
で定義しま
す。
• 0：な
し
• 1：
Stac
• 2：
Stac-Draft-9
• 3：
MS-Stac
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属性

説明

11.0

load-threshold= マルチリン no
<n>
ク バンドル
に対して他
のリンクを
追加または
削除する発
信元の負荷
のしきい値
を設定しま
す。負荷が
この指定し
た値を超え
ると、追加
リンクが追
加されま
す。負荷が
指定の値を
下回ると、
リンクが削
除されま
す。
service=ppp
および
protocol=multilink
で使用され
ます。<n>
の範囲は、
1 から 255
です。

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

no

no

yes

yes

yes

yes
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11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

ユーザ プロ no
ファイル
に、ダイヤ
ルアウトす
るネット
ワーク アク
セス サーバ
上で同じ名
前のマップ
クラスで設
定される情
報の参照を
許可しま
す。
service=outbound
および
protocol=ip
で使用され
ます。

no

no

no

no

yes

yes

max-links=<n> ユーザがマ no
ルチリンク
で保持でき
るリンク数
を制限しま
す。
service=ppp
および
protocol=multilink
で使用され
ます。<n>
の範囲は、
1 から 255
です。

no

no

yes

yes

yes

yes

属性

説明

map-class

11.0
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11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

MLP に対す no
るリンクの
最小数を設
定します。
service=ppp
と
protocol=multilink、
protocol=vpdn
で使用され
ます。

no

no

no

no

yes

yes

nas-password L2F トンネ no
ル認証での
ネットワー
ク アクセス
サーバのパ
スワードを
指定しま
す。
service=ppp
および
protocol=vpdn
で使用され
ます。

no

yes

yes

yes

yes

yes

属性

説明

min-links

11.0
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属性

説明

11.0

nocallback-verify コールバッ no
ク検証が必
要かを指定
します。こ
のパラメー
タで有効な
値は 1 のみ
です（例：
nocalback-verify=1）。
service=arap、
service=slip、
service=ppp、
service=shell
で使用され
ます。コー
ルバックに
認証があり
ません。
ISDN では
無効です。
noescape=x

ユーザがエ yes
スケープ文
字を使用で
きないよう
にします。
service=shell
で使用され
ます。true
または false
のどちらか
です（例：
noescape=true）。

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes
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11.0

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

nohangup=x service=shell yes
で使用され
ます。
nohangup オ
プションを
指定しま
す。このオ
プションで
EXEC シェ
ルの終了
後、ユーザ
に他のログ
イン（ユー
ザ名）プロ
ンプトを表
示します。
true または
false のどち
らかです
（例：
nohangup=false）。

yes

yes

yes

yes

yes

yes

属性

説明
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11.0

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

old-prompts プロバイ
yes
ダーが以前
のシステム
（TACACS
および拡張
TACACS）
と同じプロ
ンプトを
TACACS+
で表示でき
ます。これ
により、管
理者は、
TACACS ま
たは拡張
TACACS か
ら
TACACS+
に、ユーザ
が気づくこ
となくアッ
プグレード
できます。

yes

yes

yes

yes

yes

yes

属性

説明
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11.0

属性

説明

outacl#<n>

現在の状態 no
である限り
インター
フェイスに
インストー
ルされ、適
用されるイ
ンターフェ
イス出力ア
クセス リス
トの ASCII
アクセス リ
スト識別情
報です。
service=ppp
および
protocol=ip、
service
service=ppp
および
protocol=ipx
で使用され
ます。ユー
ザ単位のア
クセス リス
トは、現在
ISDN イン
ターフェイ
スでは使用
できませ
ん。

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

no

no

yes

yes

yes

yes
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属性

説明

11.0

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

outacl=x

インター
yes（PPP/IP yes
フェイス 出 のみ）
力アクセス
リストの
ASCII 識別
名。
service=ppp
および
protocol=ip、
service
service=ppp
および
protocol=ipx
で使用され
ます。SLIP
または
PPP/IP の IP
出力アクセ
ス リストが
含まれます
（outacl=4
など）。こ
のアクセス
リスト自身
はルータで
事前設定す
る必要があ
ります。
ユーザ単位
のアクセス
リストは、
現在 ISDN
インター
フェイスで
は使用でき
ません。

yes

yes

yes

yes

yes
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属性

説明

11.0

pool-def#<n> ネットワー no
ク アクセス
サーバで IP
アドレス
プールを定
義します。
service=ppp
および
protocol=ip
と使用され
ます。

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

no

no

yes

yes

yes

yes
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属性

説明

11.0

pool-timeout= pool-def と no
ともに、
ネットワー
ク アクセス
サーバ上の
IP アドレス
プールを定
義します。
IPCP アドレ
ス ネゴシ
エーション
中、IP プー
ル名がユー
ザに指定さ
れている場
合
（addr-pool
属性を参
照）、指定
された名前
のプールが
ネットワー
ク アクセス
サーバで定
義されてい
るかチェッ
クされま
す。その場
合、プール
に IP アド
レスがある
か参照しま
す。
service=ppp
および
protocol=ip
と使用され
ます。

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

no

yes

yes

yes

yes

yes
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11.0

属性

説明

port-type

ユーザを認 no
証するため
にネット
ワーク アク
セス サーバ
で使用され
ている物理
ポートのタ
イプを示し
ます。

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

no

no

no

no

yes

yes

物理ポート
は、次のよ
うに数値で
示されま
す。
• 0：非
同期
• 1：同
期
• 2：
ISDN
同期
• 3：
ISDN
非同期
（V.120）
• 4：
ISDN非同期
（V.110）
• 5：仮
想
service=any
および
protocol=aaa
で使用され
ます。
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属性

説明

11.0

ppp-vj-slot- VJ 圧縮パ no
compression ケットを
PPP リンク
経由で送信
する際に、
Cisco ルー
タでスロッ
ト圧縮しな
いように指
示します。
priv-lvl=x

EXEC に割 yes
り当てられ
る権限レベ
ルです。
service=shell
で使用され
ます。権限
レベルの範
囲は 0 ～ 15
で、15 が最
高です。

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

no

no

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes
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属性

説明

11.0

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

protocol=x

サービスの yes
サブセット
のプロトコ
ルです。た
とえば、任
意の PPP
NCP などで
す。現在わ
かっている
値は、lcp、
ip、ipx、
atalk、
vines、lat、
xremote、
tn3270、
telnet、
rlogin、
pad、
vpdn、
osicp、
deccp、
ccp、cdp、
bridging、
xns、nbf、
bap、
multilink、
unknown で
す。

yes

yes

yes

yes

yes

yes
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属性

説明

11.0

proxyacl#<n> ダウンロー no
ド可能な
ユーザ プロ
ファイル
（ダイナ
ミック
ACL）を、
認証プロキ
シを使用し
て設定で
き、これに
より設定さ
れたイン
ターフェイ
スのトラ
フィックの
通過を許可
するよう、
認証を設定
できます。
service=shell
および
protocol=exec
と併用され
ます。

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

no

no

no

no

yes

yes
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属性
ルート

説明

11.0

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

no

yes

yes

yes

yes

yes

yes
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属性

説明

11.0

11.1

11.2

11.3

12.0

インター
フェイスに
適用される
ルートを指
定します。
service=slip、
service=ppp、
および
protocol=ip
で使用され
ます。
ネットワー
ク認証中、
route 属性は
ユーザ単位
のスタ
ティック
ルートの指
定に使用で
き、
TACACS+
により次の
ようにイン
ストールさ
れます。
route=”dst_address
mask
[gateway]”
これは、一
時的に適用
されるスタ
ティック
ルートを示
します。
dst_address、
mask、およ
び gateway
は通常の
ドット付き
10 進表記で
の記述を想
定されてお
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12.1

12.2

TACACS+ の概要

属性

説明

11.0

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

り、よく使
用される
ネットワー
ク アクセス
サーバの
ipiprouteroute
コンフィ
ギュレー
ション コマ
ンドと同じ
意味を持ち
ます。
gateway を
省略する
と、ピアの
アドレスが
ゲートウェ
イになりま
す。ルート
は接続が終
了すると消
去されま
す。
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11.0

属性

説明

route#<n>

ルート AV no
ペアと同様
にインター
フェイスに
適用される
ルートを指
定します
が、この
ルートは番
号が付けら
れて複数の
ルートを適
用できま
す。
service=ppp
と
protocol=ip、
および
service=ppp
と protocol
=ipx で使用
されます。

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

no

no

yes

yes

yes

yes

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
662

TACACS+ の概要

属性

説明

11.0

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

routing=x

ルーティン yes
グ情報をイ
ンターフェ
イスに伝播
し、このイ
ンターフェ
イスから受
け入れるか
どうかを指
定します。
service=slip、
service=ppp、
および
protocol=ip
で使用され
ます。機能
上、SLIP お
よび PPP コ
マンドの
/routing フ
ラグと同等
です。true
または false
のいずれか
（例：
routing=true）
です。

yes

yes

yes

yes

yes

yes

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーション
ガイド
663

TACACS+ の概要

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

rte-fltr-in#<n> 現在の接続 no
中に、現在
のインター
フェイスの
ルーティン
グ アップ
デートにイ
ンストール
し、適用す
る入力アク
セス リスト
の定義を指
定します。
service=ppp
と
protocol=ip、
および
service=ppp
と protocol
=ipx で使用
されます。

no

no

yes

yes

yes

yes

rte-fltr-out#<n> 現在の接続 no
中に、現在
のインター
フェイスの
ルーティン
グ アップ
デートにイ
ンストール
し、適用す
る出力アク
セス リスト
の定義を指
定します。
service=ppp
と
protocol=ip、
および
service=ppp
と protocol
=ipx で使用
されます。

no

no

yes

yes

yes

yes

属性

説明

11.0
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11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

接続中にイ no
ンストール
されるスタ
ティック
サービス ア
ドバタイジ
ング プロト
コル
（SAP）エ
ントリを指
定します。
service=ppp
および
protocol=ipx
で使用され
ます。

no

no

yes

yes

yes

yes

sap-fltr-in#<n> 現在の接続 no
中に、現在
のインター
フェイスに
インストー
ルし、適用
する入力
SAP フィル
タ アクセス
リストの定
義を指定し
ます。
service=ppp
および
protocol=ipx
で使用され
ます。

no

no

yes

yes

yes

yes

属性

説明

sap#<n>

11.0
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11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

sap-fltr-out#<n> 現在の接続 no
中に、現在
のインター
フェイスに
インストー
ルし、適用
する出力
SAP フィル
タ アクセス
リストの定
義を指定し
ます。
service=ppp
および
protocol=ipx
で使用され
ます。

no

no

yes

yes

yes

yes

CLID 認証 no
に続く、
username-password
認証で使用
するプロト
コル（PAP
または
CHAP）を
定義しま
す。
service=any
および
protocol=aaa
で使用され
ます。

no

no

no

no

yes

yes

属性

説明

send-auth

11.0
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11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

NAS が発信 no
コールの接
続のリモー
ト エンドか
らの
chap/pap 要
求に応答す
る際に必要
なパスワー
ドを指定し
ます。
service=ppp
および
protocol=ip
と使用され
ます。

no

no

no

no

yes

yes

プライマリ yes
サービスで
す。この
サービスの
認証または
アカウン
ティングを
要求してい
ることを示
すサービス
属性を指定
します。現
在の値は、
slip、ppp、
arap、
shell、
tty-daemon、
connection、
system で
す。この属
性は常に含
める必要が
あります。

yes

yes

yes

yes

yes

yes

属性

説明

send-secret

service=x

11.0
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11.0

属性

説明

source-ip=x

VPDN トン no
ネルの一部
として生成
されたすべ
ての VPDN
パケットの
発信元 IP
アドレスと
して使用さ
れます。こ
れは、Cisco
vpdnvpdnoutgoingoutgoing
グローバル
コンフィ
ギュレー
ション コマ
ンドと同じ
意義を持ち
ます。

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

no

yes

yes

yes

yes

yes
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属性
spi

説明

11.0

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

no

no

no

no

no

yes

yes
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属性

説明

11.0

11.1

11.2

11.3

12.0

登録中に
ホーム エー
ジェントが
モバイル
ノードの認
証で必要と
する認証情
報を伝送し
ます。この
情報は、
pp
imoeblm
i ob
elseicuersecurehoh
stos<
tadd>
r<addr>
コンフィ
ギュレー
ション コマ
ンドと同じ
構文です。
基本的に、
この文字列
に続く残り
のコンフィ
ギュレー
ション コマ
ンドはその
まま含まれ
ます。これ
にはセキュ
リティ パラ
メータ イン
デックス
（SPI）、
キー、認証
アルゴリズ
ム、認証
モード、お
よびリプレ
イ保護タイ
ムスタンプ
範囲が含ま
れていま
す。
service=mobileip
および
protocol=ip
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12.1

12.2

TACACS+ の概要

11.0

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

timeout=x

EXEC また yes
は ARA
セッション
を切断する
までの分数
です（例：
timeout=60）。
ゼロ値はタ
イムアウト
なしを示し
ます。
service=arap
で使用され
ます。

yes

yes

yes

yes

yes

yes

tunnel-id

個々のユー no
ザ MID が
生成される
トンネルの
認証に使用
するユーザ
名を指定し
ます。
vpdnoutgoing
コマンドの
remote name
と同様で
す。
service=ppp
および
protocol=vpdn
で使用され
ます。

no

yes

yes

yes

yes

yes

属性

説明
で使用され
ます。
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属性

説明

11.0

wins-servers= IPCP ネゴシ no
エーション
中に、ネッ
トワーク ア
クセス サー
バから
Microsoft
PPP クライ
アントによ
り要求され
る可能性が
ある
Windows
NT サーバ
を特定しま
す。
service=ppp
および
protocol=ip
で使用され
ます。各
Windows
NT サーバ
を特定する
IP アドレス
はドット付
き 10 進表
記で入力し
ます。
zonelist=x

yes
数字の
zonelist の値
です。
service=arap
で使用され
ます。ARA
向けの
AppleTalk
zonelist です
（例：
zonelist=5）。

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

no

no

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes
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TACACS+ と、TACACS+ 認証および認可の設定に使用する資料については、「Configuring
TACACS+」モジュールを参照してください。

TACACS アカウンティング AV ペア
次の表で、サポートされている TACACS+ アカウンティングの AV ペアの一覧と説明を示し、実
装されている Cisco IOS リリースを指定しています。
表 69：サポートされる TACACS+ アカウンティング AV ペア

属性

説明

11.0

Abort-Cause ファクス
no
セッション
が中断した
場合、中断
の信号を送
信したシス
テム コン
ポーネント
を示しま
す。中断す
る可能性の
あるシステ
ム コンポー
ネントに
は、FAP
（Fax
Application
Process）、
TIFF（TIFF
リーダーま
たは TIFF
ライ
ター）、
fax-mail ク
ライアン
ト、
fax-mail
サーバ、
ESMTP ク
ライアン
ト、ESMTP
サーバなど
がありま
す。

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

no

no

no

no

yes

yes
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属性

説明

11.0

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

bytes_in

この接続中 yes
に転送され
る入力バイ
ト数です。

yes

yes

yes

yes

yes

yes

bytes_out

この接続中 yes
に転送され
る出力バイ
ト数です。

yes

yes

yes

yes

yes

yes

Call-Type

ファクスの no
アクティビ
ティのタイ
プを、fax
receive また
は fax send
のどちらか
で記述しま
す。

no

no

no

no

yes

yes

cmd

ユーザが実 yes
行したコマ
ンドです。

yes

yes

yes

yes

yes

yes

data-rate

この AV ペ
アは名前が
変更されま
した。
nas-rx-speed
を参照して
ください。
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11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

接続がオフ no
ラインに
なった理由
を特定しま
す。
Disconnect-Cause
属性は、ア
カウンティ
ング終了記
録で送信さ
れます。ま
た、この属
性で、認証
が実行され
る前に接続
が切断され
た場合、最
初に開始レ
コードを生
成せずに終
了レコード
が生成され
ます。
Disconnect-Cause
値とその意
味の一覧に
ついては、
次の表（接
続解除原因
の拡張）を
参照してく
ださい。

no

no

yes

yes

yes

yes

disc-cause-ext disc-cause
no
属性が、接
続がオフラ
インになっ
たベンダー
固有の理由
をサポート
するよう拡
張します。

no

no

yes

yes

yes

yes

属性

説明

disc-cause

11.0
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11.0

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

elapsed_time 処理の経過 yes
時間（秒）
です。デバ
イスが実時
間を保持し
ていない場
合に有用で
す。

yes

yes

yes

yes

yes

yes

Email-Server- オンランプ no
Address
fax-mail
メッセージ
を処理する
E メール
サーバの IP
アドレスを
示します。

no

no

no

no

yes

yes

Email-Server-Ack- オンランプ no
Flag
ゲートウェ
イが
fax-mail
メッセージ
を受け入れ
る E メール
サーバから
肯定確認応
答を受信し
たことを示
します。

no

no

no

no

yes

yes

属性

説明
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属性

説明

11.0

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

event

ルータの状 yes
態変化を記
述した、ア
カウンティ
ング パケッ
トに含める
情報です。
記述された
イベント
は、アカウ
ンティング
開始および
アカウン
ティング終
了です。

yes

yes

yes

yes

yes

yes

no

no

no

no

yes

yes

Fax-Account-Id- mmoipaaareceive-id no
Origin
コマンドま
たは
mmoipaaasend-id
コマンドに
ついて、ア
カウント ID
の発信元が
システム管
理者によっ
て定義され
たものとし
て示しま
す。
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11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

Fax-Auth-Status このファク no
ス セッショ
ンに対する
認証が成功
したかどう
かを示しま
す。この
フィールド
に対する有
効値は、
success、
failed、
bypassed、
または
unknown で
す。

no

no

no

no

yes

yes

Fax-Connect-Speed この
no
fax-mail が
最初に送信
または受信
された時点
のモデム速
度を示しま
す。有効値
は、1200、
4800、
9600、およ
び 14400 で
す。

no

no

no

no

yes

yes

属性

説明

11.0
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11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

Fax-Coverpage-Flag カバー ペー no
ジがこの
ファクス
セッション
のオフラン
プ ゲート
ウェイで生
成されたか
どうかを示
します。
true はカ
バー ページ
が生成され
たことを示
します。
false はカ
バー ページ
が生成され
なかったこ
とを意味し
ます。

no

no

no

no

yes

yes

Fax-Dsn-Address DSN の送信 no
先のアドレ
スを示しま
す。

no

no

no

no

yes

yes

Fax-Dsn-Flag DSN がイ
no
ネーブルに
されている
かどうかを
示します。
true は DSN
がイネーブ
ルにされて
いることを
示します。
false は
DSN がイ
ネーブルに
されていな
いことを示
します。

no

no

no

no

yes

yes

属性

説明

11.0
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11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

Fax-Mdn-Address MDN の送 no
信先のアド
レスを示し
ます。

no

no

no

no

yes

yes

Fax-Mdn-Flag メッセージ no
配信通知
（MDN）が
イネーブル
にされてい
るかどうか
を示しま
す。true は
MDN がイ
ネーブルに
されている
ことを示し
ます。false
は MDN が
イネーブル
にされてい
ないことを
示します。

no

no

no

no

yes

yes

属性

説明

11.0
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11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

Fax-Modem-Time モデムが
no
ファクス
データを送
信した時間
（x）、お
よびファク
ス セッショ
ンの合計時
間（y）を
秒単位で示
します。こ
れには、
fax-mail お
よび PSTN
時間が x/y
の形式で含
まれます。
たとえば、
10/15 は送
信時間が 10
秒で、合計
ファクス
セッション
が 15 秒で
あったこと
を示しま
す。

no

no

no

no

yes

yes

Fax-Msg-Id= Store and
no
Forward Fax
機能によっ
て割り当て
られた一意
のファクス
メッセージ
識別番号を
示します。

no

no

no

no

yes

yes

属性

説明

11.0
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11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

このファク no
ス セッショ
ン中に送信
または受信
したページ
数を示しま
す。この
ページ数に
は、カバー
ページも含
まれます。

no

no

no

no

yes

yes

Fax-Process-Abort- ファクス
no
Flag
セッション
が中断した
こと、また
は正常に終
了したこと
を示しま
す。true は
セッション
が中断した
ことを示し
ます。false
はセッショ
ンが成功し
たことを示
します。

no

no

no

no

yes

yes

Fax-Recipient-Count このファク no
ス送信の受
信者数を示
します。E
メール サー
バがセッ
ション モー
ドをサポー
トするま
で、この数
字は 1 にす
る必要があ
ります。

no

no

no

no

yes

yes

属性

説明

Fax-Pages

11.0
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11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

no
ファクス
セッション
を処理した
ゲートウェ
イの名前を
示します。
この名前
は、
hostname.domain-name
の形式で表
示されま
す。

no

no

no

no

yes

yes

mlp-links-max アカウン
no
ティング レ
コードが生
成された時
点で特定の
マルチリン
ク セッショ
ンにあるリ
ンク数を示
します。

no

no

yes

yes

yes

yes

セッション no
が終了した
時のマルチ
リンク バン
ドルの ID
番号をレ
ポートしま
す。この属
性は、マル
チリンク バ
ンドルの一
部のセッ
ションに適
用されま
す。この属
性は、認証
応答パケッ
トで送信さ
れます。

no

no

yes

yes

yes

yes

属性

説明

Gateway-Id

mlp-sess-id

11.0
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11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

nas-rx-speed 接続のライ no
フタイムで
の平均ビッ
ト/秒値を指
定します。
この属性
は、アカウ
ンティング
終了記録で
送信されま
す。

no

no

yes

yes

yes

yes

nas-tx-speed 2 つのモデ no
ムによって
ネゴシエー
トされた送
信速度を報
告します。

no

no

yes

yes

yes

yes

属性

説明

11.0

paks_in

この接続中 yes
に転送され
る入力パ
ケット数で
す。

yes

yes

yes

yes

yes

yes

paks_out

この接続中 yes
に転送され
る出力パ
ケット数で
す。

yes

yes

yes

yes

yes

yes

port

ユーザがロ yes
グインした
ポートで
す。

yes

yes

yes

yes

yes

yes
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11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

no
この
fax-mail の
送受信いず
れかに使用
される
Cisco
AS5300 の
スロット/
ポート番号
を示しま
す。

no

no

no

no

yes

yes

認証前の入 no
力バイト数
を記録しま
す。この属
性は、アカ
ウンティン
グ終了記録
で送信され
ます。

no

no

yes

yes

yes

yes

pre-bytes-out 認証前の出 no
力バイト数
を記録しま
す。この属
性は、アカ
ウンティン
グ終了記録
で送信され
ます。

no

no

yes

yes

yes

yes

認証前の入 no
力パケット
数を記録し
ます。この
属性は、ア
カウンティ
ング終了記
録で送信さ
れます。

no

no

yes

yes

yes

yes

属性

説明

Port-Used

pre-bytes-in

pre-paks-in

11.0
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11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

pre-paks-out 認証前の出 no
力パケット
数を記録し
ます。
Pre-Output-Packets
属性は、ア
カウンティ
ング終了記
録で送信さ
れます。

no

no

yes

yes

yes

yes

pre-session-time コールが最 no
初に接続さ
れた時から
認証が完了
した時まで
の時間長を
秒で指定し
ます。

no

no

yes

yes

yes

yes

属性

説明

11.0

priv_level

処理に関連 yes
付けられた
権限レベル
です。

yes

yes

yes

yes

yes

yes

protocol

処理に関連 yes
付けられた
プロトコル
です。

yes

yes

yes

yes

yes

yes
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属性

説明

11.0

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

reason

システム変 yes
更により発
生したイベ
ントを記述
した、アカ
ウンティン
グ パケット
に含める情
報です。記
述されるイ
ベントは、
システムの
リロード、
システムの
シャットダ
ウン、また
はアカウン
ティングが
再設定（オ
ンまたはオ
フ）された
場合です。

yes

yes

yes

yes

yes

yes

service

ユーザが使 yes
用するサー
ビスです。

yes

yes

yes

yes

yes

yes

start_time

処理を開始 yes
する時刻
（エポック
（1970 年 1
月1日
12:00 a.m.）
からの秒数
で指定）。
この情報を
受信するよ
う、クロッ
クを設定す
る必要があ
ります。

yes

yes

yes

yes

yes

yes
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属性

説明

11.0

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

stop_time

処理を停止 yes
する時刻
（エポック
からの秒数
で指定）。
この情報を
受信するよ
う、クロッ
クを設定す
る必要があ
ります。

yes

yes

yes

yes

yes

yes

task_id

同じ（一意 yes
の）task_id
番号を持つ
同じイベン
トに対する
開始レコー
ドと終了レ
コードで
す。

yes

yes

yes

yes

yes

yes

timezone

このパケッ yes
トに含まれ
るすべての
タイムスタ
ンプの時間
帯（省略
形）です。

yes

yes

yes

yes

yes

yes

xmit-rate

この AV ペ
アは名前が
変更されま
した。
nas-tx-speed
を参照して
ください。

次の表で、Disconnect Cause Extended（disc-cause-ext）属性の原因のコードと説明の一覧を示して
います。
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表 70：Disconnect Cause Extensions

原因コー
ド

説明

11.0

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

1000 – 理
由なし

接続解除
の理由は
ありませ
ん。

no

no

no

no

yes

yes

yes

yes

1001 – 接
続解除な
し

イベント
は接続解
除されま
せんでし
た。

no

no

no

no

yes

yes

yes

yes

1002 - 不
明

接続解除
の理由が
不明で
す。この
コード
は、リ
モート接
続が停止
している
場合に表
示される
ことがあ
ります。

no

no

no

no

yes

yes

yes

yes

1003 –
コール接
続解除

コールが
接続解除
されまし
た。

no

no

no

no

yes

yes

yes

yes

1004 –
Calling line no
CLID 認証 ID
（CLID）
失敗
認証が失
敗しまし
た。

no

no

no

yes

yes

yes

yes

1009 – モ
デム使用
不可

no

no

no

yes

yes

yes

yes

モデムが
使用でき
ません。

no
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原因コー
ド

説明

11.0

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

1010 –
キャリア
なし

モデム
で、デー
タ キャリ
ア検出
（DCD）
が検出さ
れません
でした。
このコー
ドは、最
初のモデ
ム接続で
切断が発
生した場
合に表示
されま
す。

no

no

no

no

yes

yes

yes

yes

1011 –
キャリア
のロスト

モデムで no
DCD は検
出されま
したが、
非アク
ティブに
なってい
ます。こ
のコード
は、最初
のモデム
接続で切
断が発生
した場合
に表示さ
れます。

no

no

no

yes

yes

yes

yes
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原因コー
ド

説明

11.0

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

1012 – モ
デム結果
なし

結果コー
ドが解析
できませ
ん。この
コード
は、最初
のモデム
接続で切
断が発生
した場合
に表示さ
れます。

no

no

no

no

yes

yes

yes

yes

1020 – TS
ユーザ退
出

ユーザが
ターミナ
ル サーバ
から正常
に退出し
ました。
このコー
ドは、
ターミナ
ル サーバ
セッショ
ン中のイ
ミディ
エート
Telnet お
よび raw
TCP の切
断に関連
していま
す。

no

no

no

no

yes

yes

yes

yes
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原因コー
ド

説明

11.0

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

1021 – ア
イドル タ
イムアウ
ト

アイドル
タイマー
の時間切
れのた
め、ター
ミナル
サーバか
らユーザ
が退出し
ました。
このコー
ドは、
ターミナ
ル サーバ
セッショ
ン中のイ
ミディ
エート
Telnet お
よび raw
TCP の切
断に関連
していま
す。

no

no

no

no

yes

yes

yes

yes
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11.0

原因コー
ド

説明

1022 – TS
Telnet 退
出

no
ユーザ
が、Telnet
セッショ
ンから正
常に退出
しまし
た。この
コード
は、ター
ミナル
サーバ
セッショ
ン中のイ
ミディ
エート
Telnet お
よび raw
TCP の切
断に関連
していま
す。

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

no

no

no

yes

yes

yes

yes
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原因コー
ド

説明

11.0

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

1023 – TS
IP アドレ
スなし

リモート
ホストが
IP アドレ
スを保持
していな
いか、ダ
イナミッ
ク プール
が割り当
てられて
いないた
め、ユー
ザはシリ
アル ライ
ン イン
ターネッ
ト プロト
コル
（SLIP）
または
PPP にス
イッチで
きません
でした。
このコー
ドは、
ターミナ
ル サーバ
セッショ
ン中のイ
ミディ
エート
Telnet お
よび raw
TCP の切
断に関連
していま
す。

no

no

no

no

yes

yes

yes

yes
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原因コー
ド

説明

11.0

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

1024 – TS
TCP の
raw 退出

ユーザ
が、 raw
TCP セッ
ションか
ら正常に
退出しま
した。こ
のコード
は、ター
ミナル
サーバ
セッショ
ン中のイ
ミディ
エート
Telnet お
よび raw
TCP の切
断に関連
していま
す。

no

no

no

no

yes

yes

yes

yes

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーション
ガイド
695

TACACS+ の概要

11.0

原因コー
ド

説明

1025 – TS
パスワー
ド不良

ユーザが3 no
回、正し
いパス
ワードの
入力に失
敗したた
め、ログ
イン処理
が終了し
ました。
このコー
ドは、
ターミナ
ル サーバ
セッショ
ン中のイ
ミディ
エート
Telnet お
よび raw
TCP の切
断に関連
していま
す。

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

no

no

no

yes

yes

yes

yes

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
696

TACACS+ の概要

原因コー
ド

説明

11.0

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

1026 – TS
raw TCP
なし

raw TCP
オプショ
ンがイ
ネーブル
になって
いませ
ん。この
コード
は、ター
ミナル
サーバ
セッショ
ン中のイ
ミディ
エート
Telnet お
よび raw
TCP の切
断に関連
していま
す。

no

no

no

no

yes

yes

yes

yes
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11.0

原因コー
ド

説明

1027 – TS
CNTL-C

ユーザが no
「Ctrl C」
と入力し
たためロ
グイン プ
ロセスが
終了しま
した。こ
のコード
は、ター
ミナル
サーバ
セッショ
ン中のイ
ミディ
エート
Telnet お
よび raw
TCP の接
続解除に
関連して
います。

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

no

no

no

yes

yes

yes

yes
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原因コー
ド

説明

11.0

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

1028 – TS
セッショ
ン終了

ターミナ
ル サーバ
セッショ
ンが終了
しまし
た。この
コード
は、ター
ミナル
サーバ
セッショ
ン中のイ
ミディ
エート
Telnet お
よび raw
TCP の切
断に関連
していま
す。

no

no

no

no

yes

yes

yes

yes

1029 – TS
Vconn 終
了

ユーザが
バーチャ
ル コネク
ションを
終了しま
した。こ
のコード
は、ター
ミナル
サーバ
セッショ
ン中のイ
ミディ
エート
Telnet お
よび raw
TCP の切
断に関連
していま
す。

no

no

no

no

yes

yes

yes

yes
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原因コー
ド

説明

11.0

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

1030 – TS
Vconn 終
了

バーチャ
ル コネク
ションが
終了しま
した。こ
のコード
は、ター
ミナル
サーバ
セッショ
ン中のイ
ミディ
エート
Telnet お
よび raw
TCP の切
断に関連
していま
す。

no

no

no

no

yes

yes

yes

yes

1031 – TS
Rlogin 退
出

ユーザが
Rlogin
セッショ
ンから正
常に退出
しまし
た。この
コード
は、ター
ミナル
サーバ
セッショ
ン中のイ
ミディ
エート
Telnet お
よび raw
TCP の切
断に関連
していま
す。

no

no

no

no

yes

yes

yes

yes
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原因コー
ド

説明

11.0

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

1032 – TS
Rlogin オ
プション
無効

ユーザが
無効な
Rlogin オ
プション
を選択し
ました。
このコー
ドは、
ターミナ
ル サーバ
セッショ
ン中のイ
ミディ
エート
Telnet お
よび raw
TCP の切
断に関連
していま
す。

no

no

no

no

yes

yes

yes

yes
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原因コー
ド

説明

11.0

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

1033 – TS
不十分な
リソース

アクセス
サーバに
ターミナ
ル サーバ
セッショ
ンを行う
十分なリ
ソースが
ありませ
ん。この
コード
は、ター
ミナル
サーバ
セッショ
ン中のイ
ミディ
エート
Telnet お
よび raw
TCP の切
断に関連
していま
す。

no

no

no

no

yes

yes

yes

yes
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11.0

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

no

no

no

no

yes

yes

yes

yes

1041 – PPP PPP LCP
no
LCP 失敗 ネゴシ
エーショ
ンで収束
に失敗し
ました。
このコー
ドは、PPP
接続と関
係してい
ます。

no

no

no

yes

yes

yes

yes

原因コー
ド

説明

1040 – PPP PPP リン
LCP タイ ク コント
ムアウト ロール プ
ロトコル
（LCP）
ネゴシ
エーショ
ンがピア
からの応
答を待機
している
間にタイ
ム アウト
しまし
た。この
コード
は、PPP
接続と関
係してい
ます。
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11.0

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

no

no

no

no

yes

yes

yes

yes

1043 – PPP PPP チャ no
CHAP 失 レンジ ハ
敗
ンド
シェーク
認証プロ
トコル
（CHAP）
認証が失
敗しまし
た。この
コード
は、PPP
接続と関
係してい
ます。

no

no

no

yes

yes

yes

yes

1044 – PPP リモート no
リモート サーバか
失敗
らの認証
が失敗し
ました。
このコー
ドは、PPP
セッショ
ンと関係
していま
す。

no

no

no

yes

yes

yes

yes

原因コー
ド

説明

1042 – PPP PPP パス
Pap 失敗
ワード認
証プロト
コル
（PAP）
認証が失
敗しまし
た。この
コード
は、PPP
接続と関
係してい
ます。
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11.0

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

no

no

no

no

yes

yes

yes

yes

no
LCP が
オープン
状態にあ
る時に、
LCP が上
位層から
終了要求
を受信し
ました。
このコー
ドは、PPP
接続と関
係してい
ます。

no

no

no

yes

yes

yes

yes

1047 – PPP NCP が
no
NCP なし オープン
でないた
め、LCP
が終了し
ました。
このコー
ドは、PPP
接続と関
係してい
ます。

no

no

no

yes

yes

yes

yes

原因コー
ド

説明

1045 – PPP ピアが
終了の受 PPP 終了
信
要求を送
信しまし
た。この
コード
は、PPP
接続と関
係してい
ます。
PPP LCP
終了
（1046）
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11.0

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

1048 – PPP ユーザに
MP エラー 追加する
マルチリ
ンク PPP
バンドル
を特定で
きなかっ
たため、
LCP は終
了しまし
た。この
コード
は、PPP
接続と関
係してい
ます。

no

no

no

no

yes

yes

yes

yes

1049 – PPP アクセス
最大チャ サーバが
ネル
MP セッ
ションに
これ以上
チャネル
を追加で
きなかっ
たため、
LCP が終
了しまし
た。この
コード
は、PPP
接続と関
係してい
ます。

no

no

no

no

yes

yes

yes

yes

原因コー
ド

説明
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11.0

原因コー
ド

説明

1050 – TS
テーブル
が満杯

raw TCP
no
または
Telnet 内
部セッ
ション
テーブル
が満杯で
す。この
コード
は、イミ
ディエー
ト Telnet
および raw
TCP の切
断に関連
し、この
表の前の
ほうに記
載した
Telnet お
よび TCP
コードよ
りも詳細
な情報が
含まれて
います。

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

no

no

no

yes

yes

yes

yes
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TACACS+ の概要

11.0

原因コー
ド

説明

1051 – TS
リソース
が満杯

no
内部リ
ソースが
満杯で
す。この
コード
は、イミ
ディエー
ト Telnet
および raw
TCP の切
断に関連
し、この
表の前の
ほうに記
載した
Telnet お
よび TCP
コードよ
りも詳細
な情報が
含まれて
います。

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

no

no

no

yes

yes

yes

yes
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TACACS+ の概要

11.0

原因コー
ド

説明

1052 – TS
無効な IP
アドレス

no
Telnet ホ
ストの IP
アドレス
が無効で
す。この
コード
は、イミ
ディエー
ト Telnet
および raw
TCP の切
断に関連
し、この
表の前の
ほうに記
載した
Telnet お
よび TCP
コードよ
りも詳細
な情報が
含まれて
います。

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

no

no

no

yes

yes

yes

yes
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TACACS+ の概要

原因コー
ド

説明

11.0

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

1053 – TS
ホスト名
不良

アクセス
サーバが
ホスト名
を解決で
きません
でした。
このコー
ドは、イ
ミディ
エート
Telnet お
よび raw
TCP の切
断に関連
し、この
表の前の
ほうに記
載した
Telnet お
よび TCP
コードよ
りも詳細
な情報が
含まれて
います。

no

no

no

no

yes

yes

yes

yes
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TACACS+ の概要

11.0

原因コー
ド

説明

1054 – TS
ポート不
良

アクセス no
サーバが
不良また
は欠落し
たポート
番号を検
出しまし
た。この
コード
は、イミ
ディエー
ト Telnet
および raw
TCP の切
断に関連
し、この
表の前の
ほうに記
載した
Telnet お
よび TCP
コードよ
りも詳細
な情報が
含まれて
います。

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

no

no

no

yes

yes

yes

yes
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11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

ホストで no
TCP 接続
がリセッ
トされま
した。
TCP ス
タック
が、イミ
ディエー
ト Telnet
または raw
TCP セッ
ション中
に、この
切断コー
ドを返す
場合があ
ります。

no

no

no

yes

yes

yes

yes

ホストで no
TCP 接続
が拒否さ
れまし
た。TCP
スタック
が、イミ
ディエー
ト Telnet
または raw
TCP セッ
ション中
に、この
切断コー
ドを返す
場合があ
ります。

no

no

no

yes

yes

yes

yes

原因コー
ド

説明

1060 –
TCP リ
セット

1061 –
TCP 接続
拒否

11.0
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TACACS+ の概要

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

TCP 接続 no
がタイム
アウトし
ました。
TCP ス
タック
が、イミ
ディエー
ト Telnet
または raw
TCP セッ
ション中
に、この
切断コー
ドを返す
場合があ
ります。

no

no

no

yes

yes

yes

yes

外部ホス no
トで TCP
接続が終
了しまし
た。TCP
スタック
が、イミ
ディエー
ト Telnet
または raw
TCP セッ
ション中
に、この
切断コー
ドを返す
場合があ
ります。

no

no

no

yes

yes

yes

yes

原因コー
ド

説明

1062 –
TCP タイ
ムアウト

1063 –
TCP 外部
ホストの
終了

11.0

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーション
ガイド
713

TACACS+ の概要

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

TCP ネッ no
トワーク
が到達不
能でし
た。TCP
スタック
が、イミ
ディエー
ト Telnet
または raw
TCP セッ
ション中
に、この
切断コー
ドを返す
場合があ
ります。

no

no

no

yes

yes

yes

yes

TCP ホス no
トが到達
不能でし
た。TCP
スタック
が、イミ
ディエー
ト Telnet
または raw
TCP セッ
ション中
に、この
切断コー
ドを返す
場合があ
ります。

no

no

no

yes

yes

yes

yes

原因コー
ド

説明

1064 –
TCP ネッ
ト到達不
能

1065 –
TCP ホス
ト到達不
能

11.0
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TACACS+ の概要

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

TCP ネッ no
トワーク
が管理的
に到達不
能でし
た。TCP
スタック
が、イミ
ディエー
ト Telnet
または raw
TCP セッ
ション中
に、この
切断コー
ドを返す
場合があ
ります。

no

no

no

yes

yes

yes

yes

TCP ホス no
トが管理
的に到達
不能でし
た。TCP
スタック
が、イミ
ディエー
ト Telnet
または raw
TCP セッ
ション中
に、この
切断コー
ドを返す
場合があ
ります。

no

no

no

yes

yes

yes

yes

原因コー
ド

説明

1066 –
TCP ネッ
ト管理到
達不能

1067 –
TCP ホス
ト管理到
達不能

11.0
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TACACS+ の概要

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

TCP ポー no
トが到達
不能でし
た。TCP
スタック
が、イミ
ディエー
ト Telnet
または raw
TCP セッ
ション中
に、この
切断コー
ドを返す
場合があ
ります。

no

no

no

yes

yes

yes

yes

PPP リン
クでアク
ティビ
ティがな
いため、
セッショ
ンがタイ
ム アウト
しまし
た。この
コード
は、すべ
てのセッ
ション タ
イプに適
用されま
す。

no

no

no

yes

yes

yes

yes

原因コー
ド

説明

1068 –
TCP ポー
ト到達不
能

1100 –
セッショ
ン タイム
アウト

11.0

no
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TACACS+ の概要

原因コー
ド

説明

11.0

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

1101 – セ
キュリ
ティ障害

セキュリ
ティ上の
理由によ
りセッ
ションが
失敗しま
した。こ
のコード
は、すべ
てのセッ
ション タ
イプに適
用されま
す。

no

no

no

no

yes

yes

yes

yes

1102 –
コール
バック

コール
バックの
ためセッ
ションが
終了しま
した。こ
のコード
は、すべ
てのセッ
ション タ
イプに適
用されま
す。

no

no

no

no

yes

yes

yes

yes
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TACACS+ の概要

原因コー
ド

説明

11.0

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

1120 – 非
サポート

プロトコ
ルがディ
セーブル
または非
サポート
のため、
片側が
コールを
拒否しま
した。こ
のコード
は、すべ
てのセッ
ション タ
イプに適
用されま
す。

no

no

no

no

yes

yes

yes

yes

1150 –
Radius 接
続解除

RADIUS
サーバが
接続解除
を要求し
ました。

no

no

no

no

yes

yes

yes

yes

1151 –
ローカル
管理者接
続解除

ローカル
管理者が
接続解除
しまし
た。

no

no

no

no

yes

yes

yes

yes

1152 –
SNMP 接
続解除

簡易ネッ no
トワーク
管理プロ
トコル
（SNMP）
が接続解
除しまし
た。

no

no

no

yes

yes

yes

yes
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11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

1160 –
V110 同期 no
V110 リト で許可さ
ライ
れたリト
ライ回数
を超えま
した。

no

no

no

yes

yes

yes

yes

1170 – PPP 認証がタ
認証タイ イムアウ
ムアウト トしまし
た。この
コード
は、PPP
セッショ
ンに適用
されま
す。

no

no

no

no

yes

yes

yes

yes

1180 –
ローカル
ハング
アップ

ローカル
がハング
アップし
た結果、
コールが
接続解除
しまし
た。

no

no

no

no

yes

yes

yes

yes

1185 – リ
モート ハ
ングアッ
プ

リモート
エンドが
ハング
アップし
たため、
コールが
接続解除
しまし
た。

no

no

no

no

yes

yes

yes

yes

原因コー
ド

説明

11.0
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11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

伝送して no
いる T1 回
線が休止
したた
め、コー
ルが接続
解除しま
した。

no

no

no

yes

yes

yes

yes

コール期 no
間が、ア
クセス
サーバの
Max Call
Mins また
は Max
DS0 Mins
パラメー
タで許可
された時
間を越え
たため、
コールが
接続解除
しまし
た。

no

no

no

yes

yes

yes

yes

原因コー
ド

説明

1190 – T1
休止

1195 –
コール期
間

11.0
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TACACS+ の概要

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

ユーザが no
接続解除
しまし
た。この
値は、
バーチャ
ル プライ
ベート ダ
イヤル
アップ
ネット
ワーク
（VPDN）
セッショ
ンに適用
されま
す。

no

no

no

no

no

yes

yes

1601 VPDN 搬
送波消失

搬送波消 no
失が発生
しまし
た。この
コード
は、VPDN
セッショ
ンに適用
されま
す。

no

no

no

no

no

yes

yes

1602 –
VPDN リ
ソースな
し

リソース no
がありま
せん。こ
のコード
は、VPDN
セッショ
ンに適用
されま
す。

no

no

no

no

no

yes

yes

原因コー
ド

説明

1600 VPDN
ユーザ接
続解除

11.0
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TACACS+ の概要

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

no
制御パ
ケットが
無効で
す。この
コード
は、VPDN
セッショ
ンに適用
されま
す。

no

no

no

no

no

yes

yes

1604 –
VPDN 管
理者接続
解除

管理者が no
接続解除
しまし
た。この
コード
は、VPDN
セッショ
ンに適用
されま
す。

no

no

no

no

no

yes

yes

1605 –
VPDN ト
ンネル ダ
ウン/確立
失敗

トンネル
がダウン
している
か、確立
に失敗し
ました。
このコー
ドは、
VPDN
セッショ
ンに適用
されま
す。

no

no

no

no

no

yes

yes

原因コー
ド

説明

1603 –
VPDN 制
御パケッ
ト不良

11.0

no
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TACACS+ の概要

原因コー
ド

説明

11.0

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

1606 –
VPDN
ローカル
PPP 接続
解除

ローカル
PPP が接
続解除し
ました。
このコー
ドは、
VPDN
セッショ
ンに適用
されま
す。

no

no

no

no

no

no

yes

yes

1607 –
VPDN ソ
フト停止/
セッショ
ン制限

VPN トン no
ネルで新
しいセッ
ションを
確立でき
ませんで
した。こ
のコード
は、VPDN
セッショ
ンに適用
されま
す。

no

no

no

no

no

yes

yes

1608 –
VPDN
コール リ
ダイレク
ト

コールが
リダイレ
クトされ
ました。
このコー
ドは、
VPDN
セッショ
ンに適用
されま
す。

no

no

no

no

no

yes

yes

no
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11.0

原因コー
ド

説明

1801 –
Q850 未割
り当て番
号

番号が割 no
り当てら
れていま
せん。こ
のコード
は、ISDN
または
ISDN 経由
のモデム
コールに
適用され
ます。

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

no

no

no

no

no

no

yes
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原因コー
ド
1802 –
Q850 ルー
トなし

説明

11.0

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

no

no

no

no

no

no

no

yes
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TACACS+ の概要

原因コー
ド

説明

11.0

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

このコー
ドを送信
している
機器が、
認識され
ていない
特定の中
継ネット
ワークを
使用した
コールの
ルート要
求を受信
しまし
た。この
コードを
送信して
いる機器
は、その
中継ネッ
トワーク
が存在し
ないか、
その特定
の中継
ネット
ワークが
存在して
いても、
このコー
ドを送信
している
機器で機
能してい
ないた
め、中継
ネット
ワークを
認識して
いませ
ん。この
コード
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12.2

12.3

TACACS+ の概要

原因コー
ド

説明

11.0

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

no

no

no

no

no

no

yes

は、ISDN
または
ISDN 経由
のモデム
コールに
適用され
ます。
1803 –
Q850 宛先
へのルー
トなし

コールが no
選択した
経路で通
過する
ネット
ワーク
が、目的
の宛先で
機能して
いないた
め、着信
側に到達
できませ
ん。この
コード
は、ISDN
または
ISDN 経由
のモデム
コールに
適用され
ます。
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11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

直近で識 no
別された
チャネル
がこの
コールで
使用する
送信エン
ティティ
に受け入
れられま
せん。こ
のコード
は、ISDN
または
ISDN 経由
のモデム
コールに
適用され
ます。

no

no

no

no

no

no

yes

1816 –
このコー no
Q850 正常 ルに関係
な消去
するユー
ザの誰か
が、コー
ルを消去
するよう
要求した
ためコー
ルが消去
されまし
た。この
コード
は、ISDN
または
ISDN 経由
のモデム
コールに
適用され
ます。

no

no

no

no

no

no

yes

原因コー
ド

説明

1806 –
Q850 チャ
ネル受け
入れ不能

11.0

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
728

TACACS+ の概要

原因コー
ド

説明

11.0

1817 –
ユーザビ no
Q850 ユー ジー状態
ザ ビジー になって
いるた
め、着信
側が他の
コールを
受けられ
ません。
このコー
ドは、着
信側の
ユーザま
たはネッ
トワーク
で生成さ
れること
がありま
す。ユー
ザにより
生成され
た場合、
ユーザの
機器がこ
のコール
に対応で
きます。
このコー
ドは、
ISDN また
は ISDN
経由のモ
デム コー
ルに適用
されま
す。

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

no

no

no

no

no

no

yes
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TACACS+ の概要

11.0

原因コー
ド

説明

1818 –
Q850 ユー
ザ応答な
し

割り当て no
られた所
定の時間
内に、着
信側が、
コール確
立メッ
セージに
対してア
ラートま
たは接続
表示に
よって応
答しない
ときに使
用されま
す。この
コード
は、ISDN
または
ISDN 経由
のモデム
コールに
適用され
ます。

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

no

no

no

no

no

no

yes
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TACACS+ の概要

11.0

原因コー
ド

説明

1819 –
Q850 ユー
ザ応答な
し

着信側に no
アラート
が送信さ
れました
が、所定
の時間内
に接続表
示による
応答があ
りませ
ん。この
コード
は、ISDN
または
ISDN 経由
のモデム
コールに
適用され
ます。

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

no

no

no

no

no

no

yes
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TACACS+ の概要

原因コー
ド
1821 –
Q850 コー
ル却下

説明

11.0

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

no

no

no

no

no

no

no

yes
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TACACS+ の概要

原因コー
ド

説明

11.0

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

このコー
ドを送信
している
機器は、
ビジーま
たは非対
応ではな
いためこ
のコール
を受けら
れます
が、この
コールを
受けたく
ありませ
ん。この
コードは
ネット
ワークに
より生成
されるこ
ともあ
り、この
場合、こ
のコール
が補足
サービス
の制約に
より消去
されたこ
とを示し
ます。診
断フィー
ルドに
は、補足
サービス
の追加情
報や却下
の理由が
含まれて
いる場合
がありま
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TACACS+ の概要

原因コー
ド

説明

11.0

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

no

no

no

no

no

no

yes

す。この
コード
は、ISDN
または
ISDN 経由
のモデム
コールに
適用され
ます。
1822 –
着信側を no
Q850 番号 示す番号
の変更
が割り当
てられて
いませ
ん。新し
い着番号
が、任意
で診断
フィール
ドに含ま
れている
場合があ
ります。
このコー
ドは、
ISDN また
は ISDN
経由のモ
デム コー
ルに適用
されま
す。
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TACACS+ の概要

原因コー
ド

説明

11.0

1827 –
宛先への no
Q850 宛先 インター
故障
フェイス
が正常に
機能して
いないた
め、ユー
ザが指示
した宛先
に到達で
きませ
ん。「正
常に機能
していな
い」と
は、シグ
ナリング
メッセー
ジをリ
モート側
に配信で
きなかっ
たことを
意味して
います。
このコー
ドは、
ISDN また
は ISDN
経由のモ
デム コー
ルに適用
されま
す。

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

no

no

no

no

no

no

yes
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TACACS+ の概要

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

着番号が no
有効な形
式でない
か、完全
でないた
め、着信
側に到達
できませ
ん。この
コード
は、ISDN
または
ISDN 経由
のモデム
コールに
適用され
ます。

no

no

no

no

no

no

yes

このコー no
ドは、
ユーザが
要求した
補足サー
ビスが
ネット
ワークで
提供され
ていない
場合に返
されま
す。この
コード
は、ISDN
または
ISDN 経由
のモデム
コールに
適用され
ます。

no

no

no

no

no

no

yes

原因コー
ド

説明

1828 –
Q850 無効
な番号形
式

1829 –
Q850 ファ
シリティ
拒否

11.0
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TACACS+ の概要

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

このコー no
ドは、
STATUS
ENQUIRY
メッセー
ジよりも
先に受領
したため
に
STATUS
メッセー
ジが生成
された場
合に、
STATUS
メッセー
ジに含ま
れていま
す。この
コード
は、ISDN
または
ISDN 経由
のモデム
コールに
適用され
ます。

no

no

no

no

no

no

yes

1831 –
他のコー no
Q850 未指 ドが適用
定の原因 されない
場合に適
用されま
す。この
コード
は、ISDN
または
ISDN 経由
のモデム
コールに
適用され
ます。

no

no

no

no

no

no

yes

原因コー
ド

説明

1830 –
Q850 状態
問い合わ
せへの応
答

11.0
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TACACS+ の概要

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

コールを no
処理でき
る回線ま
たはチャ
ネルがあ
りませ
ん。この
コード
は、ISDN
または
ISDN 経由
のモデム
コールに
適用され
ます。

no

no

no

no

no

no

yes

no
ネット
ワークが
正常に機
能してお
らず、こ
の状態が
比較的長
期間続く
見込みで
す。この
コード
は、ISDN
または
ISDN 経由
のモデム
コールに
適用され
ます。

no

no

no

no

no

no

yes

原因コー
ド

説明

1834 –
Q850 使用
可能な回
線なし

1838 –
Q850 ネッ
トワーク
障害

11.0
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TACACS+ の概要

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

1841 –
no
ネット
Q850 一時 ワークが
障害
正常に機
能してい
ません
が、この
状態は長
期間続か
ない見込
みです。
このコー
ドは、
ISDN また
は ISDN
経由のモ
デム コー
ルに適用
されま
す。

no

no

no

no

no

no

yes

no
ネット
ワークが
輻輳して
います。
このコー
ドは、
ISDN また
は ISDN
経由のモ
デム コー
ルに適用
されま
す。

no

no

no

no

no

no

yes

原因コー
ド

1842 –
Q850 ネッ
トワーク
輻輳

説明

11.0
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TACACS+ の概要

11.0

原因コー
ド

説明

1843 –
Q850 アク
セス情報
破棄

このコー no
ドは、
ネット
ワークが
アクセス
情報をリ
モート
ユーザの
要求に
従って配
信できな
かったこ
とを示し
ます。こ
のコード
は、ISDN
または
ISDN 経由
のモデム
コールに
適用され
ます。

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

no

no

no

no

no

no

yes
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TACACS+ の概要

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

このコー no
ドは、要
求エン
ティティ
により指
定された
回線また
はチャネ
ルが、イ
ンター
フェイス
の片側か
ら提供で
きなかっ
た場合に
返されま
す。この
コード
は、ISDN
または
ISDN 経由
のモデム
コールに
適用され
ます。

no

no

no

no

no

no

yes

コールが no
プリエン
プション
されまし
た。この
コード
は、ISDN
または
ISDN 経由
のモデム
コールに
適用され
ます。

no

no

no

no

no

no

yes

原因コー
ド

説明

1844 –
Q850 要求
チャネル
が使用不
可能

1845 –
Q850 コー
ル プリエ
ンプショ
ン

11.0
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TACACS+ の概要

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

このコー no
ドは、リ
ソース使
用不可ク
ラスの他
のコード
が適用さ
れない場
合にの
み、リ
ソース使
用不可イ
ベントを
レポート
するため
に使用さ
れます。
このコー
ドは、
ISDN また
は ISDN
経由のモ
デム コー
ルに適用
されま
す。

no

no

no

no

no

no

yes

登録され no
ている
ファシリ
ティでは
ありませ
ん。この
コード
は、ISDN
または
ISDN 経由
のモデム
コールに
適用され
ます。

no

no

no

no

no

no

yes

原因コー
ド

説明

1847 –
Q850 リ
ソースが
使用不可
能

1850 –
Q850 未登
録ファシ
リティ

11.0
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TACACS+ の概要

11.0

原因コー
ド

説明

1852 –
Q850 発信
コール除
外

no
発信側
が、発信
非公開
ユーザ グ
ループ
コールで
非公開
ユーザ グ
ループの
メンバー
であって
も、この
メンバー
に対して
発信コー
ルが許可
されてい
ません。
このコー
ドは、
ISDN また
は ISDN
経由のモ
デム コー
ルに適用
されま
す。

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

no

no

no

no

no

no

yes
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TACACS+ の概要

11.0

原因コー
ド

説明

Q850 着信
コール除
外
（1854）

no
着信側
が、着信
非公開
ユーザ グ
ループ
コールで
非公開
ユーザ グ
ループの
メンバー
であって
も、この
メンバー
に対して
着信コー
ルが許可
されてい
ません。
このコー
ドは、
ISDN また
は ISDN
経由のモ
デム コー
ルに適用
されま
す。

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

no

no

no

no

no

no

yes
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TACACS+ の概要

11.0

原因コー
ド

説明

1858 –
Q850 ベア
ラー機能
が使用不
可

no
ユーザ
が、この
コードを
生成した
機器に実
装されて
いるベア
ラ機能を
要求しま
したが、
その時点
で使用で
きません
でした。
このコー
ドは、
ISDN また
は ISDN
経由のモ
デム コー
ルに適用
されま
す。

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

no

no

no

no

no

no

yes
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TACACS+ の概要

11.0

原因コー
ド

説明

1863 –
Q850 サー
ビス使用
不可

このコー no
ドは、
サービス
またはオ
プション
使用不可
クラスの
他のコー
ドが適用
されない
場合にの
み、サー
ビスまた
はオプ
ション使
用不可イ
ベントの
レポート
に使用さ
れます。
このコー
ドは、
ISDN また
は ISDN
経由のモ
デム コー
ルに適用
されま
す。

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

no

no

no

no

no

no

yes
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TACACS+ の概要

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

このコー no
ドを送信
した機器
は、要求
されたベ
アラ機能
をサポー
トしてい
ません。
このコー
ドは、
ISDN また
は ISDN
経由のモ
デム コー
ルに適用
されま
す。

no

no

no

no

no

no

yes

このコー no
ドを送信
した機器
は、要求
された
チャネル
タイプを
サポート
していま
せん。こ
のコード
は、ISDN
または
ISDN 経由
のモデム
コールに
適用され
ます。

no

no

no

no

no

no

yes

原因コー
ド

説明

1865 –
Q850 ベア
ラー機能
未実装

1866 –
Q850 チャ
ネル未実
装

11.0
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TACACS+ の概要

11.0

原因コー
ド

説明

1869 –
Q850 ファ
シリティ
未実装

ユーザが no
要求した
補足サー
ビスが
ネット
ワークで
提供でき
ません。
このコー
ドは、
ISDN また
は ISDN
経由のモ
デム コー
ルに適用
されま
す。

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

no

no

no

no

no

no

yes
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TACACS+ の概要

11.0

原因コー
ド

説明

1881 –
Q850 無効
コール参
照値

このコー no
ドを送信
した機器
は、ユー
ザネット
ワーク イ
ンター
フェイス
で現在使
用されて
いない
コール参
照値が含
まれた
メッセー
ジを受信
しまし
た。この
コード
は、ISDN
または
ISDN 経由
のモデム
コールに
適用され
ます。

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

no

no

no

no

no

no

yes
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TACACS+ の概要

11.0

原因コー
ド

説明

1882 –
Q850 チャ
ネルが存
在しない

直近で識 no
別された
チャネル
がこの
コールで
使用する
送信エン
ティティ
に受け入
れられま
せん。こ
のコード
は、ISDN
または
ISDN 経由
のモデム
コールに
適用され
ます。こ
のコード
は、ISDN
または
ISDN 経由
のモデム
コールに
適用され
ます。

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

no

no

no

no

no

no

yes
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TACACS+ の概要

11.0

原因コー
ド

説明

1888 –
Q850 互換
性がない
宛先

このコー no
ドを送信
中の機器
が、対応
できない
下位レイ
ヤの互換
性または
他の互換
性属性を
持つコー
ルを確立
するよう
要求され
ました。
このコー
ドは、
ISDN また
は ISDN
経由のモ
デム コー
ルに適用
されま
す。

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

no

no

no

no

no

no

yes
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TACACS+ の概要

11.0

原因コー
ド

説明

1896 –
Q850 必須
情報要素
が喪失

このコー no
ドを送信
中の機器
が、メッ
セージが
処理され
る前に
メッセー
ジに存在
しなけれ
ばならな
い情報要
素が失わ
れている
メッセー
ジを受信
しまし
た。この
コード
は、ISDN
または
ISDN 経由
のモデム
コールに
適用され
ます。

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

no

no

no

no

no

no

yes
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TACACS+ の概要

11.0

原因コー
ド

説明

1897 –
Q850 存在
しない
メッセー
ジ タイプ

このコー no
ドを送信
中の機器
が、定義
されてい
ないメッ
セージで
あるか、
定義され
てはいる
がこの
コードを
送信した
機器で実
装されて
いないた
め認識さ
れない
メッセー
ジ タイプ
のメッ
セージを
受信しま
した。こ
のコード
は、ISDN
または
ISDN 経由
のモデム
コールに
適用され
ます。

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

no

no

no

no

no

no

yes
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TACACS+ の概要

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

このコー no
ドは、無
効なメッ
セージ ク
ラスの他
のコード
が適用さ
れない場
合に無効
なメッ
セージを
レポート
するため
に使用さ
れます。
このコー
ドは、
ISDN また
は ISDN
経由のモ
デム コー
ルに適用
されま
す。

no

no

no

no

no

no

yes

1899 –
情報要素 no
Q850 情報 が認識さ
要素不良 れませ
ん。この
コード
は、ISDN
または
ISDN 経由
のモデム
コールに
適用され
ます。

no

no

no

no

no

no

yes

原因コー
ド

説明

1898 –
Q850 無効
なメッ
セージ

11.0
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TACACS+ の概要

11.0

原因コー
ド

説明

1900 –
Q850 無効
要素が含
まれる

このコー no
ドを送信
中の機器
が、未実
装の情報
要素を受
信しまし
た。ただ
し、この
情報要素
の 1 つま
たは複数
のフィー
ルドがこ
のコード
を送信し
た機器で
実装され
ていない
方法で符
号化され
ていま
す。この
コード
は、ISDN
または
ISDN 経由
のモデム
コールに
適用され
ます。

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

no

no

no

no

no

no

yes
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11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

受信した no
メッセー
ジが、
コール ス
テートと
互換性が
ありませ
ん。この
コード
は、ISDN
または
ISDN 経由
のモデム
コールに
適用され
ます。

no

no

no

no

no

no

yes

エラー処 no
理手順に
関連付け
られたタ
イマーの
期限切れ
によっ
て、手順
が初期化
されまし
た。この
コード
は、ISDN
または
ISDN 経由
のモデム
コールに
適用され
ます。

no

no

no

no

no

no

yes

原因コー
ド

説明

1901 –
Q850 誤っ
た状態の
メッセー
ジ

1902 –
Q850 タイ
マーの期
限切れか
らの回復

11.0
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11.0

原因コー
ド

説明

1903 –
Q850 情報
要素エ
ラー

このコー no
ドを送信
中の機器
が、情報
要素識別
名または
パラメー
タ名が定
義されて
いない
か、定義
されては
いるがこ
のコード
を送信し
た機器で
実装され
ていない
ため、認
識されな
い情報要
素または
パラメー
タが含ま
れるメッ
セージを
受信しま
した。こ
のコード
は、ISDN
または
ISDN 経由
のモデム
コールに
適用され
ます。

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

no

no

no

no

no

no

yes
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11.0

原因コー
ド

説明

1911 –
Q850 プロ
トコル エ
ラー

このコー no
ドは、プ
ロトコル
エラー ク
ラスの他
のコード
が適用さ
れない場
合にの
み、プロ
トコル エ
ラー イベ
ントをレ
ポートす
るために
使用され
ます。こ
のコード
は、ISDN
または
ISDN 経由
のモデム
コールに
適用され
ます。

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

no

no

no

no

no

no

yes
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11.0

原因コー
ド

説明

1927 –
Q850 未指
定のイン
ターネッ
トワーキ
ング イベ
ント

行った処 no
理に対し
てコード
を提供し
ないネッ
トワーク
でイン
ターワー
キングし
た場合に
エラーに
なりま
す。この
コード
は、ISDN
または
ISDN 経由
のモデム
コールに
適用され
ます。

11.1

11.2

11.3

12.0

12.1

12.2

12.3

no

no

no

no

no

no

yes

DNIS に基づく AAA サーバ グループの選択の設定
Cisco ソフトウェアでは、セッションの着信番号識別サービス（DNIS）番号に基づき、特定の AAA
サーバ グループに対してユーザを認証することが可能です。すべての電話回線（通常の自宅電話
または商用の T1/PRI 回線）を、複数の電話番号と関連付けることができます。DNIS 番号は、ユー
ザ宛てに発信された番号を示します。
たとえば、複数の顧客で同じ電話番号を共有する場合に、電話を受ける前に発信元を知りたいこ
とがあります。DNIS を使用すると、応答するときに発信元の顧客がわかるため、電話に応答する
方法をカスタマイズできます。
ISDN または内部モデムと接続するシスコ デバイスは、DNIS 番号を受信できます。この機能を使
用すると、顧客ごとに異なる TACACS+ サーバ グループを割り当て可能です（つまり、DNIS 番
号ごとに異なる TACACS+ サーバ）。さらに、サーバ グループを使用して、複数の AAA サービ
スに同じサーバ グループを指定できます。また、各 AAA サービスに個別のサーバ グループを指
定できます。
Cisco IOS ソフトウェアには、認証サービスとアカウンティング サービスを複数の方法で実装でき
る柔軟性があります。
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• グローバル：AAA サービスは、グローバル コンフィギュレーション アクセス リスト コマン
ドを使用して定義され、特定のネットワーク アクセス サーバ上のすべてのインターフェイ
スに、全般的に適用されます。
• インターフェイス別：AAA サービスは、インターフェイス コンフィギュレーション コマン
ドを使用して定義され、特定のネットワーク アクセス サーバに設定されているインターフェ
イスにだけ適用されます。
• DNIS マッピング：DNIS を使用して、AAA サーバが AAA サービスを提供するように指定し
ます。
複数の AAA コンフィギュレーション方式を同時に設定できるため、シスコでは、AAA サービス
を提供するサーバまたはサーバ グループを決定するために、優先順位を設定しました。優先順位
は次のとおりです。
• DNIS 別：AAA サービスを提供するサーバ グループを DNIS によって指定するようネット
ワーク アクセス サーバを設定している場合、この方式がその他の AAA 選択方式よりも優先
されます。
• インターフェイス別：サーバから AAA サービスを提供する方法をアクセス リストによって
決定するように、インターフェイスごとにネットワーク アクセス サーバを設定している場
合、この方式が他のグローバル コンフィギュレーション AAA アクセス リストよりも優先さ
れます。
• グローバル：セキュリティ サーバが AAA サービスを提供する方法を決定するために、グロー
バル AAA アクセス リストを使用してネットワーク アクセス サーバを設定する場合、この方
式には最も低い優先度が使用されます。

（注）

DNIS に基づいて AAA サーバ グループの選択を設定する前に、各 AAA サーバ グループに関
連付けられたリモート セキュリティ サーバを設定する必要があります。詳細については、
TACACS Server Host and Configuring AAA Server Groups を参照してください。
サーバ グループの DNIS に基づいて特定の AAA サーバ グループを選択するようにデバイスを設
定するには、DNIS マッピングを設定します。DNIS 番号を使用して、サーバ グループをグループ
名とマッピングするには、グローバルコンフィギュレーションモードで次のコマンドを使用しま
す。

手順の概要
1. Device>enable
2. Device#configureterminal
3. Device (config)#aaadnismapenable
4. Router(config)# aaadnismap dnis-number authenticationpppgroup server-group-name
5. Router(config)#aaadnismap dnis-number accountingnetwork [none | start-stop | stop-only] group
server-group-name
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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

Device>enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

ステップ 2

Device#configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

ステップ 3

Device (config)#aaadnismapenable

DNIS マッピングをイネーブルにします。

ステップ 4

Router(config)# aaadnismap dnis-number
DNIS 番号を定義済みの AAA サーバ グループにマッピ
authenticationpppgroup server-group-name ングします。このサーバ グループのサーバは、認証に
使用されます。

ステップ 5

Router(config)#aaadnismap dnis-number
accountingnetwork [none | start-stop |
stop-only] group server-group-name

DNIS 番号を定義済みの AAA サーバ グループにマッピ
ングします。このサーバ グループのサーバは、アカウ
ンティングに使用されます。

TACACS+ 設定オプション
認証用に 1 つのサーバを使用することも、また、既存のサーバ ホストをグループ化するために
AAA サーバ グループを使用するように設定することもできます。サーバをグループ化して設定済
みサーバホストのサブセットを選択し、特定のサービスにそのサーバを使用できます。サーバグ
ループは、グローバル サーバ ホスト リストとともに使用され、選択されたサーバ ホストの IP ア
ドレスのリストが含まれています。

TACACS+ ログイン認証
方式リストは、ユーザ認証のためクエリ送信を行う手順と認証方式を記述したものです。認証に
使用する 1 つまたは複数のセキュリティ プロトコルを指定できるので、最初の方式が失敗した場
合のバックアップ システムが確保されます。ソフトウェアは、リスト内の最初の方式を使用して
ユーザを認証します。その方式で応答が得られなかった場合、ソフトウェアはそのリストから次
の認証方式を選択します。このプロセスは、リスト内の認証方式による通信が成功するか、定義
された方式をすべて試し終わるまで繰り返されます。この処理のある時点で認証が失敗した場合
（つまり、セキュリティサーバまたはローカルのユーザ名データベースがユーザアクセスを拒否
すると応答した場合）、認証プロセスは停止し、それ以上認証方式が試行されることはありませ
ん。
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特権 EXEC アクセスおよびネットワーク サービス用の TACACS+ 許可
AAA 許可によってユーザが使用できるサービスが制限されます。AAA 許可がイネーブルに設定
されていると、スイッチはユーザのプロファイルから取得した情報を使用します。このプロファ
イルは、ローカルのユーザデータベースまたはセキュリティサーバ上にあり、ユーザのセッショ
ンを設定します。ユーザは、ユーザ プロファイル内の情報で認められている場合に限り、要求し
たサービスのアクセスが認可されます。

TACACS+ 認証
TACACS+ デーモンを指定し、関連する TACACS+ 暗号キーを定義したら、TACACS+ 認証の方式
リストを定義する必要があります。TACACS+ 認証は AAA を介して実行されるため、認証方式と
して TACACS+ を指定して、aaaauthentication コマンドを発行する必要があります。

TACACS+ 認可
AAA 認可により、ユーザによるネットワーク アクセスを制限するパラメータを設定することがで
きます。TACACS+ を介する認可は、コマンド、ネットワーク接続、および EXEC セッションに
適用できます。AAA によって TACACS+ 認可が容易になるため、認可方式として TACACS+ を指
定して、aaaauthorization コマンドを発行する必要があります。

TACACS+ Accounting
AAA アカウンティング機能は、ユーザがアクセスしたサービスと、消費したネットワーク リソー
ス量をトラッキングします。AAA アカウンティングをイネーブルにすると、スイッチはユーザの
活動状況をアカウンティング レコードの形式で TACACS+ セキュリティ サーバに報告します。各
アカウンティング レコードにはアカウンティングの Attribute-Value（AV）ペアが含まれ、レコー
ドはセキュリティ サーバに格納されます。このデータを、ネットワーク管理、クライアント請
求、または監査のために分析できます。

TACACS+ のデフォルト設定
TACACS+ および AAA は、デフォルトではディセーブルに設定されています。
セキュリティの失効を防止するため、ネットワーク管理アプリケーションを使用して TACACS+
を設定することはできません。TACACS+ をイネーブルに設定した場合、CLI を通じてスイッチに
アクセスするユーザを認証できます。

（注）

TACACS+ の設定は CLI を使用して行いますが、TACACS+ サーバは権限レベル 15 に設定され
た HTTP 接続を許可します。

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
762

TACACS+ を設定する方法

TACACS サーバの Per VRF
TACACS+ サーバの Per VRF 機能では、TACACS+ サーバ上で仮想ルーティングおよび転送（VRF）
ごとに AAA を設定することが可能です。この機能を設定するには TACACS+ サーバ アクセスが
必要となります。

TACACS+ を設定する方法
TACACS+ サーバ ホストの指定および認証キーの設定
TACACS+ サーバ ホストを特定し、認証キーを設定するには、次の手順を実行します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. tacacs-server host hostname
4. aaa new-model
5. aaa group server tacacs+ group-name
6. server ip-address
7. end
8. show running-config
9. 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。パスワードを入
力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グ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：
Switch# configure terminal

ステップ 3

tacacs-server host hostname
例：
Switch(config)# tacacs-server host

TACACS+ サーバを維持する IP ホストを特定します。この
コマンドを複数回入力して、優先ホストのリストを作成し
ます。ソフトウェアは、指定された順序でホストを検索し
ます。
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

yourserver

hostname には、ホストの名前または IP アドレスを指定し
ます。

aaa new-model

AAA をイネーブルにします。

例：
Switch(config)# aaa new-model

ステップ 5

aaa group server tacacs+ group-name
例：
Switch(config)# aaa group server
tacacs+ your_server_group

ステップ 6

server ip-address
例：

ステップ 7

（任意）グループ名で AAA サーバグループを定義しま
す。
このコマンドによって、Switchをサーバ グループ サブコ
ンフィギュレーション モードにします。
（任意）特定の TACACS+ サーバを定義済みサーバ グルー
プに関連付けます。AAA サーバ グループの TACACS+
サーバごとに、このステップを繰り返します。

Switch(config)# server 10.1.2.3

グループの各サーバは、ステップ 3 で定義済みのものでな
ければなりません。

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# end

ステップ 8

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 9

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存
します。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

TACACS+ ログイン認証の設定
TACACS+ ログイン認証を設定するには、次の手順を実行します。
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はじめる前に
AAA 認証を設定するには、認証方式の名前付きリストを作成してから、各種ポートにそのリスト
を適用します。

（注）

AAA 方式を使用して HTTP アクセスに対しスイッチのセキュリティを確保するには、ip http
authentication aaa グローバル コンフィギュレーション コマンドでスイッチを設定する必要が
あります。AAA 認証を設定しても、AAA 方式を使用した HTTP アクセスに対しスイッチのセ
キュリティは確保しません。
ip http authentication コマンドの詳細については、『Cisco IOS Security Command Reference, Release
12.4』を参照してください。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. aaa new-model
4. aaa authentication login {default | list-name} method1 [method2...]
5. line [console | tty | vty] line-number [ending-line-number]
6. login authentication {default | list-name}
7. end
8. show running-config
9. 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。パスワードを入力します（要
求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

aaa new-model

AAA をイネーブルにします。

例：
Switch(config)# aaa new-model
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コマンドまたはアクション

ステップ 4

目的

aaa authentication login {default ログイン認証方式リストを作成します。
| list-name} method1 [method2...]
• login authentication コマンドに名前付きリストが指定されなかっ
た場合に使用されるデフォルトのリストを作成するには、default
例：
キーワードの後ろにデフォルト状況で使用する方式を指定しま
Switch(config)# aaa
す。デフォルトの方式リストは、自動的にすべてのポートに適用
authentication login default
tacacs+ local
されます。
• list-name には、作成するリストの名前として使用する文字列を指
定します。
• method1... には、認証アルゴリズムが試行する実際の方式を指定
します。追加の認証方式は、その前の方式でエラーが返された場
合に限り使用されます。前の方式が失敗した場合は使用されませ
ん。
次のいずれかの方式を選択します。
• enable：イネーブル パスワードを認証に使用します。この認証方
式を使用するには、あらかじめ enable password グローバル コン
フィギュレーション コマンドを使用してイネーブル パスワード
を定義しておく必要があります。
• group tacacs+：TACACS+ 認証を使用します。この認証方式を使
用するには、あらかじめ TACACS+ サーバを設定しておく必要が
あります。詳細については、TACACS+ サーバ ホストの指定およ
び認証キーの設定, （763 ページ）を参照してください。
• line：回線パスワードを認証に使用します。この認証方式を使用
するには、あらかじめ回線パスワードを定義しておく必要があり
ます。password password ライン コンフィギュレーション コマン
ドを使用します。
• local：ローカル ユーザ名データベースを認証に使用します。デー
タベースにユーザ名情報を入力しておく必要があります。username
password グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用し
ます。
• local-case：大文字と小文字が区別されるローカル ユーザ名データ
ベースを認証に使用します。username namepassword グローバル
コンフィギュレーション コマンドを使用して、ユーザ名情報を
データベースに入力する必要があります。
• none：ログインに認証を使用しません。
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コマンドまたはアクション
ステップ 5

目的

line [console | tty | vty]
ライン コンフィギュレーション モードを開始し、認証リストを適用す
line-number [ending-line-number] る回線を設定します。
例：
Switch(config)# line 2 4

ステップ 6

login authentication {default |
list-name}

• default を指定する場合は、aaa authentication login コマンドで作
成したデフォルトのリストを使用します。

例：
Switch(config-line)# login
authentication default

ステップ 7

1 つの回線または複数回線に認証リストを適用します。

• list-name には、aaa authentication login コマンドで作成したリス
トを指定します。
特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config-line)# end

ステップ 8

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 9

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

特権 EXEC アクセスおよびネットワーク サービス用の TACACS+ 許可の設定
aaa authorization グローバル コンフィギュレーション コマンドと tacacs+ キーワードを使用する
と、ユーザのネットワーク アクセスを特権 EXEC モードに制限するパラメータを設定できます。

（注）

許可が設定されていても、CLI を使用してログインし、認証されたユーザに対しては、許可は
省略されます。
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特権 EXEC アクセスおよびネットワーク サービスに関する TACACS+ 許可を指定するには、次の
手順を実行します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. aaa authorization network tacacs+
4. aaa authorization exec tacacs+
5. end
6. show running-config
7. 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。パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

aaa authorization network tacacs+

ネットワーク関連のすべてのサービス要求に対して
ユーザ TACACS+ 認可を行うことを設定します。

例：
Switch(config)# aaa authorization
network tacacs+

ステップ 4

aaa authorization exec tacacs+
例：
Switch(config)# aaa authorization exec
tacacs+

ステップ 5

end

ユーザの特権 EXEC アクセスに対してユーザ TACACS+
認可を行うことを設定します。
exec キーワードを指定すると、ユーザ プロファイル情
報（autocommand 情報など）が返される場合がありま
す。
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# end
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 7

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保
存します。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

TACACS+ アカウンティングの起動
TACACS+ アカウンティングを開始するには、次の手順を実行します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. aaa accounting network start-stop tacacs+
4. aaa accounting exec start-stop tacacs+
5. end
6. show running-config
7. 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。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Switch# 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

aaa accounting network start-stop tacacs+

ネットワーク関連のすべてのサービス要求について、
TACACS+ アカウンティングをイネーブルにします。

例：
Switch(config)# aaa accounting network
start-stop tacacs+

ステップ 4

aaa accounting exec start-stop tacacs+
例：

TACACS+ アカウンティングをイネーブルにして、
特権 EXEC プロセスの最初に記録開始アカウンティ
ング通知、最後に記録停止通知を送信します。

Switch(config)# aaa accounting exec
start-stop tacacs+

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# end

ステップ 6

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 7

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を
保存します。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

次の作業
AAA サーバが到達不能の場合に、ルータとのセッションを確立するには、aaa accounting system
guarantee-first コマンドを使用します。これは、最初のレコードとしてシステム アカウンティン
グを保証します（これがデフォルトの条件です）。場合によっては、システムがリロードされる
までコンソールまたは端末接続でセッションを開始できない場合があります。システムのリロー
ドにかかる時間は 3 分を超えることがあります。
ルータのリロード時に AAA サーバが到達不能な場合、ルータとのコンソールまたは Telnet セッ
ションを確立するには、no aaa accounting system guarantee-first コマンドを使用します。
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AAA サーバが到達不能な場合のルータとのセッションの確立
AAA サーバが到達不能の場合に、ルータとのセッションを確立するには、aaa accounting system
guarantee-first コマンドを使用します。これは、最初のレコードとしてシステム アカウンティン
グを保証します（これがデフォルトの条件です）。場合によっては、システムがリロードされる
までコンソールまたは端末接続でセッションを開始できない場合があります。システムのリロー
ドにかかる時間は 3 分を超えることがあります。
ルータのリロード時に AAA サーバが到達不能な場合、ルータとのコンソールまたは Telnet セッ
ションを確立するには、no aaa accounting system guarantee-first コマンドを使用します。

AAA サーバが到達不能な場合のルータとのセッションの確立
aaa accounting system guarantee-first コマンドは、最初のレコードとしてシステム アカウンティン
グを保証します（これがデフォルトの条件です）。場合によっては、システムがリロードされる
までコンソールまたは端末接続でセッションを開始できない場合があります。システムのリロー
ドにかかる時間は 3 分を超えることがあります。
ルータのリロード時に AAA サーバが到達不能な場合、ルータとのコンソールまたは Telnet セッ
ションを確立するには、no aaa accounting system guarantee-first コマンドを使用します。

TACACS サーバ上の Per VRF の設定
この手順の最初のステップは、AAA およびサーバ グループの設定、VRF ルーティング テーブル
の作成、およびインターフェイスの設定に使用されます。ステップ 10 ～ 13 は、TACACS+ サー
バ機能上での Per VRF の設定に使用されます。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. ipvrf vrf-name
4. rd route-distinguisher
5. exit
6. interface interface-name
7. ipvrfforwarding vrf-name
8. ipaddress ip-address mask [secondary]
9. exit
10. aaagroupservertacacs+ group-name
11. server-private {ip-address | name} [nat] [single-connection] [port port-number] [timeout seconds]
[key [0 | 7]string]
12. ipvrfforwarding vrf-name
13. iptacacssource-interface subinterface-name
14. exit
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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。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> 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：
Device# configure terminal

ステップ 3

ipvrf vrf-name

VRF テーブルを設定し、VRF コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

例：
Device(config)# ip vrf cisco

ステップ 4

rd route-distinguisher

VRF インスタンスに対するルーティングおよびフォ
ワーディング テーブルを作成します。

例：
Device(config-vrf)# rd 100:1

ステップ 5

exit

VRF コンフィギュレーション モードを終了します。

例：
Device(config-vrf)# exit

ステップ 6

interface interface-name

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：
Device(config)# interface Loopback0

ステップ 7

ipvrfforwarding vrf-name

インターフェイスに VRF を設定します。

例：
Device(config-if)# ip vrf forwarding cisco

ステップ 8

ipaddress ip-address mask [secondary]

インターフェイスに対するプライマリ IP アドレスま
たはセカンダリ IP アドレスを設定します。

例：
Device(config-if)# ip address 10.0.0.2
255.0.0.0
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

exit

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：
Device(config-if)# exit

ステップ 10

aaagroupservertacacs+ group-name
例：

異なる TACACS+ サーバ ホストを別々のリストと方
式にグループ化し、server-group コンフィギュレー
ション モードを開始します。

Device(config)# aaa group server tacacs+
tacacs1

ステップ 11

server-private {ip-address | name} [nat]
グループ サーバに対するプライベート TACACS+
[single-connection] [port port-number] [timeout サーバの IP アドレスを設定します。
seconds] [key [0 | 7]string]
例：
Device(config-sg-tacacs+)# server-private
10.1.1.1 port 19 key cisco

ステップ 12

ipvrfforwarding vrf-name

AAA TACACS+ サーバ グループの VRF リファレン
スを設定します。

例：
Device(config-sg-tacacs+)# ip vrf
forwarding cisco

ステップ 13

iptacacssource-interface subinterface-name

すべての発信 TACACS+ パケットに対して、指定さ
れたインターフェイスの IP アドレスを使用します。

例：
Device(config-sg-tacacs+)# ip tacacs
source-interface Loopback0

ステップ 14

server-group コンフィギュレーション モードを終了
します。

exit
例：
Device(config-sg-tacacs)# exit

TACACS サーバの Per VRF の確認
Per VRF TACACS+ 設定を確認するには、次の手順を実行します。

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーション
ガイド
773

TACACS+ を設定する方法

（注）

debug コマンドは、任意の実行順序で使用できます。

手順の概要
1. enable
2. debugtacacsauthentication
3. debugtacacsauthorization
4. debugtacacsaccounting
5. debugtacacspackets

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。

例：

• パスワードを入力します（要求された場
合）。

Device> enable

ステップ 2

debugtacacsauthentication

AAA/TACACS+ 認証に関する情報を表示します。

例：
Device# debug tacacs authentication

ステップ 3

debugtacacsauthorization

AAA/TACACS+ 認可に関する情報を表示します。

例：
Device# debug tacacs authorization

ステップ 4

debugtacacsaccounting

説明可能なイベントが発生したときに、その情報
を表示します。

例：
Device# debug tacacs accounting

ステップ 5

debugtacacspackets

TACACS+ パケットに関する情報を表示します。

例：
Device# debug tacacs packets
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TACACS+ のモニタリング
表 71：TACACS+ 情報を表示するためのコマンド

コマンド

目的

show tacacs

TACACS+ サーバの統計情報を表示します。

TACACS+ の設定例
例：TACACS 認可
次に、デフォルトの方式リストを使用して、PPP 認証用のセキュリティ プロトコルとして、
TACACS+ を設定する例を示します。また、TACACS+ を介してネットワークの認可を設定する方
法も示します。
aaa new-model
aaa authentication ppp default if-needed group tacacs+ local
aaa authorization network default group tacacs+
tacacs-server host 10.1.2.3
tacacs-server key goaway
interface serial 0
ppp authentication chap default

前述の設定例の回線は、次のように定義されます。
• aaanew-model コマンドは、AAA セキュリティ サービスをイネーブルにします。
• aaaauthentication コマンドにより、PPP を実行するシリアル インターフェイスに使用する方
式リスト「default」を定義します。キーワード default は、デフォルトですべてのインター
フェイスに PPP 認証が適用されることを示します。if-needed キーワードは、ユーザが ASCII
ログイン手順を介してすでに認証済みの場合には PPP 認証が不要なのでスキップできること
を示します。認証が必要な場合、キーワード group tacacs+ は、TACACS+ を介して認証が実
行されることを示します。認証中に TACACS+ から何らかのエラーが返される場合、キー
ワード local は、ネットワーク アクセス サーバ上のローカル データベースを使用して認証が
試行されることを示します。
• aaaauthorization コマンドにより、TACACS+ を介するネットワーク認可を設定します。認証
リストとは異なり、この認可リストは、ネットワーク アクセス サーバに対するすべての着
信ネットワーク接続に常に適用されます。
• tacacs-serverhost コマンドにより、TACACS+ デーモンが 10.1.2.3 という IP アドレスを持っ
ていると指定します。tacacs-serverkey コマンドにより、共有暗号キーを「goaway」に定義し
ます。
• interface コマンドで回線を選択します。pppauthentication コマンドは、デフォルト方式リス
トをこの回線に適用します。
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例：TACACS アカウンティング
次に、デフォルトの方式リストを使用して、PPP 認証用のセキュリティ プロトコルとして、
TACACS+ を設定する例を示します。また、TACACS+ を介してアカウンティングを設定する方法
も示します。
aaa new-model
aaa authentication ppp default if-needed group tacacs+ local
aaa accounting network default stop-only group tacacs+
tacacs-server host 10.1.2.3
tacacs-server key goaway
interface serial 0
ppp authentication chap default

前述の設定例の回線は、次のように定義されます。
• aaanew-model コマンドは、AAA セキュリティ サービスをイネーブルにします。
• aaaauthentication コマンドにより、PPP を実行するシリアル インターフェイスに使用する方
式リスト「default」を定義します。キーワード default は、デフォルトですべてのインター
フェイスに PPP 認証が適用されることを示します。if-needed キーワードは、ユーザが ASCII
ログイン手順を介してすでに認証済みの場合には PPP 認証が不要なのでスキップできること
を示します。認証が必要な場合、キーワード group tacacs+ は、TACACS+ を介して認証が実
行されることを示します。認証中に TACACS+ から何らかのエラーが返される場合、キー
ワード local は、ネットワーク アクセス サーバ上のローカル データベースを使用して認証が
試行されることを示します。
• aaaaccounting コマンドにより、TACACS+ を介するネットワーク アカウンティングを設定し
ます。この例では、ネットワーク接続が終了するたびに、終了したセッションについて説明
するアカウンティング レコードが、TACACS+ デーモンに送信されます。
• tacacs-serverhost コマンドにより、TACACS+ デーモンが 10.1.2.3 という IP アドレスを持っ
ていると指定します。tacacs-serverkey コマンドにより、共有暗号キーを「goaway」に定義し
ます。
• interface コマンドで回線を選択します。pppauthentication コマンドは、デフォルト方式リス
トをこの回線に適用します。

例：TACACS 認証
次に、PPP 認証に使用するセキュリティ プロトコルとして TACACS+ を設定する例を示します。
aaa new-model
aaa authentication ppp test group tacacs+ local
tacacs-server host 10.1.2.3
tacacs-server key goaway
interface serial 0
ppp authentication chap pap test

前述の設定例の回線は、次のように定義されます。
• aaanew-model コマンドは、AAA セキュリティ サービスをイネーブルにします。
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• aaaauthentication コマンドにより、PPP を実行するシリアル インターフェイスに使用する方
式リスト「test」を定義します。キーワード group tacacs+ は、TACACS+ を介して認証が実
行されることを示します。認証中に TACACS+ から何らかのエラーが返される場合、キー
ワード local は、ネットワーク アクセス サーバ上のローカル データベースを使用して認証が
試行されることを示します。
• tacacs-serverhost コマンドにより、TACACS+ デーモンが 10.1.2.3 という IP アドレスを持っ
ていると指定します。tacacs-serverkey コマンドにより、共有暗号キーを「goaway」に定義し
ます。
• interface コマンドで回線を選択します。pppauthentication コマンドは、テスト方式リストを
この回線に適用します。
次に、PPP 認証のセキュリティ プロトコルとして TACACS+ を設定する例を示します。ただし、
「test」方式リストの代わりに、「default」方式リストが使用されます。
aaa new-model
aaa authentication ppp default if-needed group tacacs+ local
tacacs-server host 10.1.2.3
tacacs-server key goaway
interface serial 0
ppp authentication chap default

前述の設定例の回線は、次のように定義されます。
• aaanew-model コマンドは、AAA セキュリティ サービスをイネーブルにします。
• aaaauthentication コマンドにより、PPP を実行するシリアル インターフェイスに使用する方
式リスト「default」を定義します。キーワード default は、デフォルトですべてのインター
フェイスに PPP 認証が適用されることを示します。if-needed キーワードは、ユーザが ASCII
ログイン手順を介してすでに認証済みの場合には PPP 認証が不要なのでスキップできること
を示します。認証が必要な場合、キーワード group tacacs+ は、TACACS+ を介して認証が実
行されることを示します。認証中に TACACS+ から何らかのエラーが返される場合、キー
ワード local は、ネットワーク アクセス サーバ上のローカル データベースを使用して認証が
試行されることを示します。
• tacacs-serverhost コマンドにより、TACACS+ デーモンが 10.1.2.3 という IP アドレスを持っ
ていると指定します。tacacs-serverkey コマンドにより、共有暗号キーを「goaway」に定義し
ます。
• interface コマンドで回線を選択します。pppauthentication コマンドは、デフォルト方式リス
トをこの回線に適用します。
次に、PAP に同じ認証アルゴリズムを作成し、「default」ではなく「MIS-access」の方式リストを
呼び出す例を示します。
aaa new-model
aaa authentication pap MIS-access if-needed group tacacs+ local
tacacs-server host 10.1.2.3
tacacs-server key goaway
interface serial 0
ppp authentication pap MIS-access

前述の設定例の回線は、次のように定義されます。
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• aaanew-model コマンドは、AAA セキュリティ サービスをイネーブルにします。
• aaaauthentication コマンドにより、PPP を実行するシリアル インターフェイスに使用する方
式リスト「MIS-access」を定義します。方式リスト「MIS-access」は、PPP 認証がすべてのイ
ンターフェイスに適用されることを示します。if-needed キーワードは、ユーザが ASCII ログ
イン手順を介してすでに認証済みの場合には PPP 認証が不要なのでスキップできることを示
します。認証が必要な場合、キーワード group tacacs+ は、TACACS+ を介して認証が実行さ
れることを示します。認証中に TACACS+ から何らかのエラーが返される場合、キーワード
local は、ネットワーク アクセス サーバ上のローカル データベースを使用して認証が試行さ
れることを示します。
• tacacs-serverhost コマンドにより、TACACS+ デーモンが 10.1.2.3 という IP アドレスを持っ
ていると指定します。tacacs-serverkey コマンドにより、共有暗号キーを「goaway」に定義し
ます。
• interface コマンドで回線を選択します。pppauthentication コマンドは、デフォルト方式リス
トをこの回線に適用します。
次に、IP アドレスが 10.2.3.4 である TACACS+ デーモンと暗号キー「apple」の設定の例を示しま
す。
aaa new-model
aaa authentication login default group tacacs+ local
tacacs-server host 10.2.3.4
tacacs-server key apple

前述の設定例の回線は、次のように定義されます。
• aaanew-model コマンドは、AAA セキュリティ サービスをイネーブルにします。
• aaaauthentication コマンドで、デフォルトの方式リストを定義します。すべてのインターフェ
イスでの着信 ASCII ログイン（デフォルト）では、認証に TACACS+ を使用します。応答す
る TACACS+ サーバがない場合、ネットワーク アクセス サーバは、認証用のローカル ユー
ザ名データベースに含まれる情報を使用します。
• tacacs-serverhost コマンドにより、TACACS+ デーモンが 10.2.3.4 という IP アドレスを持っ
ていると指定します。tacacs-serverkey コマンドにより、共有暗号キーを「apple」に定義し
ます。

例：TACACS サーバの Per VRF の設定
次の出力例では、Per VRF AAA サービスにグループ サーバ tacacs1 が設定されています。
aaa group server tacacs+ tacacs1
server-private 10.1.1.1 port 19 key cisco
ip vrf forwarding cisco
ip tacacs source-interface Loopback0
ip vrf cisco
rd 100:1
interface Loopback0
ip address 10.0.0.2 255.0.0.0
ip vrf forwarding cisco
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TACACS+ に関する追加情報
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

Cisco セキュリティ コマンド

• 『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands A to C』
• 『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands D to L』
• 『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands M to R』
• 『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands S to Z』

IPv6 コマンド

『Cisco IOS IPv6 Command Reference』

MIB
MIB

MIB のリンク
選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探して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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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

TACACS+ の機能情報
リリース

機能情報

Cisco IOS Release 15.0(2)EXCisco IOS Release
15.2(5)E

この機能が導入されました。

Cisco IOS 12.2（54）SG

TACACS+ サーバの Per VRF 機能により、
TACACS+ サーバで Per Virtual ルーティングお
よび転送（Per VRF）の認証、認可、アカウン
ティング（AAA）を設定できます。

Cisco IOS 15.2(1)E

次のコマンドが導入または変更されました。ip
tacacs source-interface、 ip vrf forwarding
(server-group)、server-private (TACACS+)
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章

RADIUS の設定
RADIUS セキュリティ システムは、不正なアクセスからネットワークのセキュリティを保護す
る分散クライアント/サーバ システムです。シスコの実装では、RADIUS クライアントはシスコ
デバイス上で実行され、すべてのユーザ認証およびネットワーク サービス アクセス情報を持つ
中央の RADIUS サーバに認証要求を送信します。
• 機能情報の確認, 781 ページ
• RADIUS を設定するための前提条件, 782 ページ
• RADIUS の設定に関する制約事項, 782 ページ
• RADIUS に関する情報, 783 ページ
• RADIUS の設定方法, 810 ページ
• RADIUS の設定例, 828 ページ
• RADIUS に関する追加情報, 830 ページ
• RADIUS の機能情報, 832 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表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シスコ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 からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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RADIUS を設定するための前提条件
ここでは、RADIUS によるSwitchアクセスの制御の前提条件を示します。
General:
• この章のいずれかのコンフィギュレーション コマンドを使用するには、RADIUS および認
証、許可、ならびにアカウンティング（AAA）をイネーブルにする必要があります。
• RADIUS は、AAA を介して実装され、AAA コマンドを使用してのみイネーブルにできます。
• aaa new-model グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、AAA をイネーブ
ルにします。
• aaa authentication グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、RADIUS 認証
の方式リストを定義します。
• line および interface コマンドを使用して、使用する定義済みの方式リストをイネーブルにし
ます。
• 最低限、RADIUSサーバソフトウェアが稼働するホスト（1つまたは複数）を特定し、RADIUS
認証の方式リストを定義する必要があります。また、任意で RADIUS 許可およびアカウン
ティングの方式リストを定義できます。
• Switch上で RADIUS 機能の設定を行う前に、RADIUS サーバにアクセスし、サーバを設定す
る必要があります。
• RADIUS ホストは、通常、シスコ（Cisco Secure Access Control Server バージョン 3.0）、
Livingston、Merit、Microsoft、または他のソフトウェア プロバイダーの RADIUS サーバ ソフ
トウェアが稼働しているマルチユーザ システムです。詳細については、RADIUS サーバのマ
ニュアルを参照してください。
• Change-of-Authorization（CoA）インターフェイスを使用するには、スイッチにセッションが
すでに存在している必要があります。CoAを使用すると、セッションの識別と接続解除要求
を実行できます。アップデートは、指定されたセッションにだけ作用します。
RADIUS 操作の場合：
• ユーザは RADIUS 許可に進む前に、まず RADIUS 認証を正常に完了する必要があります（イ
ネーブルに設定されている場合）。

RADIUS の設定に関する制約事項
ここでは、RADIUS によるSwitchアクセスの制御の制約事項について説明します。
General:
• セキュリティの失効を防止するため、ネットワーク管理アプリケーションを使用してRADIUS
を設定することはできません。
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RADIUS は次のネットワーク セキュリティ状況には適していません。
• マルチプロトコル アクセス環境。RADIUS は、AppleTalk Remote Access（ARA）、NetBIOS
Frame Control Protocol（NBFCP）、NetWare Asynchronous Services Interface（NASI）、または
X.25 PAD 接続をサポートしません。
• スイッチ間またはルータ間状態。RADIUS は、双方向認証を行いません。RADIUS は、他社
製のデバイスが認証を必要とする場合に、あるデバイスから他社製のデバイスへの認証に使
用できます。
• 各種のサービスを使用するネットワーク。RADIUS は、一般に 1 人のユーザを 1 つのサービ
ス モデルにバインドします。

RADIUS に関する情報
RADIUS およびスイッチ アクセス
この項では、RADIUS をイネーブルにし、設定する方法について説明します。RADIUS を使用す
ると、アカウンティングの詳細を取得したり、認証および許可プロセスの柔軟な管理制御を実現
できます。

RADIUS の概要
RADIUS は、不正なアクセスからネットワークのセキュリティを保護する分散クライアント/サー
バ システムです。RADIUS クライアントは、サポート対象の Cisco ルータおよびスイッチ上で稼
働します。クライアントは中央の RADIUS サーバに認証要求を送ります。中央の RADIUS サーバ
にはすべてのユーザ認証情報、ネットワーク サービス アクセス情報が登録されています。
RADIUS は、アクセスのセキュリティが必要な、次のネットワーク環境で使用します。
• それぞれが RADIUS をサポートする、マルチベンダー アクセス サーバによるネットワーク。
たとえば、複数のベンダーのアクセス サーバが、1 つの RADIUS サーバベース セキュリティ
データベースを使用します。複数ベンダーのアクセス サーバからなる IP ベースのネットワー
クでは、ダイヤルイン ユーザは RADIUS サーバを通じて認証されます。RADIUS サーバは、
Kerberos セキュリティ システムで動作するようにカスタマイズされています。
• アプリケーションが RADIUS プロトコルをサポートするターンキー ネットワーク セキュリ
ティ環境。たとえば、スマート カード アクセス コントロール システムを使用するアクセス
環境。あるケースでは、RADIUS は Enigma のセキュリティ カードとともに使用してユーザ
を確認し、ネットワーク リソースのアクセスを許可します。
• すでに RADIUS を使用中のネットワーク。RADIUS クライアント装備の Cisco Switchをネッ
トワークに追加できます。これが TACACS+ サーバへの移行の最初のステップとなることも
あります。下の図 2「RADIUS サービスから TACACS+ サービスへの移行」を参照してくだ
さい。
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• ユーザが 1 つのサービスにしかアクセスできないネットワーク。RADIUS を使用すると、ユー
ザのアクセスを 1 つのホスト、Telnet などの 1 つのユーティリティ、または IEEE 802.1x など
のプロトコルを使用するネットワークに制御できます。このプロトコルの詳細については、
第 11 章「IEEE 802.1x ポートベース認証の設定」を参照してください。
• リソース アカウンティングが必要なネットワーク。RADIUS 認証または許可とは別個に
RADIUS アカウンティングを使用できます。RADIUS アカウンティング機能によって、サー
ビスの開始および終了時点でデータを送信し、このセッション中に使用されるリソース（時
間、パケット、バイトなど）の量を表示できます。インターネット サービス プロバイダー
は、RADIUS アクセス コントロールおよびアカウンティング ソフトウェアのフリーウェア
バージョンを使用して、特殊なセキュリティおよび課金に対するニーズを満たすこともでき
ます。
図 49：RADIUS サービスから TACACS+ サービスへの移行

RADIUS の動作
RADIUS サーバによってアクセス コントロールされるSwitchに、ユーザがログインおよび認証を
試みると、次のイベントが発生します。
1 ユーザ名およびパスワードの入力を要求するプロンプトが表示されます。
2 ユーザ名および暗号化されたパスワードが、ネットワーク経由で RADIUS サーバに送信されま
す。
3 ユーザは、RADIUS サーバから次のいずれかの応答を受信します。
• ACCEPT：ユーザが認証されたことを表します。
• REJECT：ユーザの認証が失敗し、ユーザ名およびパスワードの再入力が要求されるか、
またはアクセスが拒否されます。
• CHALLENGE：ユーザに追加データを要求します。
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• CHALLENGE PASSWORD：ユーザは新しいパスワードを選択するように要求されます。
ACCEPT または REJECT 応答には、特権 EXEC またはネットワーク許可に使用する追加データ
がバンドルされています。ACCEPT または REJECT パケットには次の追加データが含まれま
す。
• Telnet、SSH、rlogin、または特権 EXEC サービス
• 接続パラメータ（ホストまたはクライアントの IP アドレス、アクセス リスト、およびユー
ザ タイムアウトを含む）

RADIUS のデフォルト設定
RADIUS および AAA は、デフォルトではディセーブルに設定されています。
セキュリティの失効を防止するため、ネットワーク管理アプリケーションを使用して RADIUS を
設定することはできません。RADIUS をイネーブルに設定した場合、CLI を通じてスイッチにア
クセスするユーザを認証できます。

RADIUS サーバ ホスト
スイッチと RADIUS サーバの通信には、次の要素が関係します。
• ホスト名または IP アドレス
• 認証の宛先ポート
• アカウンティングの宛先ポート
• キー文字列
• タイムアウト時間
• 再送信回数
RADIUS セキュリティ サーバは、ホスト名または IP アドレス、ホスト名と特定の UDP ポート番
号、または IP アドレスと特定の UDP ポート番号によって特定します。IP アドレスと UDP ポート
番号の組み合わせによって、一意の ID が作成され、特定の AAA サービスを提供する RADIUS ホ
ストとして個々のポートを定義できます。この一意の ID を使用することによって、同じ IP アド
レスにあるサーバ上の複数の UDP ポートに、RADIUS 要求を送信できます。
同じ RADIUS サーバ上の異なる 2 つのホスト エントリに同じサービス（たとえばアカウンティン
グ）を設定した場合、2 番めに設定したホスト エントリは、最初に設定したホスト エントリの
フェールオーバーバックアップとして動作します。この例では、最初のホストエントリがアカウ
ンティング サービスを提供できなかった場合、スイッチは「%RADIUS-4-RADIUS_DEAD」メッ
セージを表示し、その後、同じデバイス上で 2 番めに設定されたホスト エントリでアカウンティ
ング サービスを試みます（RADIUS ホスト エントリは、設定した順序に従って試行されます）。
RADIUS サーバとスイッチは、共有するシークレット テキスト ストリングを使用して、パスワー
ドの暗号化および応答の交換を行います。RADIUS で AAA セキュリティ コマンドを使用するよ
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うに設定するには、RADIUS サーバ デーモンが稼働するホストと、そのホストがスイッチと共有
するシークレット テキスト（キー）ストリングを指定する必要があります。
タイムアウト、再送信回数、および暗号キーの値は、すべての RADIUS サーバに対してグローバ
ルに設定することもできますし、サーバ単位で設定することもできます。また、グローバルな設
定とサーバ単位での設定を組み合わせることもできます。

RADIUS ログイン認証
AAA 認証を設定するには、認証方式の名前付きリストを作成してから、各種ポートにそのリスト
を適用します。方式リストは実行される認証のタイプと実行順序を定義します。このリストを特
定のポートに適用してから、定義済み認証方式を実行する必要があります。唯一の例外は、デフォ
ルトの方式リストです。デフォルトの方式リストは、名前付き方式リストを明示的に定義された
インターフェイスを除いて、自動的にすべてのポートに適用されます。
方式リストは、ユーザ認証のためクエリ送信を行う手順と認証方式を記述したものです。認証に
使用する 1 つまたは複数のセキュリティ プロトコルを指定できるので、最初の方式が失敗した場
合のバックアップ システムが確保されます。ソフトウェアは、リスト内の最初の方式を使用して
ユーザを認証します。その方式で応答が得られなかった場合、ソフトウェアはそのリストから次
の認証方式を選択します。このプロセスは、リスト内の認証方式による通信が成功するか、定義
された方式をすべて試し終わるまで繰り返されます。この処理のある時点で認証が失敗した場合
（つまり、セキュリティサーバまたはローカルのユーザ名データベースがユーザアクセスを拒否
すると応答した場合）、認証プロセスは停止し、それ以上認証方式が試行されることはありませ
ん。

AAA サーバ グループ
既存のサーバ ホストを認証用にグループ化するため、AAA サーバ グループを使用するようにス
イッチを設定できます。設定済みのサーバ ホストのサブセットを選択して、それを特定のサービ
スに使用します。サーバ グループは、選択されたサーバ ホストの IP アドレスのリストを含むグ
ローバルなサーバ ホスト リストとともに使用されます。
サーバグループには、同じサーバの複数のホストエントリを含めることもできますが、各エント
リが一意の ID（IP アドレスと UDP ポート番号の組み合わせ）を持っていることが条件です。こ
の場合、個々のポートをそれぞれ特定の AAA サービスを提供する RADIUS ホストとして定義で
きます。この一意の ID を使用することによって、同じ IP アドレスにあるサーバ上の異なる UDP
ポートに、RADIUS 要求を送信できます。同じ RADIUS サーバ上の異なる 2 つのホスト エントリ
に同じサービス（たとえばアカウンティング）を設定した場合、2 番めに設定したホスト エント
リは、最初に設定したホストエントリのフェールオーバーバックアップとして動作します。最初
のホスト エントリがアカウンティング サービスを提供できなかった場合、ネットワーク アクセ
ス サーバは同じデバイス上でアカウンティング サービス用に設定されている 2 番めのホスト エ
ントリを試行します。（試行される RADIUS ホスト エントリの順番は、設定されている順序に従
います）。
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AAA 許可
AAA 許可によってユーザが使用できるサービスが制限されます。AAA 許可をイネーブルにする
と、スイッチは（ローカル ユーザ データベースまたはセキュリティ サーバ上に存在する）ユー
ザのプロファイルから取得した情報を使用して、ユーザのセッションを設定します。ユーザは、
ユーザ プロファイル内の情報で認められている場合に限り、要求したサービスのアクセスが認可
されます。

RADIUS アカウンティング
AAA アカウンティング機能は、ユーザが使用したサービスと、消費したネットワーク リソース量
を追跡します。AAA アカウンティングをイネーブルにすると、スイッチはユーザの活動状況をア
カウンティング レコードの形式で RADIUS セキュリティ サーバに報告します。各アカウンティ
ング レコードにはアカウンティングの Attribute-Value（AV）ペアが含まれ、レコードはセキュリ
ティ サーバに格納されます。これらのデータは、ネットワーク管理、クライアントへの課金、ま
たは監査のために後で分析できます。

ベンダー固有の RADIUS 属性
Internet Engineering Task Force（IETF）ドラフト規格に、ベンダー固有の属性（属性 26）を使用し
て、スイッチと RADIUS サーバ間でベンダー固有の情報を通信するための方式が定められていま
す。各ベンダーは、Vendor-Specific Attribute（VSA）を使用することによって、一般的な用途には
適さない独自の拡張属性をサポートできます。シスコが実装する RADIUS では、この仕様で推奨
されるフォーマットを使用して、ベンダー固有のオプションを 1 つサポートしています。シスコ
のベンダー ID は 9 であり、サポート対象のオプションはベンダー タイプ 1（名前は cisco-avpair）
です。この値は、次のフォーマットのストリングです。
protocol : attribute sep value *

protocol は、特定の認証タイプに使用するシスコのプロトコル属性の値です。 attribute および value
は、シスコの TACACS+ 仕様で定義されている、該当の属性値（AV）ペアです。sep は、必須の
属性の場合は =、任意指定の属性の場合は * です。TACACS+ 認証で使用できるすべての機能は、
RADIUS でも使用できます。
たとえば、次の AV ペアにより、IP 認証中（PPP の IPCP アドレス割り当て中）には、シスコの
「multiple named IP address pools」機能がアクティブになります。
cisco-avpair= ”ip:addr-pool=first“

「*」を挿入すると、AV ペア「ip:addr-pool=first」はオプションになります。AV ペアはオプショ
ンにすることが可能である、ということに注意してください。
cisco-avpair= ”ip:addr-pool*first“

次に、ネットワーク アクセス サーバからユーザがログインしたらすぐに EXEC コマンドが実行さ
れるようにする方法の例を示します。
cisco-avpair= ”shell:priv-lvl=15“
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他のベンダーにも、それぞれ独自のベンダー ID、オプション、および関連する VSA があります。
ベンダー ID および VSA の詳細については、RFC 2138『Remote Authentication Dial-In User Service
(RADIUS)』を参照してください。
属性 26 には、次の 3 つの要素が含まれています。
• タイプ
• 長さ
• ストリング（またはデータ）
• Vendor-Id
• Vendor-Type
• Vendor-Length
• Vendor-Data
次の図は、属性 26 の「背後で」カプセル化される VSA のパケット形式を示します。
図 50：属性 26 の背後でカプセル化される VSA

（注）

VSA の形式はベンダーが指定します。Attribute-Specific フィールド（Vendor-Data とも呼ばれ
る）は、ベンダーによるその属性の定義によって異なります。
次の表に、「ベンダー固有 RADIUS IETF 属性テーブル」（次の 2 番目の表）で表示される重要な
フィールドを示します。これは、サポート対象のベンダー固有 RADIUS 属性（IETF 属性 26）を
表示します。

表 72：ベンダー固有属性表のフィールドの説明

フィールド

説明

Number

次の表に示されるすべての属性は、IETF 属性 26 の拡張で
す。
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フィールド

説明

Vendor-Specific Command Codes

特定のベンダーの識別に使用する定義されたコード。コー
ド 9 は Cisco VSA、311 は Microsoft VSA、529 は Ascend
VSA を定義します。

Sub-Type Number

属性 ID 番号。この番号は、属性 26 の背後でカプセル化
される「2 番めのレイヤ」の ID 番号であること以外、IETF
属性の ID 番号に似ています。

Attribute

属性の ASCII ストリング名。

説明

属性の説明。

表 73：ベンダー固有 RADIUS IETF 属性

Number

Vendor-Specific
Company Code

Sub-Type Number Attribute

説明

26

311

1

MSCHAP-Response

PPP MS-CHAP ユーザが
チャレンジに対する応
答で提供するレスポン
ス値が含まれます。
Access-Request パケット
でしか使用されませ
ん。この属性は、PPP
CHAP ID と同じです
（RFC 2548）

26

311

11

MSCHAP-Challenge ネットワーク アクセス
サーバが MS-CHAP ユー
ザに送信するチャレン
ジが含まれます。これ
は、Access-Request パ
ケットと
Access-Challenge パケッ
トの両方で使用できま
す。（RFC 2548）

MS-CHAP 属性

VPDN 属性
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Number

Vendor-Specific
Company Code

Sub-Type Number Attribute

26

9

1

l2tp-cm-local-window-size L2TP 制御メッセージの
最大受信ウィンドウ サ
イズを指定します。こ
の値は、トンネルの確
立中にピアにアドバタ
イズされます。

26

9

1

l2tp-drop-out-of-order 正しくない順序で受信
したデータ パケットを
ドロップして、シーケ
ンス番号を順守しま
す。これは受信した場
合の処理方法であっ
て、データ パケット上
でシーケンス番号が送
信されるわけではあり
ません。

26

9

1

l2tp-hello-interval

hello キープアライブ イ
ンターバルの秒数を指
定します。ここで指定
した秒数、トンネルで
データが送信されない
と、hello パケットが送
信されます。

26

9

1

l2tp-hidden-avp

イネーブルにすると、
L2TP 制御メッセージ
で、大文字小文字を区
別する AVP にスクラン
ブルがかけられるか、
または非表示になりま
す。

26

9

1

l2tp-nosession-timeout タイムアウトおよび
シャットダウンまで
に、セッションなしで
トンネルがアクティブ
のままになる秒数を指
定します。
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Number

Vendor-Specific
Company Code

Sub-Type Number Attribute

説明

26

9

1

tunnel-tos-reflect

LNS でトンネルに入る
パケットに対して、IP
ToS フィールドを各ペイ
ロード パケットの IP
ヘッダーからトンネル
パケットの IP ヘッダー
にコピーします。

26

9

1

l2tp-tunnel-authen

この属性を設定する
と、L2TP トンネル認証
が実行されます。

26

9

1

l2tp-tunnel-password L2TP トンネル認証およ
び AVP 隠蔽に使用され
る共有秘密。

26

9

1

l2tp-udp-checksum

これは認可属性で、
L2TP がデータ パケット
に対して UDP チェック
サムを実行する必要が
あるかどうかを定義し
ます。有効な値は
「yes」と「no」です。
デフォルトは「no」で
す。

Store and Forward Fax 属性
26

9

3

Fax-Account-Id-Origin mmoipaaareceive-id コマ
ンドまたは
mmoipaaasend-id コマン
ドについて、アカウン
ト ID の発信元がシステ
ム管理者によって定義
されたものとして示し
ます。

26

9

4

Fax-Msg-Id=

Store and Forward Fax 機
能によって割り当てら
れた一意のファクス
メッセージ識別番号を
示します。
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Number

Vendor-Specific
Company Code

Sub-Type Number Attribute

説明

26

9

5

Fax-Pages

このファクス セッショ
ン中に送信または受信
したページ数を示しま
す。このページ数に
は、カバー ページも含
まれます。

26

9

6

Fax-Coverpage-Flag

カバー ページがこの
ファクス セッションの
オフランプ ゲートウェ
イで生成されたかどう
かを示します。true はカ
バー ページが生成され
たことを示します。false
はカバー ページが生成
されなかったことを意
味します。

26

9

7

Fax-Modem-Time

モデムがファクス デー
タを送信した時間
（x）、およびファクス
セッションの合計時間
（y）を秒単位で示しま
す。これには、fax-mail
および PSTN 時間が x/y
の形式で含まれます。
たとえば、10/15 は送信
時間が 10 秒で、合計
ファクス セッションが
15 秒であったことを示
します。

26

9

8

Fax-Connect-Speed

この fax-mail が最初に送
信または受信された時
点のモデム速度を示し
ます。有効値は、
1200、4800、9600、お
よび 14400 です。
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Number

Vendor-Specific
Company Code

Sub-Type Number Attribute

説明

26

9

9

Fax-Recipient-Count

このファクス送信の受
信者数を示します。E
メール サーバがセッ
ション モードをサポー
トするまで、この数字
は 1 にする必要があり
ます。

26

9

10

Fax-Process-Abort-Flag ファクス セッションが
中断したこと、または
正常に終了したことを
示します。true はセッ
ションが中断したこと
を示します。false は
セッションが成功した
ことを示します。

26

9

11

Fax-Dsn-Address

DSN の送信先のアドレ
スを示します。

26

9

12

Fax-Dsn-Flag

DSN がイネーブルにさ
れているかどうかを示
します。true は DSN が
イネーブルにされてい
ることを示します。false
は DSN がイネーブルに
されていないことを示
します。

26

9

13

Fax-Mdn-Address

MDN の送信先のアドレ
スを示します。

26

9

14

Fax-Mdn-Flag

メッセージ配信通知
（MDN）がイネーブル
にされているかどうか
を示します。true は
MDN がイネーブルにさ
れていることを示しま
す。false は MDN がイ
ネーブルにされていな
いことを示します。
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Number

Vendor-Specific
Company Code

Sub-Type Number Attribute

説明

26

9

15

Fax-Auth-Status

このファクス セッショ
ンに対する認証が成功
したかどうかを示しま
す。このフィールドに
対する有効値は、
success、failed、
bypassed、または
unknown です。

26

9

16

Email-Server-Address オンランプ fax-mail メッ
セージを処理する E
メール サーバの IP アド
レスを示します。

26

9

17

Email-Server-Ack-Flag オンランプ ゲートウェ
イが fax-mail メッセージ
を受け入れる E メール
サーバから肯定確認応
答を受信したことを示
します。

26

9

18

Gateway-Id

ファクス セッションを
処理したゲートウェイ
の名前を示します。名
前は、
hostname.domain-name と
いう形式で表示されま
す。

26

9

19

Call-Type

ファクスのアクティビ
ティのタイプを、fax
receive または fax send
のどちらかで記述しま
す。

26

9

20

Port-Used

この fax-mail の送受信い
ずれかに使用される
Cisco AS5300 のスロッ
ト/ポート番号を示しま
す。
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Number

Vendor-Specific
Company Code

Sub-Type Number Attribute

説明

26

9

21

Abort-Cause

ファクス セッションが
中断した場合、中断の
信号を送信したシステ
ム コンポーネントを示
します。中断する可能
性のあるシステム コン
ポーネントには、FAP
（Fax Application
Process）、TIFF（TIFF
リーダーまたは TIFF ラ
イター）、fax-mail クラ
イアント、fax-mail サー
バ、ESMTP クライアン
ト、ESMTP サーバなど
があります。

26

9

23

Remote-Gateway-ID リモート ゲートウェイ
（h323-remote-address） の IP アドレスを示しま
す。

26

9

24

Connection-ID

H323 属性

会議 ID を識別します。

（h323-conf-id）
以前、グリニッジ標準
（h323-setup-time） 時（GMT）およびズー
ル タイムと呼ばれてい
た協定世界時（UTC）
でのこの接続のセット
アップ時間を示しま
す。

26

9

25

Setup-Time

26

9

26

Call-Origin

ゲートウェイに対する
（h323-call-origin） コールの発行元を示し
ます。有効値は、
originating および
terminating です（回
答）。
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Number

Vendor-Specific
Company Code

Sub-Type Number Attribute

説明

26

9

27

コールのレグ タイプを
示します。有効値は、
telephony および VoIP
です。

Call-Type
（h323-call-type）

このコール レッグの
（h323-connect-time） UTC での接続時間を示
します。

26

9

28

Connect-Time

26

9

29

Disconnect-Time

26

9

30

Disconnect-Cause

26

9

31

Voice-Quality

26

9

33

Gateway-ID

このコール レッグが
（h323-disconnect-time） UTC で接続解除された
時間を示します。
Q.931 仕様によって、接
（h323-disconnect-cause） 続がオフラインにされ
た理由を示します。
コールの音声品質に影
（h323-voice-quality） 響する Impairment Factor
（ICPIF）を指定しま
す。

（h323-gw-id）

下位のゲートウェイの
名前を示します。

大規模のダイヤルアウト属性
26

9

1

callback-dialstring

コールバックに使用す
るダイヤリング文字列
を定義します。

26

9

1

data-service

説明はありません。

26

9

1

dial-number

ダイヤルする番号を定
義します。

26

9

1

force-56

チャネルの 64 K すべて
が使用可能に見える場
合でも、ネットワーク
アクセス サーバが 56 K
の部分のみを使用する
かどうかを指定しま
す。
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Number

Vendor-Specific
Company Code

Sub-Type Number Attribute

説明

26

9

1

map-class

ユーザ プロファイル
に、ダイヤルアウトす
るネットワーク アクセ
ス サーバ上で同じ名前
のマップ クラスで設定
される情報の参照を許
可します。

26

9

1

send-auth

CLID 認証に続く、
username-password 認証
で使用するプロトコル
（PAP または CHAP）
を定義します。
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Number

Vendor-Specific
Company Code

Sub-Type Number Attribute

26

9

1

send-name
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Number

Vendor-Specific
Company Code

Sub-Type Number Attribute

説明
PPP 名前認証。PAP に
適用する場合は、イン
ターフェイス上で
ppppapsent-namepassword
コマンドを設定しない
でください。PAP の場
合、アウトバウンド認
証の PAP ユーザ名およ
び PAP パスワードとし
て、
「preauth:send-name」お
よび
「preauth:send-secret」が
使用されます。CHAPの
場合、
「preauth:send-name」
は、アウトバウンド認
証だけでなく、インバ
ウンド認証にも使用さ
れます。CHAPインバウ
ンドの場合、NAS は発
信元のボックスへの
チャレンジ パケット
に、
「preauth:send-name」で
定義された名前を使用
します。
（注）

send-name 属
性は時間の経
過とともに変
わっていま
す。最初は、
現在
send-name お
よび
remote-name 属
性の両方で提
供されている
機能を実行し
ていました。
remote-name 属
性が追加され
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Number

Vendor-Specific
Company Code

Sub-Type Number Attribute

説明
たため、
send-name 属
性は現在の動
作に制限され
ています。

26

9

1

send-secret

PPPパスワード認証。ベ
ンダー固有属性
（VSA）の場合、アウ
トバウンド認証の PAP
ユーザ名および PAP パ
スワードとして、
「preauth:send-name」お
よび
「preauth:send-secret」が
使用されます。CHAPア
ウトバウンドの場合、
「preauth:send-name」と
「preauth:send-secret」の
両方が応答パケットで
使用されます。

26

9

1

remote-name

大規模のダイヤルアウ
トで使用するリモート
ホストの名前を提供し
ます。ダイヤラは、大
規模のダイヤルアウト
のリモート名が認証さ
れた名前と一致するこ
とを確認し、偶発的な
ユーザ RADIUS 設定ミ
スから保護します（有
効な電話番号にダイヤ
ルしたが誤ったデバイ
スに接続されるなどの
ミスです）。

その他の属性
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Number

Vendor-Specific
Company Code

Sub-Type Number Attribute

説明

26

9

2

NAS-Port アカウンティ
ングに追加的なベン
ダー固有属性（VSA）
を指定します。追加的
な NAS-Port 情報を属性
値ペア（AVPair）の形
式で指定するには、
radius-servervsasend グ
ローバル コンフィギュ
レーション コマンドを
使用します。

Cisco-NAS-Port

（注）

この VSA は、
通常アカウン
ティングで使用
されますが認証
（Access-Request）
パケットで使用
される場合もあ
ります。

26

9

1

min-links

MLP に対するリンクの
最小数を設定します。

26

9

1

proxyacl#<n>

ダウンロード可能な
ユーザ プロファイル
（ダイナミック ACL）
を、認証プロキシを使
用して設定でき、これ
により設定されたイン
ターフェイスのトラ
フィックの通過を許可
するよう、認証を設定
できます。
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Number

Vendor-Specific
Company Code

Sub-Type Number Attribute

説明

26

9

1

登録中にホーム エー
ジェントがモバイル
ノードの認証で必要と
する認証情報を伝送し
ます。この情報は、
ipipmobilemobilesecuresecurehosthost<addr><addr>
コンフィギュレーショ
ン コマンドと同じ構文
です。基本的に、この
文字列に続く残りのコ
ンフィギュレーション
コマンドはそのまま含
まれます。これにはセ
キュリティ パラメータ
インデックス（SPI）、
キー、認証アルゴリズ
ム、認証モード、およ
びリプレイ保護タイム
スタンプ範囲が含まれ
ています。

spi

RADIUS Disconnect-Cause 属性値
Disconnect-cause 属性値は、接続がオフラインにされた理由を指定します。属性値は、Accounting
要求パケットで送信されます。セッションの認証が失敗しても、これらの値は、セッションの終
了時に送信されます。セッションが認証されないと、属性が開始レコードを生成せずに終了レコー
ドを発生させる可能性があります。
次の表に、Disconnect-Cause（195）属性の原因コード、値、および説明を示します。

（注）

Disconnect-Cause は、RADIUS AVPairs で使用されるごとに 1000 ずつ増分されます。たとえば、
disc-cause 4 は 1004 になります。

表 74：Disconnect-Cause 属性値

原因コード

値

説明

0

No-Reason

接続解除の理由は提供されない。

1

No-Disconnect

イベントは接続解除されていない。

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
802

RADIUS に関する情報

原因コード

値

説明

2

不明（Unknown）

理由は不明。

3

Call-Disconnect

コールが接続解除された。

4

CLID-Authentication-Failure

calling-party 数の認証の失敗。

9

No-Modem-Available

コールへの接続にモデムが使用できな
い。

10

No-Carrier

キャリアが検出されない。
（注）

最初のモデム接続中に接続
解除があると、コード 10、
11、および 12 が送信される
場合があります。

11

Lost-Carrier

キャリアの喪失。

12

No-Detected-Result-Codes

モデム結果コード検出の失敗。

20

User-Ends-Session

ユーザがセッションを終了した。
（注）

21

Idle-Timeout

コード 20、22、23、24、
25、26、27、および 28 は、
EXEC セッションに適用さ
れます。

ユーザ入力待機中のタイムアウト。
コード 21、100、101、102、および 120
は、すべてのセッションタイプに適用
されます。

22

Exit-Telnet-Session

既存の Telnet セッションによる接続解
除。

23

No-Remote-IP-Addr

SLIP/PPP への切り替え不能。リモート
エンドに IP アドレスがない。

24

Exit-Raw-TCP

既存の raw TCP による接続解除。

25

Password-Fail

間違ったパスワード。

26

Raw-TCP-Disabled

Raw TCP がディセーブルにされた。

27

Control-C-Detected

Control-C が検出された。
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原因コード

値

説明

28

EXEC-Process-Destroyed

EXEC プロセスが破棄された。

29

Close-Virtual-Connection

ユーザが仮想接続を終了した。

30

End-Virtual-Connection

仮想接続が終了した。

31

Exit-Rlogin

ユーザが Rlogin を終了した。

32

Invalid-Rlogin-Option

無効な Rlogin オプションが選択され
た。

33

Insufficient-Resources

不十分なリソース。

40

Timeout-PPP-LCP

PPP LCP ネゴシエーションがタイムア
ウトした。
（注）

コード 40 ～ 49 が PPP セッ
ションに適用されます。

41

Failed-PPP-LCP-Negotiation

PPP LCP ネゴシエーションが失敗し
た。

42

Failed-PPP-PAP-Auth-Fail

PPP PAP 認証が失敗した。

43

Failed-PPP-CHAP-Auth

PPP CHAP 認証が失敗した。

44

Failed-PPP-Remote-Auth

PPP リモート認証が失敗した。

45

PPP-Remote-Terminate

PPP がリモート エンドから Terminate
Request を受信した。

46

PPP-Closed-Event

上位層がセッションの終了を要求し
た。

47

NCP-Closed-PPP

開いている NCP がなかったため、PPP
セッションが終了した。

48

MP-Error-PPP

MP エラーのため、PPP セッションが
終了した。

49

PPP-Maximum-Channels

最大チャネルに達したため、PPP セッ
ションが終了した。

50

Tables-Full

ターミナル サーバ テーブルがいっぱ
いになったため、接続解除された。
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原因コード

値

説明

51

Resources-Full

内部リソースがいっぱいになったた
め、接続解除された。

52

Invalid-IP-Address

Telnet ホストに対する IP アドレスが有
効でない。

53

Bad-Hostname

ホスト名が検証されていない。

54

Bad-Port

ポート番号が無効または欠落してい
る。

60

Reset-TCP

TCP 接続がリセットされた。
（注）

コード 60 ～ 67 は Telnet ま
たは raw TCP セッションに
適用されます。

61

TCP-Connection-Refused

TCP 接続がホストによって拒否され
た。

62

Timeout-TCP

TCP 接続がタイムアウトした。

63

Foreign-Host-Close-TCP

TCP 接続が終了した。

64

TCP-Network-Unreachable

TCP ネットワークに到達できない。

65

TCP-Host-Unreachable

TCP ホストに到達できない。

66

TCP-Network-Admin Unreachable

管理上の理由により、TCP ネットワー
クに到達できない。

67

TCP-Port-Unreachable

TCP ポートに到達できない。

100

Session-Timeout

セッションがタイムアウトした。

101

Session-Failed-Security

セキュリティ上の理由から、セッショ
ンが失敗した。

102

Session-End-Callback

コールバックにより、セッションが終
了した。

120

Invalid-Protocol

検出されたプロトコルがディセーブル
にされていたため、コールが拒否され
た。

150

RADIUS-Disconnect

RADIUS 要求による接続解除。
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原因コード

値

説明

151

Local-Admin-Disconnect

管理上の接続解除。

152

SNMP-Disconnect

SNMP 要求による接続解除。

160

V110-Retries

許可された V.110 リトライを超過し
た。

170

PPP-Authentication-Timeout

PPP 認証がタイムアウトした。

180

Local-Hangup

ローカルのハングアップによって接続
解除された。

185

Remote-Hangup

リモートエンドのハングアップよって
接続解除された。

190

T1-Quiesced

T1 回線が休止状態のため接続解除さ
れた。

195

Call-Duration

コールの最大継続時間を超過したた
め、接続解除された。

600

VPN-User-Disconnect

クライアントによってコールが接続解
除された（PPP 経由）。
LNS がクライアントから PPP terminate
request を受信するとコードが送信され
ます。

601

VPN-Carrier-Loss

キャリアの喪失。これは回線が物理的
に普通になった結果である場合があり
ます。
クライアントがダイヤラを使用してダ
イヤルアウトできない場合、コードが
送信されます。

602

VPN-No-Resources

コールの処理に使用できるリソースが
ない。
クライアントがメモリを割り当てるこ
とができない場合、コードが送信され
ます（メモリの不足）。
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原因コード

値

説明

603

VPN-Bad-Control-Packet

L2TP または L2F 制御パケットが間
違っている。
このコードは、必須の属性値ペア
（AVP）が欠落しているなど、ピアか
ら受信した制御パケットが無効な場合
に送信されます。L2TPを使用すると、
コードは 6 回の再送信後に送信されま
す。L2F を使用すると、再送信の回数
はユーザ設定が可能です。
（注）

604

VPN-Admin-Disconnect

トンネルにアクティブな
セッションがある場合は、
VPN-Tunnel-Shut が送信され
ます。

管理上の接続解除。これは、VPN ソフ
トシャットダウンの結果である場合が
あります。これは、クライアントが最
大セッション制限に達するか、最大
ホップカウントを超過した場合に発生
します。
トンネルが、clearvpdntunnel コマンド
の発行によってダウンした場合に、
コードが送信されます。

605

VPN-Tunnel-Shut

トンネルのティアダウン、またはトン
ネルのセットアップが失敗した。
トンネルにアクティブなセッションが
あり、トンネルがダウンした場合に
コードが送信されます。
（注）

606

VPN-Local-Disconnect

このコードはトンネルの認
証が失敗した場合は、送信
されません。

LNS PPP モジュールによって、コール
が接続解除された。
LNS がクライアントに PPP terminate
request を送信するとコードが送信され
ます。これは通常の PPP 接続解除が
LNS によって開始されたことを示しま
す。
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原因コード

値

説明

607

VPN-Session-Limit

VPN ソフト シャットダウンがイネー
ブルになった。
前述したソフトシャットダウンの制約
事項のいずれかによってコールが拒否
されると、コードが送信されます。

608

VPN コール リダイレクトがイネーブ
ルになった。

VPN-Call-Redirect

RADIUS 進捗コード
RADIUS 進捗コード機能は、進捗コードを通してコールが切断される前の接続状態を示す RADIUS
属性 196（Ascend-Connect-Progress）に新たな進捗コードを追加します。
属性 196 は、ネットワーク、EXEC、およびリソース アカウンティング「開始」および「終了」
レコード内で送信されます。各進捗コードからコールの接続状態に関連するアカウンティング情
報が特定されるため、この属性によってコール失敗のデバッグが容易になります。この属性はデ
フォルトでアクティブになります。アカウンティング「開始」および「終了」レコードが要求さ
れると、認証、認可、アカウンティング（AAA）が、属性 196 を標準属性リストの一部としてレ
コードに追加します。アカウンティング「開始」および「終了」レコード内で送信される進捗コー
ドがコール失敗のデバッグを容易にするため、属性 196 は有用です。

（注）

アカウンティング「開始」レコードでは、196 属性に値はありません。
表 75：属性 196 で新たにサポートされた進捗コード

コード

説明

10

モデム割り当てとネゴシエーションが完了して
います。コールが作動しています。

30

モデムが動作中です。

33

モデムが結果コードを待機しています。

41

最大 TNT が、TCP クリア コールを設定するこ
とにより TCP 接続を確立しています。

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
808

RADIUS に関する情報

（注）

コード

説明

60

リンク制御プロトコル（LCP）が、PPP および
IP Control Protocol（IPCP）ネゴシエーションを
伴ってオープンな状態にあります。LAN セッ
ションが動作中です。

65

PPP ネゴシエーションが行われ、初めに、LCP
ネゴシエーションが行われます。LCP がオープ
ン状態にあります。

67

オープン状態の LCP を伴う PPP ネゴシエーショ
ンが行われた後、IPCP ネゴシエーションが開始
されます。

進捗ステータス コード 33、30、および 67 は、NAS でのデバッグを通して生成され表示され
ます。他のコードはすべて、RADIUS サーバでのデバッグとアカウンティング レコードを通
して生成され表示されます。

ベンダー独自仕様の RADIUS サーバ通信
RADIUS に関する IETF ドラフト規格では、スイッチと RADIUS サーバ間でベンダー独自仕様の
情報を通信する方式について定められていますが、RADIUS 属性セットを独自に機能拡張してい
るベンダーもあります。Cisco IOS ソフトウェアは、ベンダー独自仕様の RADIUS 属性のサブセッ
トをサポートしています。
前述したように、RADIUS（ベンダーの独自仕様によるものか、IETF ドラフトに準拠するものか
を問わず）を設定するには、RADIUS サーバ デーモンが稼働しているホストと、そのホストがス
イッチと共有するシークレット テキスト ストリングを指定する必要があります。RADIUS ホスト
およびシークレット テキスト ストリングを指定するには、radius server グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。

拡張テスト コマンド
拡張テストコマンド機能を使用すると、発呼回線ID（CLID）または着信番号識別サービス（DNIS）
属性値を持つ名前付きユーザ プロファイルを作成できます。RADIUS サーバがすべての着信コー
ルの CLID または DNIS 属性情報にアクセスできるように、CLID または DNIS 属性値を、ユーザ
プロファイルとともに送信される RADIUS レコードに関連付けることができます。
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RADIUS の設定方法
RADIUS サーバ ホストの識別
Switchと通信するすべての RADIUS サーバにこのような設定をグローバルに適用するには、
radius-server timeout、radius-server retransmit、radius-server key の 3 つの固有のグローバル コ
ンフィギュレーション コマンドを使用します。
認証時用に AAA サーバ グループを使用して既存のサーバ ホストをグループ化するようにSwitch
を設定できます。詳細については、次の関連項目を参照してください。
RADIUS サーバ上でも、いくつかの値を設定する必要があります。これらの設定値としては、
Switchの IP アドレス、およびサーバとSwitchの双方で共有するキー ストリングがあります。詳細
については、RADIUS サーバのマニュアルを参照してください。
サーバ単位で RADIUS サーバとの通信を設定するには、次の手順を実行します。

はじめる前に
スイッチ上にグローバルな機能とサーバ単位での機能（タイムアウト、再送信回数、およびキー
コマンド）を設定した場合、サーバ単位で設定したタイムアウト、再送信回数、およびキーに関
するコマンドは、グローバルに設定したタイムアウト、再送信回数、およびキーに関するコマン
ドを上書きします。すべての RADIUS サーバに対してこれらの値を設定する方法については、次
の関連項目を参照してください。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. radius server name
4. address {ipv4 | ipv6} ip address {auth-port port number | acct-port port number}
5. key string
6. retransmit value
7. timeout seconds
8. end
9. show running-config
10. copy running-config startup-config

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
810

RADIUS の設定方法

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。パスワードを入力し
ます（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

ステップ 4

radius server name
例：

RADIUS サーバの設定の名前を Protected Access Credential（PAC）
のプロビジョニング用に指定し、RADIUS サーバ設定モードを開
始します。

Switch(config)# radius server ISE

スイッチは、IPv6 対応の RADIUS をサポートしています。

address {ipv4 | ipv6} ip address
{auth-port port number | acct-port
port number}

（任意）RADIUS サーバのパラメータを指定します。

例：
Switch(config-radius-server)#
address ipv4 10.1.1.1 auth-port
1645 acct-port 1646

ステップ 5

key string

auth-port port-number には、認証要求の UDP 宛先ポートを指定
します。デフォルトは 1645 です。指定できる範囲は 0 ～ 65536
です。
acct-port port-number には、認証要求の UDP 宛先ポートを指定し
ます。デフォルトは 1646 です。

（任意）key string には、Switchと RADIUS サーバで動作する
RADIUS デーモンの間で使用される認証と暗号キーを指定しま
す。

例：
Switch(config-radius-server)#
key cisco123

（注）

キーは、RADIUS サーバで使用する暗号化キーに一致
するテキスト ストリングでなければなりません。キー
は常に radius server コマンドの最後のアイテムとして
設定してください。先頭のスペースは無視されますが、
キーの中間および末尾のスペースは使用されます。キー
にスペースを使用する場合は、引用符がキーの一部分
である場合を除き、引用符でキーを囲まないでくださ
い。
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

retransmit value

（任意）サーバが応答しない、または応答が遅い場合に、RADIUS
要求をリセットする回数を指定します。指定できる範囲は 1 ～
100 です。この設定は、radius-server retransmit グローバル コン
フィギュレーション コマンドによる設定を上書きします。

例：
Switch(config-radius-server)#
retransmit 10

ステップ 7

timeout seconds
例：
Switch(config-radius-server)#
timeout 60

ステップ 8

end

（任意）Switchが、再度要求を送信する前に、RADIUS サーバか
らの応答を待機する時間間隔を指定します。指定できる範囲は1
～ 1000 です。この設定は、radius-server timeout グローバル コ
ンフィギュレーション コマンドによる設定を上書きします。

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# end

ステップ 9

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 10

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

すべての RADIUS サーバの設定
すべての RADIUS サーバを設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。
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手順の概要
1. configureterminal
2. radius-server key string
3. radius-server retransmit retries
4. radius-server timeout seconds
5. radius-server deadtime 分
6. end
7. show running-config
8. 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

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

radius-server key string
例：

（注）

Switch(config)# radius-server key
your_server_key
Switch(config)# key your_server_key

ステップ 3

radius-server retransmit retries
例：
Switch(config)#
retransmit 5

ステップ 4

スイッチとすべての RADIUS サーバ間で共有されるシーク
レット テキスト ストリングを指定します。

スイッチが RADIUS 要求をサーバに再送信する回数を指定し
ます。デフォルトは 3 です。指定できる範囲は 1 ～ 1000 で
す。

radius-server

radius-server timeout seconds
例：
Switch(config)#
timeout 3

キーは、RADIUS サーバで使用する暗号化キーに一
致するテキストストリングでなければなりません。
先頭のスペースは無視されますが、キーの中間およ
び末尾のスペースは使用されます。キーにスペース
を使用する場合は、引用符がキーの一部分である場
合を除き、引用符でキーを囲まないでください。

スイッチが RADIUS 要求に対する応答を待って、要求を再送
信するまでの時間（秒）を指定します。デフォルトは 5 秒で
す。指定できる範囲は 1 ～ 1000 です。

radius-server
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

radius-server deadtime 分

RADIUS サーバが認証要求に応答していない場合、このコマ
ンドはそのサーバに対する要求を停止する時刻を指定します。
これにより、要求がタイムアウトするまで待たずとも、次に
設定されているサーバを試行することができます。デフォル
トは 0 です。指定できる範囲は 0 ～ 1440 分です。

例：
Switch(config)#
deadtime 0

ステップ 6

radius-server

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# end

ステップ 7

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 8

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存しま
す。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

RADIUS ログイン認証の設定
RADIUS ログイン認証を設定するには、次の手順を実行します。

はじめる前に
AAA 方式を使用して HTTP アクセスに対しスイッチのセキュリティを確保するには、ip http
authentication aaa グローバル コンフィギュレーション コマンドでスイッチを設定する必要があり
ます。AAA 認証を設定しても、AAA 方式を使用した HTTP アクセスに対しスイッチのセキュリ
ティは確保しません。
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手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. aaa new-model
4. aaa authentication login {default | list-name} method1 [method2...]
5. line [console | tty | vty] line-number [ending-line-number]
6. login authentication {default | list-name}
7. end
8. show running-config
9. 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。パスワードを入力します
（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

aaa new-model

AAA をイネーブルにします。

例：
Switch(config)# aaa new-model

ステップ 4

aaa authentication login {default ログイン認証方式リストを作成します。
| list-name} method1 [method2...]
• login authentication コマンドに名前付きリストが指定されなかっ
た場合に使用されるデフォルトのリストを作成するには、default
例：
キーワードの後ろにデフォルト状況で使用する方式を指定しま
Switch(config)# aaa
す。デフォルトの方式リストは、自動的にすべてのポートに適用
authentication login default
local
されます。
• list-name には、作成するリストの名前として使用する文字列を指
定します。
• method1... には、認証アルゴリズムが試行する実際の方式を指定
します。追加の認証方式は、その前の方式でエラーが返された場
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コマンドまたはアクション

目的
合に限り使用されます。前の方式が失敗した場合は使用されませ
ん。
次のいずれかの方式を選択します。
◦ enable：イネーブル パスワードを認証に使用します。この認
証方式を使用するには、あらかじめ enable password グロー
バル コンフィギュレーション コマンドを使用してイネーブ
ル パスワードを定義しておく必要があります。
◦ group radius：RADIUS 認証を使用します。この認証方式を
使用するには、あらかじめ RADIUS サーバを設定しておく
必要があります。
◦ line：回線パスワードを認証に使用します。この認証方式を
使用するには、あらかじめ回線パスワードを定義しておく
必要があります。password password ライン コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。
◦ local：ローカル ユーザ名データベースを認証に使用します。
データベースにユーザ名情報を入力しておく必要がありま
す。username namepassword グローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。
◦ local-case：大文字と小文字が区別されるローカル ユーザ名
データベースを認証に使用します。username password グ
ローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、
ユーザ名情報をデータベースに入力する必要があります。
◦ none：ログインに認証を使用しません。

ステップ 5

line [console | tty | vty] line-number ライン コンフィギュレーション モードを開始し、認証リストを適用
[ending-line-number]
する回線を設定します。
例：
Switch(config)# line 1 4

ステップ 6

login authentication {default |
list-name}
例：
Switch(config)# login
authentication default

1 つの回線または複数回線に認証リストを適用します。
• default を指定する場合は、aaa authentication login コマンドで作
成したデフォルトのリストを使用します。
• list-name には、aaa authentication login コマンドで作成したリス
トを指定します。
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ステップ 7

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：
Switch(config)# end

ステップ 8

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 9

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

AAA サーバ グループの定義
定義したグループ サーバに特定のサーバを関連付けるには、server グループ サーバ コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。サーバを IP アドレスで特定することも、任意指定の auth-port
および acct-port キーワードを使用して複数のホスト インスタンスまたはエントリを特定すること
もできます。
AAA サーバ グループを定義するには、次の手順を実行します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. radius server name
4. address {ipv4 | ipv6} {ip-address | hostname} auth-port port-numberacct-port port-number
5. end string
6. end
7. show running-config
8. 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。パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

radius server name
例：
Switch(config)# radius server ISE

ステップ 4

RADIUS サーバの設定の名前を Protected Access
Credential（PAC）のプロビジョニング用に指定し、
RADIUS サーバ設定モードを開始します。
スイッチは、IPv6 対応の RADIUS もサポートしていま
す。

address {ipv4 | ipv6} {ip-address | hostname} RADIUSサーバのアカウンティングおよび認証パラメー
auth-port port-numberacct-port port-number タの IPv4 アドレスを設定します。
例：
Switch(config-radius-server)# address
ipv4 10.1.1.1 auth-port 1645 acct-port
1646

ステップ 5

end string

デバイスと RADIUS サーバとの間におけるすべての
RADIUS 通信用の認証および暗号キーを指定します。

例：
Switch(config-radius-server)# key
cisco123

ステップ 6

end

RADIUS サーバ コンフィギュレーション モードを終了
し、特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config-radius-server)# end

ステップ 7

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
818

RADIUS の設定方法

ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

copy running-config startup-config

（任意）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：
Switch# copy running-config
startup-config

ユーザ イネーブル アクセスおよびネットワーク サービスに関する RADIUS 許可の設
定
（注）

許可が設定されていても、CLI を使用してログインし、認証されたユーザに対しては、許可は
省略されます。
ユーザ特権アクセスおよびネットワーク サービスに関する RADIUS 許可を設定するには、次の手
順を実行します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. aaa authorization network radius
4. aaa authorization exec radius
5. end
6. show running-config
7. 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。パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

aaa authorization network radius
例：

ネットワーク関連のすべてのサービス要求に対して、
ユーザが RADIUS 許可を受けるようにスイッチを設定
します。

Switch(config)# aaa authorization
network radius

ステップ 4

aaa authorization exec radius
例：
Switch(config)# aaa authorization exec
radius

ステップ 5

end

ユーザに特権 EXEC のアクセス権限がある場合、ユー
ザ RADIUS 許可をスイッチに設定します。
exec キーワードを指定すると、ユーザ プロファイル情
報（autocommand 情報など）が返される場合がありま
す。
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# end

ステップ 6

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 7

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保
存します。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

次の作業
aaa authorization グローバル コンフィギュレーション コマンドと radius キーワードを使用する
と、ユーザのネットワーク アクセスを特権 EXEC モードに制限するパラメータを設定できます。
aaa authorization exec radius local コマンドは、次の許可パラメータを設定します。
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• RADIUS を使用して認証を行った場合は、RADIUS を使用して特権 EXEC アクセスを許可し
ます。
• 認証に RADIUS を使用しなかった場合は、ローカル データベースを使用します。

RADIUS アカウンティングの起動
RADIUS アカウンティングを開始するには、次の手順を実行します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. aaa accounting network start-stop radius
4. aaa accounting exec start-stop radius
5. end
6. show running-config
7. 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。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

aaa accounting network start-stop radius

ネットワーク関連のあらゆるサービス要求に関して、
RADIUS アカウンティングをイネーブルにします。

例：
Switch(config)# aaa accounting network
start-stop radius

ステップ 4

aaa accounting exec start-stop radius
例：

RADIUS アカウンティングをイネーブルにして、特
権 EXEC プロセスの最初に記録開始アカウンティン
グ通知、最後に記録停止通知を送信します。

Switch(config)# aaa accounting exec
start-stop radius
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ステップ 5

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：
Switch(config)# end

ステップ 6

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 7

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を
保存します。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

次の作業
AAA サーバが到達不能の場合に、ルータとのセッションを確立するには、aaa accounting system
guarantee-first コマンドを使用します。このコマンドは、最初のレコードとしてシステム アカウ
ンティングを保証します（これがデフォルトの条件です）。場合によっては、システムがリロー
ドされるまでコンソールまたは端末接続でセッションを開始できない場合があります。システム
のリロードにかかる時間は 3 分を超えることがあります。
ルータのリロード時に AAA サーバが到達不能な場合、ルータとのコンソールまたは Telnet セッ
ションを確立するには、no aaa accounting system guarantee-first コマンドを使用します。

属性 196 の確認
RADIUS 進捗コードには設定は必要ありません。アカウンティング「開始」および「停止」レコー
ド内の 196 属性を確認するには、次の手順を実行します。

手順の概要
1. enable
2. debugaaaaccounting
3. showradiusstatistics
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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。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

debugaaaaccounting

説明の義務があるイベントが発生したときに、その情報
を表示します。

例：
Device# debug aaa accounting

ステップ 3

showradiusstatistics

アカウンティング パケットと認証パケットについての
RADIUS 統計情報を示します。

例：
Device# debug aaa authorization

ベンダー固有の RADIUS 属性を使用するswitch設定
ベンダー固有仕様の RADIUS 属性を使用するようにスイッチを設定するには、次の手順を実行し
ます。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. radius-server vsa send [accounting | authentication]
4. end
5. show running-config
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。パスワードを入
力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

radius-server vsa send [accounting |
authentication]
例：
Switch(config)# radius-server vsa
send accounting

スイッチが VSA（RADIUS IETF 属性 26 で定義）を認識して
使用できるようにします。
• （任意）認識されるベンダー固有属性の集合をアカウ
ンティング属性だけに限定するには、accounting キー
ワードを使用します。
• （任意）認識されるベンダー固有属性の集合を認証属
性だけに限定するには、authentication キーワードを使
用します。
キーワードを指定せずにこのコマンドを入力すると、アカウ
ンティングおよび認証のベンダー固有属性の両方が使用され
ます。

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# end

ステップ 5

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存し
ます。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

ベンダー独自の RADIUS サーバとの通信に関するswitch設定
ベンダー独自仕様の RADIUS サーバ通信を使用するようにスイッチを設定するには、次の手順を
実行します。
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手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. radius-server host {hostname | ip-address} non-standard
4. radius-server key string
5. end
6. show running-config
7. 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。パスワードを入力
します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

radius-server host {hostname |
ip-address} non-standard

リモート RADIUS サーバ ホストの IP アドレスまたはホスト
名を指定し、RADIUS のベンダー独自仕様の実装を使用する
ことを指定します。

例：
Switch(config)# radius-server host
172.20.30.15 non-standard

ステップ 4

radius-server key string
例：
Switch(config)# radius-server key
rad124

スイッチとベンダー独自仕様の RADIUS サーバとの間で使用
される共有秘密テキスト文字列を指定します。スイッチと
RADIUS サーバはこのテキスト文字列を使用してパスワード
を暗号化し、応答を交換します。
（注）

キーは、RADIUS サーバで使用する暗号化キーに一
致するテキストストリングでなければなりません。
先頭のスペースは無視されますが、キーの中間およ
び末尾のスペースは使用されます。キーにスペース
を使用する場合は、引用符がキーの一部分である場
合を除き、引用符でキーを囲まないでください。
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ステップ 5

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：
Switch(config)# end

ステップ 6

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 7

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存しま
す。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

ユーザ プロファイルの設定と RADIUS レコードへの関連付け
ここでは、CLID または DNIS 属性値を持つ名前付きユーザ プロファイルを作成し、RADIUS レ
コードに関連付ける方法について説明します。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. aaauserprofile profile-name
4. aaaattribute {dnis | clid}
5. exit
6. testaaagroup {group-name | radius} username password new-code [profile profile-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。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

aaauserprofile profile-name

ユーザ プロファイルを作成します。

例：
Device(config)# aaa user profile
profilename1

ステップ 4

aaaattribute {dnis | clid}
例：

DNIS または CLID 属性値をユーザ プロファイルに追加
し、AAA ユーザ コンフィギュレーション モードを開始
します。

Device# configure terminal

ステップ 5

exit

ステップ 6

testaaagroup {group-name | radius} username DNIS または CLID の名前付きユーザ プロファイルを、
password new-code [profile profile-name]
RADIUS サーバに送信するレコードに関連付けます。

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。

（注）

例：
Device# test aaa group radius secret
new-code profile profilename1

profile-name は、aaauserprofile コマンドで指
定する profile-name に一致する必要がありま
す。

拡張テスト コマンドの設定の確認
拡張テスト コマンドの設定を確認するには、特権 EXEC モードで次のコマンドを使用します。
コマンド
Device#

Devie#

debug radius

more system:running-config

目的
RADIUS 関連の情報を表示します。
現在実行されているコンフィギュレーション
ファイルの内容を表示します
（showrunning-config コマンドが
moresystem:running-config コマンドに置き換え
られていることに注意してください）。
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RADIUS の設定例
例：RADIUS サーバ ホストの識別
次に、1 つの RADIUS サーバを認証用に、もう 1 つの RADIUS サーバをアカウンティング用に設
定する例を示します。
Switch(config)# radius-server host 172.29.36.49 auth-port 1612 key rad1
Switch(config)# radius-server host 172.20.36.50 acct-port 1618 key rad2

次に、host1 を RADIUS サーバとして設定し、認証およびアカウンティングの両方にデフォルトの
ポートを使用するように設定する例を示します。
Switch(config)# radius-server host host1

例：2 台の異なる RADIUS グループ サーバの使用
次の例では、2 つの異なる RADIUS グループ サーバ（group1 および group2）を認識するようにス
イッチを設定しています。group1 では、同じ RADIUS サーバ上の異なる 2 つのホスト エントリ
を、同じサービス用に設定しています。2 番目のホスト エントリが、最初のエントリのフェール
オーバー バックアップとして動作します。
Switch(config)# radius-server host 172.20.0.1 auth-port 1000 acct-port 1001
Switch(config)# radius-server host 172.10.0.1 auth-port 1645 acct-port 1646
Switch(config)# aaa new-model
Switch(config)# aaa group server radius group1
Switch(config-sg-radius)# server 172.20.0.1 auth-port 1000 acct-port 1001
Switch(config-sg-radius)# exit
Switch(config)# aaa group server radius group2
Switch(config-sg-radius)# server 172.20.0.1 auth-port 2000 acct-port 2001
Switch(config-sg-radius)# exit

例：AAA サーバ グループ
次に、3 つの RADIUS サーバ メンバを持ち、各メンバがデフォルトの認証ポート（1645）とアカ
ウンティング ポート（1646）を使用するサーバ グループ radgroup1 を作成する例を示します。
aaa group server radius radgroup1
server 172.16.1.11
server 172.17.1.21
server 172.18.1.31

次に、3 つの RADIUS サーバ メンバを持ち、各メンバは IP アドレスは同じでも認証ポートとアカ
ウンティング ポートはそれぞれ異なるサーバ グループ radgroup2 を作成する例を示します。
aaa group server radius radgroup2
server 172.16.1.1 auth-port 1000 acct-port 1001
server 172.16.1.1 auth-port 2000 acct-port 2001
server 172.16.1.1 auth-port 3000 acct-port 3001

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
828

RADIUS の設定例

RADIUS 進捗コードに関するトラブルシューティングのヒント
次の例は、debugpppnegotiation コマンドからのサンプル デバッグ出力です。このデバッグ出力を
使用して、アカウンティング「終了」レコードが生成されていることと、属性 196
（Ascend-Connect-Progress）に 65 の値が設定されていることを確認します。
Tue Aug 7 06:21:03 2001
NAS-IP-Address = 10.0.58.62
NAS-Port = 20018
Vendor-Specific = ""
NAS-Port-Type = ISDN
User-Name = "peer_16a"
Called-Station-Id = "5213124"
Calling-Station-Id = "5212175"
Acct-Status-Type = Stop
Acct-Authentic = RADIUS
Service-Type = Framed-User
Acct-Session-Id = "00000014"
Framed-Protocol = PPP
Framed-IP-Address = 172.16.0.2
Acct-Input-Octets = 3180
Acct-Output-Octets = 3186
Acct-Input-Packets = 40
Acct-Output-Packets = 40
Ascend-Connect-Pr = 65
Acct-Session-Time = 49
Acct-Delay-Time = 0
Timestamp = 997190463
Request-Authenticator = Unverified

例：ベンダー固有の RADIUS 属性を使用するスイッチ設定
たとえば、次の AV ペアを指定すると、IP 許可時（PPP の IPCP アドレスの割り当て時）に、シス
コの複数の名前付き IP アドレス プール機能が有効になります。
cisco-avpair= ”ip:addr-pool=first“

次に、スイッチから特権 EXEC コマンドへの即時アクセスが可能となるユーザ ログインを提供す
る例を示します。
cisco-avpair= ”shell:priv-lvl=15“

次に、RADIUS サーバ データベース内の許可 VLAN を指定する例を示します。
cisco-avpair= ”tunnel-type(#64)=VLAN(13)”
cisco-avpair= ”tunnel-medium-type(#65)=802 media(6)”
cisco-avpair= ”tunnel-private-group-id(#81)=vlanid”

次に、この接続中に ASCII 形式の入力 ACL をインターフェイスに適用する例を示します。
cisco-avpair= “ip:inacl#1=deny ip 10.10.10.10 0.0.255.255 20.20.20.20 255.255.0.0”
cisco-avpair= “ip:inacl#2=deny ip 10.10.10.10 0.0.255.255 any”
cisco-avpair= “mac:inacl#3=deny any any decnet-iv”

次に、この接続中に ASCII 形式の出力 ACL をインターフェイスに適用する例を示します。
cisco-avpair= “ip:outacl#2=deny ip 10.10.10.10 0.0.255.255 any”
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例：ベンダー独自仕様の RADIUS サーバとの通信に関するスイッチ設定
次に、ベンダー独自仕様の RADIUS ホストを指定し、スイッチとサーバの間で rad124 という秘密
キーを使用する例を示します。
Switch(config)# radius-server host 172.20.30.15 nonstandard
Switch(config)# radius-server key rad124

例：test aaa group コマンドに関連付けるユーザ プロファイル
次に、dnis = dnisvalue ユーザ プロファイル「prfl1」を設定し、testaaagroup コマンドに関連付け
る例を示します。この例では、debugradius コマンドが有効化され、設定の後に出力が続いていま
す。
aaa user profile prfl1
aaa attribute dnis
aaa attribute dnis dnisvalue
no aaa attribute clid
! Attribute not found.
aaa attribute clid clidvalue
no aaa attribute clid
exit
!
! Associate the dnis user profile with the test aaa group command.
test aaa group radius user1 pass new-code profile profl1
!
!
!
! debug radius output, which shows that the dnis value has been passed to the radius !
server.
*Dec 31 16:35:48: RADIUS: Sending packet for Unique id = 0
*Dec 31 16:35:48: RADIUS: Initial Transmit unknown id 8 172.22.71.21:1645, Access-Request,
len 68
*Dec 31 16:35:48: RADIUS: code=Access-Request id=08 len=0068
authenticator=1E CA 13 F2 E2 81 57 4C - 02 EA AF 9D 30 D9 97 90
T=User-Password[2]
L=12 V=*
T=User-Name[1]
L=07 V="test"
T=Called-Station-Id[30]
L=0B V="dnisvalue"
T=Service-Type[6]
L=06 V=Login
[1]
T=NAS-IP-Address[4]
L=06 V=10.0.1.81
*Dec 31 16:35:48: RADIUS: Received from id 8 172.22.71.21:1645, Access-Accept, len 38
*Dec 31 16:35:48: RADIUS: code=Access-Accept id=08 len=0038

RADIUS に関する追加情報
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』
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関連項目

マニュアル タイトル

Cisco セキュリティ コマンド

• 『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands A to C』
• 『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands D to L』
• 『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands M to R』
• 『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands S to Z』

IPv6 コマンド

『Cisco IOS IPv6 Command Reference』

標準および RFC
標準/RFC

タイトル

RFC 5176

RADIUS 認可変更（CoA）の拡張

エラー メッセージ デコーダ
説明

リンク

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探して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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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

RADIUS の機能情報
リリース

機能情報

Cisco IOS Release 15.0(2)EXCisco IOS Release
15.2(5)E

この機能が導入されました。

Cisco IOS 15.2(1)E

RADIUS 進捗コード機能は、進捗コードを通し
てコールが切断される前の接続状態を示す
RADIUS 属性 196（Ascend-Connect-Progress）に
新たな進捗コードを追加します。

Cisco IOS 15.2(1)E

拡張テスト コマンド機能を使用すると、発呼回
線 ID（CLID）または着信番号識別サービス
（DNIS）属性値を持つ名前付きユーザプロファ
イルを作成できます。RADIUS サーバがすべて
の着信コールの CLID または DNIS 属性情報に
アクセスできるように、CLID または DNIS 属
性値を、ユーザ プロファイルとともに送信され
る RADIUS レコードに関連付けることができま
す。
次のコマンドが導入または変更されました。aaa
attribute, aaa user profile、および test aaa group
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章

アカウンティングの設定
AAA アカウンティング機能を使用すると、ユーザがアクセスするサービス、およびユーザが消
費するネットワーク リソース量を追跡できます。AAA アカウンティングをイネーブルにすると、
ネットワーク アクセス サーバから TACACS+ または RADIUS セキュリティ サーバ（実装してい
るセキュリティ手法によって異なります）に対して、アカウンティング レコードの形式でユー
ザ アクティビティがレポートされます。各アカウンティング レコードにはアカウンティングの
Attribute-Value（AV）ペアが含まれ、レコードはセキュリティ サーバに格納されます。このデー
タを分析して、ネットワーク管理、クライアント課金、および監査に利用できます。
• 機能情報の確認, 833 ページ
• アカウンティングを設定するための前提条件, 834 ページ
• アカウンティングの設定の制約事項, 834 ページ
• アカウンティングの設定に関する情報, 834 ページ
• アカウンティングの設定方法, 849 ページ
• アカウンティングの設定例, 860 ページ
• アカウンティングの設定に関するその他の参考資料, 865 ページ
• アカウンティングの設定に関する機能情報, 866 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表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シスコ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 からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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アカウンティングを設定するための前提条件
次のタスクを実行してから、名前付き方式リストを使用してアカウンティングを設定します。
• ネットワーク アクセス サーバで AAA を有効にするには、グローバル コンフィギュレーショ
ン モードで aaanew-model コマンドを使用します。
• RADIUS または TACACS+ 認可が発行されている場合、RADIUS または TACACS+ セキュリ
ティ サーバの特性を定義します。Cisco ネットワーク アクセス サーバを設定して RADIUS
セキュリティ サーバと通信する方法の詳細については、「RADIUS の設定」モジュールを参
照してください。Cisco ネットワーク アクセス サーバを設定して TACACS+ セキュリティ
サーバと通信する方法の詳細については、「TACACS+ の設定」モジュールを参照してくだ
さい。

アカウンティングの設定の制約事項
• アカウンティング情報は、最大 4 台の AAA サーバにのみ同時送信できます。
• Service Selection Gateway（SSG）システムの場合、aaa accounting network broadcast コマン
ドを実行すると、start-stop アカウンティング レコードのみがブロードキャストされます。
ssg accounting interval コマンドを使用して中間アカウンティング レコードを設定する場合、
中間アカウンティング レコードは、設定したデフォルト RADIUS サーバにのみ送信されま
す。

アカウンティングの設定に関する情報
アカウンティングの方式指定リスト
認証および認可方式リストと同様に、アカウンティングの方式リストには、アカウンティングの
実行方法とその方式を実行するシーケンスが定義されています。
アカウンティングの名前付き方式リストには、特定のセキュリティ プロトコルを指定し、アカウ
ンティング サービスの特定の行またはインターフェイスに使用できます。唯一の例外は、デフォ
ルトの方式リスト（「default」という名前）です。デフォルトの方式リストは、明示的に定義さ
れた名前付きの方式リストを持つインターフェイスを除くすべてのインターフェイスに自動的に
適用されます。定義済みの方式リストは、デフォルトの方式リストに優先します。
方式リストは、シーケンスで照会されるアカウンティング方式（RADIUS、TACACS+ など）を説
明する単なる名前付きリストです。方式リストでは、アカウンティングに 1 つまたは複数のセキュ
リティ プロトコルを指定できます。そのため、最初の方式が失敗した場合に備えてアカウンティ
ングのバックアップ システムを確保できます。Cisco IOS ソフトウェアでは、リストされている最
初の方式を使用して、アカウンティングをサポートします。その方式が応答しない場合、リスト
されている次のアカウンティング方式が選択されます。このプロセスは、リストのいずれかのア
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カウンティング方式と通信に成功するか、定義されているすべての方式が試行されるまで継続さ
れます。

（注）

Cisco IOS ソフトウェアでは、前の方式で応答が得られない場合にのみ、リストされている次
のアカウンティング方式でアカウンティングが試行されます。このサイクルの任意の時点でア
カウンティングが失敗した場合（つまり、セキュリティ サーバからユーザ アクセスの拒否応
答が返される場合）、アカウンティング プロセスは停止し、その他のアカウンティング方式
は試行されません。
アカウンティング方式リストは、要求されるアカウンティングの種類によって変わります。AAA
は、次の 7 種類のアカウンティングをサポートしています。
• Network ：パケットやバイト カウントなど、すべての PPP、SLIP、または ARAP セッション
に関する情報を提供します。
• EXEC ：ネットワーク アクセス サーバのユーザ EXEC ターミナル セッションに関する情報
を提供します。
• Commands ：ユーザが発行する EXEC モード コマンドに関する情報を提供します。コマン
ド アカウンティングは、特定の特権レベルに関連付けられた、グローバル コンフィギュレー
ション コマンドなどのすべての EXEC モード コマンドについて、アカウンティング レコー
ドを生成します。
• Connection ：Telnet、ローカルエリア トランスポート（LAT）、TN3270、パケット アセンブ
ラ/ディスアセンブラ（PAD）、rlogin などのネットワーク アクセス サーバから行われたすべ
てのアウトバンド接続に関する情報を出力します。
• System ：システムレベルのイベントに関する情報を提供します。
• Resource ：ユーザ認証に成功したコールの「開始」および「終了」レコードを提供します。
また、認証に失敗したコールの「終了」レコードを提供します。
• VRRS ：Virtual Router Redundancy Service（VRRS）に関する情報を提供します。

（注）

システム アカウンティングは、名前付きアカウンティング リストを使用しません。システム
アカウンティングのデフォルト リストだけを定義できます。
この場合も、名前付き方式リストが作成されると、指定したアカウンティング タイプのアカウン
ティング方式のリストが定義されます。
アカウンティング方式リストを特定の回線またはインターフェイスに適用してから、定義済み方
式のいずれかを実行する必要があります。唯一の例外は、デフォルトの方式リスト（「default」
という名前）です。名前付き方式リストを指定せずに、特定のアカウンティング タイプに対して
aaa accounting コマンドを発行すると、明示的に名前付き方式リストが定義されている場合を除
き、すべてのインターフェイスまたは回線にデフォルトの方式リストが自動的に適用されます（定
義した方式リストは、デフォルトの方式リストよりも優先されます）。デフォルトの方式リスト
が定義されていない場合、アカウンティングは実行されません。
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ここでは、次の内容について説明します。

方式リストとサーバ グループ
サーバ グループは、方式リストに使用する既存の LDAP、RADIUS、または TACACS+ サーバ ホ
ストをグループ化する方法の 1 つです。次の図に、4 台のセキュリティ サーバ（R1 と R2 は RADIUS
サーバ、T1 と T2 は TACACS+ サーバ）が設置された一般的な AAA ネットワーク設定を示しま
す。R1 と R2 で RADIUS サーバのグループを構成します。T1 と T2 で TACACS+ サーバのグルー
プを構成します。
サーバグループを使用して、設定したサーバホストのサブセットを指定し、特定のサービスに使
用します。たとえば、サーバ グループを使用すると、R1 および R2 を 1 つのサーバ グループとし
て定義し、T1 および T2 を別のサーバ グループとして定義できます。R1 と T1 を方式リストに指
定することや、R2 と T2 を方式リストに指定することができます。そのため、RADIUS および
TACACS+ のリソースを割り当てる場合の柔軟性が高くなります。
サーバ グループには、1 台のサーバに対して複数のホスト エントリを含めることができます。エ
ントリごとに固有の識別情報を設定します。固有の識別情報は、IP アドレスと UDP ポート番号の
組み合わせで構成されます。これにより、RADIUS ホストとして定義されているさまざまなポー
トが、固有の AAA サービスを提供できるようになります。つまり、この固有識別情報を使用し
て、ある IP アドレスに位置する 1 台のサーバ上に複数の UDP ポートが存在する場合、それぞれ
の UDP ポートに対して RADIUS 要求を送信できます。1 台の RADIUS サーバ上にある異なる 2 つ
のホスト エントリが 1 つのサービス（認可など）に設定されている場合、設定されている 2 番め
のホスト エントリは最初のホスト エントリのフェールオーバー バックアップとして動作します。
この場合、最初のホストエントリがアカウンティングサービスを提供できなかった場合、ネット
ワーク アクセス サーバは同じ装置上でアカウンティング サービス用に設定されている 2 番めの
ホスト エントリを試行します（試行される RADIUS ホスト エントリの順番は、設定されている
順序に従います）。

AAA アカウンティング方式
Cisco IOS ソフトウェアはアカウンティングについて次の 2 つの方式をサポートします。
• TACACS+：ネットワーク アクセス サーバは、アカウンティング レコードの形式で TACACS+
セキュリティ サーバに対してユーザ アクティビティを報告します。各アカウンティング レ
コードは、アカウンティング AV ペアが含まれ、セキュリティ サーバ上で保管されます。
• RADIUS：ネットワーク アクセス サーバは、アカウンティング レコードの形式で RADIUS
セキュリティ サーバに対してユーザ アクティビティを報告します。各アカウンティング レ
コードは、アカウンティング AV ペアが含まれ、セキュリティ サーバ上で保管されます。

（注）

CSCuc32663 では、パスワードおよびアカウンティング ログは、TACACS+ または RADIUS セ
キュリティ サーバへ送信される前にマスクされます。マスクされていない情報を TACACS+
または RADIUS セキュリティ サーバに送信するには、aaa accounting commands visible-keys コ
マンドを使用します。
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アカウンティング レコードの種類
最小限のアカウンティングの場合、stop-only キーワードを使用します。このキーワードによって、
要求されたユーザプロセスの終了時に、終了レコードアカウンティング通知を送信するよう、指
定した方式（RADIUSまたは TACACS+）に指示します。詳細なアカウンティング情報が必要な
場合、start-stop キーワードを使用して、要求されたイベントの開始時には開始アカウンティング
通知、そのイベントの終了時には修理用アカウンティング通知を送信します。この回線またはイ
ンターフェイスですべてのアカウンティング アクティビティを終了するには、none キーワードを
使用します。

AAA アカウンティング方式
Cisco IOS ソフトウェアはアカウンティングについて次の 2 つの方式をサポートします。
• TACACS+：ネットワーク アクセス サーバは、アカウンティング レコードの形式で TACACS+
セキュリティ サーバに対してユーザ アクティビティを報告します。各アカウンティング レ
コードは、アカウンティング AV ペアが含まれ、セキュリティ サーバ上で保管されます。
• RADIUS：ネットワーク アクセス サーバは、アカウンティング レコードの形式で RADIUS
セキュリティ サーバに対してユーザ アクティビティを報告します。各アカウンティング レ
コードは、アカウンティング AV ペアが含まれ、セキュリティ サーバ上で保管されます。

（注）

CSCuc32663 では、パスワードおよびアカウンティング ログは、TACACS+ または RADIUS セ
キュリティ サーバへ送信される前にマスクされます。マスクされていない情報を TACACS+
または RADIUS セキュリティ サーバに送信するには、aaa accounting commands visible-keys コ
マンドを使用します。

AAA アカウンティング タイプ
ネットワーク アカウンティング
ネットワーク アカウンティングは、パケットやバイト カウントなど、すべての PPP、SLIP、また
は ARAP セッションに関する情報を提供します。
次に、EXEC セッションを介して着信する PPP ユーザの RADIUS ネットワーク アカウンティング
レコードに含まれる情報の例を示します。
Wed Jun 27 04:44:45 2001
NAS-IP-Address = “172.16.25.15”
NAS-Port = 5
User-Name = “username1”
Client-Port-DNIS = “4327528”
Caller-ID = “562”
Acct-Status-Type = Start
Acct-Authentic = RADIUS
Service-Type = Exec-User
Acct-Session-Id = “0000000D”
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Acct-Delay-Time = 0
User-Id = “username1”
NAS-Identifier = “172.16.25.15”
Wed Jun 27 04:45:00 2001
NAS-IP-Address = “172.16.25.15”
NAS-Port = 5
User-Name = “username1”
Client-Port-DNIS = “4327528”
Caller-ID = “562”
Acct-Status-Type = Start
Acct-Authentic = RADIUS
Service-Type = Framed
Acct-Session-Id = “0000000E”
Framed-IP-Address = “10.1.1.2”
Framed-Protocol = PPP
Acct-Delay-Time = 0
User-Id = “username1”
NAS-Identifier = “172.16.25.15”
Wed Jun 27 04:47:46 2001
NAS-IP-Address = “172.16.25.15”
NAS-Port = 5
User-Name = “username1”
Client-Port-DNIS = “4327528”
Caller-ID = “562”
Acct-Status-Type = Stop
Acct-Authentic = RADIUS
Service-Type = Framed
Acct-Session-Id = “0000000E”
Framed-IP-Address = “10.1.1.2”
Framed-Protocol = PPP
Acct-Input-Octets = 3075
Acct-Output-Octets = 167
Acct-Input-Packets = 39
Acct-Output-Packets = 9
Acct-Session-Time = 171
Acct-Delay-Time = 0
User-Id = “username1”
NAS-Identifier = “172.16.25.15”
Wed Jun 27 04:48:45 2001
NAS-IP-Address = “172.16.25.15”
NAS-Port = 5
User-Name = “username1”
Client-Port-DNIS = “4327528”
Caller-ID = “408”
Acct-Status-Type = Stop
Acct-Authentic = RADIUS
Service-Type = Exec-User
Acct-Session-Id = “0000000D”
Acct-Delay-Time = 0
User-Id = “username1”
NAS-Identifier = “172.16.25.15”

次に、最初に EXEC セッションを開始した PPP ユーザの TACACS+ ネットワーク アカウンティン
グ レコードに含まれる情報の例を示します。
Wed Jun 27 04:00:35 2001 172.16.25.15
username1
tty4
562/4327528
starttask_id=28
service=shell
Wed Jun 27 04:00:46 2001 172.16.25.15
username1
tty4 562/4327528
starttask_id=30
addr=10.1.1.1
service=ppp
Wed Jun 27 04:00:49 2001 172.16.25.15
username1
tty4
408/4327528
update
task_id=30
addr=10.1.1.1
service=ppp
protocol=ip
addr=10.1.1.1
Wed Jun 27 04:01:31 2001 172.16.25.15
username1
tty4
562/4327528
stoptask_id=30
addr=10.1.1.1
service=ppp
protocol=ip
addr=10.1.1.1
bytes_in=2844
bytes_out=1682 paks_in=36
paks_out=24
elapsed_time=51
Wed Jun 27 04:01:32 2001 172.16.25.15
username1
tty4
562/4327528
stoptask_id=28
service=shell
elapsed_time=57
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（注）

アカウンティング パケット レコードの正確なフォーマットは、セキュリティ サーバ デーモン
に応じて変わります。
次に、autoselect を介して着信する PPP ユーザの RADIUS ネットワーク アカウンティング レコー
ドに含まれる情報の例を示します。
Wed Jun 27 04:30:52 2001
NAS-IP-Address = “172.16.25.15”
NAS-Port = 3
User-Name = “username1”
Client-Port-DNIS = “4327528”
Caller-ID = “562”
Acct-Status-Type = Start
Acct-Authentic = RADIUS
Service-Type = Framed
Acct-Session-Id = “0000000B”
Framed-Protocol = PPP
Acct-Delay-Time = 0
User-Id = “username1”
NAS-Identifier = “172.16.25.15”
Wed Jun 27 04:36:49 2001
NAS-IP-Address = “172.16.25.15”
NAS-Port = 3
User-Name = “username1”
Client-Port-DNIS = “4327528”
Caller-ID = “562”
Acct-Status-Type = Stop
Acct-Authentic = RADIUS
Service-Type = Framed
Acct-Session-Id = “0000000B”
Framed-Protocol = PPP
Framed-IP-Address = “10.1.1.1”
Acct-Input-Octets = 8630
Acct-Output-Octets = 5722
Acct-Input-Packets = 94
Acct-Output-Packets = 64
Acct-Session-Time = 357
Acct-Delay-Time = 0
User-Id = “username1”
NAS-Identifier = “172.16.25.15”

次に、autoselect を介して着信する PPP ユーザの TACACS+ ネットワーク アカウンティング レコー
ドに含まれる情報の例を示します。
Wed Jun 27 04:02:19 2001 172.16.25.15
username1
Async5 562/4327528
starttask_id=35
service=ppp
Wed Jun 27 04:02:25 2001 172.16.25.15
username1
Async5 562/4327528
update
task_id=35
service=ppp
protocol=ip
addr=10.1.1.2
Wed Jun 27 04:05:03 2001 172.16.25.15
username1
Async5 562/4327528
stoptask_id=35
service=ppp
protocol=ip
addr=10.1.1.2
bytes_in=3366
bytes_out=2149
paks_in=42
paks_out=28
elapsed_time=164

EXEC アカウンティング
EXEC アカウンティングは、ネットワーク アクセス サーバ上にあるユーザ EXEC ターミナル セッ
ション（ユーザ シェル）に関する情報を提供します。たとえば、ユーザ名、日付、開始時刻と終
了時刻、アクセス サーバの IP アドレス、および（ダイヤルイン ユーザの場合）発信元の電話番
号などです。
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次に、ダイヤルイン ユーザの RADIUS EXEC アカウンティング レコードに含まれる情報の例を示
します。
Wed Jun 27 04:26:23 2001
NAS-IP-Address = “172.16.25.15”
NAS-Port = 1
User-Name = “username1”
Client-Port-DNIS = “4327528”
Caller-ID = “5622329483”
Acct-Status-Type = Start
Acct-Authentic = RADIUS
Service-Type = Exec-User
Acct-Session-Id = “00000006”
Acct-Delay-Time = 0
User-Id = “username1”
NAS-Identifier = “172.16.25.15”
Wed Jun 27 04:27:25 2001
NAS-IP-Address = “172.16.25.15”
NAS-Port = 1
User-Name = “username1”
Client-Port-DNIS = “4327528”
Caller-ID = “5622329483”
Acct-Status-Type = Stop
Acct-Authentic = RADIUS
Service-Type = Exec-User
Acct-Session-Id = “00000006”
Acct-Session-Time = 62
Acct-Delay-Time = 0
User-Id = “username1”
NAS-Identifier = “172.16.25.15”

次に、ダイヤルイン ユーザの TACACS+ EXEC アカウンティング レコードに含まれる情報の例を
示します。
Wed Jun 27 03:46:21 2001
172.16.25.15
username1
start
task_id=2
service=shell
Wed Jun 27 04:08:55 2001
172.16.25.15
username1
stop
task_id=2
service=shell
elapsed_time=1354

tty3

5622329430/4327528

tty3

5622329430/4327528

次に、Telnet ユーザの RADIUS EXEC アカウンティング レコードに含まれる情報の例を示します。
Wed Jun 27 04:48:32 2001
NAS-IP-Address = “172.16.25.15”
NAS-Port = 26
User-Name = “username1”
Caller-ID = “10.68.202.158”
Acct-Status-Type = Start
Acct-Authentic = RADIUS
Service-Type = Exec-User
Acct-Session-Id = “00000010”
Acct-Delay-Time = 0
User-Id = “username1”
NAS-Identifier = “172.16.25.15”
Wed Jun 27 04:48:46 2001
NAS-IP-Address = “172.16.25.15”
NAS-Port = 26
User-Name = “username1”
Caller-ID = “10.68.202.158”
Acct-Status-Type = Stop
Acct-Authentic = RADIUS
Service-Type = Exec-User
Acct-Session-Id = “00000010”
Acct-Session-Time = 14
Acct-Delay-Time = 0
User-Id = “username1”
NAS-Identifier = “172.16.25.15”
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次に、Telnet ユーザの TACACS+ EXEC アカウンティング レコードに含まれる情報の例を示しま
す。
Wed Jun 27 04:06:53 2001
172.16.25.15
username1
starttask_id=41
service=shell
Wed Jun 27 04:07:02 2001
172.16.25.15
username1
stoptask_id=41
service=shell
elapsed_time=9

tty26

10.68.202.158

tty26

10.68.202.158

コマンド アカウンティング
コマンド アカウンティングは、ネットワーク アクセス サーバで実行される各特権レベルの EXEC
シェル コマンドに関する情報を提供します。各コマンド アカウンティング レコードには、その
特権レベルで実行されるコマンド、各コマンドが実行された日時、および実行したユーザのリス
トが含まれます。
次に、特権レベル 1 の TACACS+ コマンド アカウンティング レコードに含まれる情報の例を示し
ます。
Wed Jun 27 03:46:47 2001
172.16.25.15
username1
tty3
5622329430/4327528
stop
task_id=3
service=shell
priv-lvl=1
cmd=show version <cr>
Wed Jun 27 03:46:58 2001
172.16.25.15
username1
tty3
5622329430/4327528
stop
task_id=4
service=shell
priv-lvl=1
cmd=show interfaces Ethernet 0
<cr>
Wed Jun 27 03:47:03 2001
172.16.25.15
username1
tty3
5622329430/4327528
stop
task_id=5
service=shell
priv-lvl=1
cmd=show ip route <cr>

次に、特権レベル 15 の TACACS+ コマンド アカウンティング レコードに含まれる情報の例を示
します。
Wed Jun
stop
Wed Jun
stop
Wed Jun
stop
<cr>

（注）

27 03:47:17 2001
172.16.25.15
username1
tty3
5622329430/4327528
task_id=6
service=shell
priv-lvl=15
cmd=configure terminal <cr>
27 03:47:21 2001
172.16.25.15
username1
tty3
5622329430/4327528
task_id=7
service=shell
priv-lvl=15
cmd=interface Serial 0 <cr>
27 03:47:29 2001
172.16.25.15
username1
tty3
5622329430/4327528
task_id=8
service=shell
priv-lvl=15
cmd=ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

Cisco の RADIUS 実装は、コマンド アカウンティングをサポートしていません。

接続アカウンティング
接続アカウンティングは、Telnet、LAT、TN3270、PAD、rlogin などのネットワーク アクセス サー
バから行われるすべての発信接続に関する情報を提供します。
次に、発信 Telnet 接続の RADIUS 接続アカウンティング レコードに含まれる情報の例を示しま
す。
Wed Jun 27 04:28:00 2001
NAS-IP-Address = “172.16.25.15”
NAS-Port = 2
User-Name = “username1”
Client-Port-DNIS = “4327528”
Caller-ID = “5622329477”
Acct-Status-Type = Start
Acct-Authentic = RADIUS
Service-Type = Login
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Acct-Session-Id = “00000008”
Login-Service = Telnet
Login-IP-Host = “10.68.202.158”
Acct-Delay-Time = 0
User-Id = “username1”
NAS-Identifier = “172.16.25.15”
Wed Jun 27 04:28:39 2001
NAS-IP-Address = “172.16.25.15”
NAS-Port = 2
User-Name = “username1”
Client-Port-DNIS = “4327528”
Caller-ID = “5622329477”
Acct-Status-Type = Stop
Acct-Authentic = RADIUS
Service-Type = Login
Acct-Session-Id = “00000008”
Login-Service = Telnet
Login-IP-Host = “10.68.202.158”
Acct-Input-Octets = 10774
Acct-Output-Octets = 112
Acct-Input-Packets = 91
Acct-Output-Packets = 99
Acct-Session-Time = 39
Acct-Delay-Time = 0
User-Id = “username1”
NAS-Identifier = “172.16.25.15”

次に、発信 Telnet 接続の TACACS+ 接続アカウンティング レコードに含まれる情報の例を示しま
す。
Wed Jun 27 03:47:43 2001
172.16.25.15
username1
tty3
5622329430/4327528
start
task_id=10
service=connection
protocol=telnet addr=10.68.202.158 cmd=telnet
username1-sun
Wed Jun 27 03:48:38 2001
172.16.25.15
username1
tty3
5622329430/4327528
stop
task_id=10
service=connection
protocol=telnet addr=10.68.202.158 cmd=telnet
username1-sun
bytes_in=4467
bytes_out=96
paks_in=61
paks_out=72 elapsed_time=55

次に、発信 rlogin 接続の RADIUS 接続アカウンティング レコードに含まれる情報の例を示しま
す。
Wed Jun 27 04:29:48 2001
NAS-IP-Address = “172.16.25.15”
NAS-Port = 2
User-Name = “username1”
Client-Port-DNIS = “4327528”
Caller-ID = “5622329477”
Acct-Status-Type = Start
Acct-Authentic = RADIUS
Service-Type = Login
Acct-Session-Id = “0000000A”
Login-Service = Rlogin
Login-IP-Host = “10.68.202.158”
Acct-Delay-Time = 0
User-Id = “username1”
NAS-Identifier = “172.16.25.15”
Wed Jun 27 04:30:09 2001
NAS-IP-Address = “172.16.25.15”
NAS-Port = 2
User-Name = “username1”
Client-Port-DNIS = “4327528”
Caller-ID = “5622329477”
Acct-Status-Type = Stop
Acct-Authentic = RADIUS
Service-Type = Login
Acct-Session-Id = “0000000A”
Login-Service = Rlogin
Login-IP-Host = “10.68.202.158”
Acct-Input-Octets = 18686
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Acct-Output-Octets = 86
Acct-Input-Packets = 90
Acct-Output-Packets = 68
Acct-Session-Time = 22
Acct-Delay-Time = 0
User-Id = “username1”
NAS-Identifier = “172.16.25.15”

次に、発信 rlogin 接続の TACACS+ 接続アカウンティング レコードに含まれる情報の例を示しま
す。
Wed Jun 27 03:48:46 2001
172.16.25.15
username1
tty3
5622329430/4327528
start
task_id=12
service=connection
protocol=rlogin addr=10.68.202.158 cmd=rlogin
username1-sun /user username1
Wed Jun 27 03:51:37 2001
172.16.25.15
username1
tty3
5622329430/4327528
stop
task_id=12
service=connection
protocol=rlogin addr=10.68.202.158 cmd=rlogin
username1-sun /user username1 bytes_in=659926 bytes_out=138
paks_in=2378
paks_
out=1251
elapsed_time=171

次に、発信 LAT 接続の TACACS+ 接続アカウンティング レコードに含まれる情報の例を示しま
す。
Wed Jun 27 03:53:06 2001
172.16.25.15
start
task_id=18
service=connection
VAX
Wed Jun 27 03:54:15 2001
172.16.25.15
stop
task_id=18
service=connection
VAX bytes_in=0
bytes_out=0
paks_in=0

username1
tty3
5622329430/4327528
protocol=lat
addr=VAX
cmd=lat
username1
tty3
5622329430/4327528
protocol=lat
addr=VAX
cmd=lat
paks_out=0
elapsed_time=6

システム アカウンティング
システムアカウンティングは、すべてのシステムレベルイベント（たとえば、システムのリブー
ト時やアカウンティングのオン/オフ時）に関する情報を提供します。
次のアカウンティング レコードは、AAA アカウンティングがオフになったことを示す一般的な
TACACS+ システム アカウンティング レコード サーバを示します。
Wed Jun 27 03:55:32 2001
172.16.25.15
unknown unknown unknown start
service=system event=sys_acct reason=reconfigure

（注）

task_id=25

アカウンティング パケット レコードの正確なフォーマットは、TACACS+ デーモンに応じて
変わります。
次のアカウンティング レコードは、AAA アカウンティングがオンになったことを示す TACACS+
システム アカウンティング レコードを示します。
Wed Jun 27 03:55:22 2001
172.16.25.15
unknown unknown unknown stop
service=system event=sys_acct reason=reconfigure

task_id=23

システム リソースを測定する追加のタスクについては、他の Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュ
レーション ガイドを参照してください。たとえば、IP アカウンティング タスクについては、
『Cisco IOS Application Services Configuration Guide』の「Configuring IP Services」を参照してくだ
さい。
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リソース アカウンティング
シスコが採用している AAA アカウンティングでは、ユーザ認証を通過したコールに対する「開
始」レコードと「終了」レコードがサポートされます。ユーザ認証の一部として認証に失敗した
コールの「終了」レコードを生成する追加機能もサポートされます。このようなレコードは、ネッ
トワークを管理およびモニタするアカウンティング レコードを採用する場合に必要です。
ここでは、次の内容について説明します。
AAA リソース失敗終了アカウンティング
AAA リソース失敗終了アカウンティングの前には、コール設定シーケンスのユーザ認証段階に到
達できなかったコールについて、アカウンティング レコードを提供する方式がありませんでし
た。このようなレコードは、ネットワークおよびその卸売りの顧客を管理およびモニタするアカ
ウンティング レコードを採用する場合に必要です。
この機能によって、ユーザ認証に到達しなかったコールの「終了」アカウンティング レコードが
生成されます。「終了」レコードは、コール設定の時点から生成されます。ユーザ認証に成功し
たすべてのコールは、従来と同様に動作します。つまり、追加のアカウンティング レコードは確
認されません。
次の図に、通常のコール フローで、AAA リソース失敗終了アカウンティングをイネーブルにして
いないコール シーケンスを示します。
図 51：通常のフローで AAA リソース失敗終了アカウンティングを有効にしていないモデム ダイヤルイン コー
ル設定シーケンス
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次の図に、通常のコール フローで、AAA リソース失敗終了アカウンティングをイネーブルにした
コール シーケンスを示します。
図 52：通常のフローで AAA リソース失敗終了アカウンティングを有効にしたモデム ダイヤルイン コール設
定シーケンス

次の図に、ユーザ認証前にコールの接続解除が発生し、AAA リソース失敗終了アカウンティング
をイネーブルにしたコール設定シーケンスを示します。
図 53：ユーザ認証前にコールの接続解除が発生し、AAA リソース失敗終了アカウンティングを有効にしたモ
デム ダイヤルイン コール設定シーケンス

次の図に、ユーザ認証前にコールの接続解除が発生し、AAA リソース失敗終了アカウンティング
をイネーブルにしていないコール設定シーケンスを示します。
図 54：ユーザ認証前にコールの接続解除が発生し、AAA リソース失敗終了アカウンティングをイネーブルに
していないモデム ダイヤルイン コール設定シーケンス
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開始 - 終了レコードの AAA リソース アカウンティング
開始 - 終了レコードの AAA リソース アカウンティングは、各コール設定時に「開始」レコード
を送信し、コールの接続解除時に対応する「終了」レコードを送信する機能をサポートしていま
す。この機能は、アカウンティング レコードなどを報告するデータの発信元の 1 つから、卸売り
の顧客を管理およびモニタするために使用できます。
この機能を使用すると、コール設定およびコールの接続解除の「開始 - 終了」アカウンティング
レコードは、デバイスに対するリソース接続の進行状況を追跡します。個別のユーザ認証「開始
- 終了」アカウンティング レコードが、ユーザ管理の進行状況を追跡します。これら 2 セットの
アカウンティング レコードは、そのコールで固有のセッション ID を使用して相互リンクされま
す。
次の図は、AAA リソース開始 - 終了アカウンティングをイネーブルにしたコール設定シーケンス
を示します。
図 55：リソース開始 - 終了アカウンティングを有効にしたモデム ダイヤルイン コール設定シーケンス

VRRS アカウンティング
Virtual Router Redundancy Service（VRRS）はマルチクライアント情報の抽象化機能を備え、First
Hop Redundancy Protocol（FHRP）と登録済みクライアント間に管理サービスを提供しています。
VRRS マルチクライアント サービスは、複数の FHRP を抽象化し、FHRP の状態の理想的なビュー
を提供することで、FHRP プロトコルとの一貫したインターフェイスを提供します。VRRS はデー
タの更新を管理しています。また、関連するクライアントを 1 か所で登録し、名前付きの FHRP
グループまたはすべての登録済み FHRP グループに関する更新を受信できます。
仮想ルータ冗長プロトコル（VRRP）は、FHRP ステータス情報をすべての登録済み VRRS クライ
アントにプッシュするサーバとして動作する FHRP です。クライアントは、FHRP から提供され
た重要情報に関するステータスを取得します。たとえば、現在と以前の冗長状態、アクティブ状
態と非アクティブ状態の L3 および L2 アドレス、さらに場合によってはネットワーク内の他の冗
長ゲートウェイに関する情報などです。クライアントはこの情報を使用して、ステートレスおよ
びステートフル冗長情報をクライアントとプロトコルに提供できます。
VRRS アカウンティング プラグイン
VRRS アカウンティング プラグインには、VRRS グループの状態が遷移したときに RADIUS サー
バに更新情報を提供する、設定可能な AAA 方式リスト メカニズムが用意されています。VRRS
アカウンティング プラグインは、既存の AAA システム アカウンティング メッセージの拡張で
す。VRRS アカウンティング プラグインには、accounting-on および accounting-off メッセージと、
RADIUS アカウンティング メッセージで設定済みの VRRS 名を送信する追加のベンダー固有属性
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（VSA）が用意されています。VRRS 名を設定するには、インターフェイス コンフィギュレーショ
ン モードで vrrp name コマンドを使用します。
VRRS アカウンティング プラグインには、VRRS グループの状態が遷移したときに RADIUS サー
バに更新情報を提供する、設定可能な AAA 方式リスト メカニズムが用意されています。
VRRS アカウンティング プラグインは、既存の AAA システム アカウンティング メッセージの拡
張です。VRRS アカウンティング プラグインには、accounting-on および accounting-off メッセージ
と、RADIUS アカウンティング メッセージで設定済みの VRRS 名を送信する追加のベンダー固有
属性（VSA）が用意されています。VRRS 名を設定するには、インターフェイス コンフィギュレー
ション モードで vrrp name コマンドを使用します。VRRS グループがマスター状態に遷移すると、
VRRS アカウンティング プラグインは accounting-on メッセージを RADIUS に送信します。また、
VRRS グループがマスター状態から遷移すると、accounting-off メッセージを送信します。
次の RADIUS 属性は、デフォルトで VRRS アカウンティング メッセージに含まれます。
• 属性 4（NAS-IP-Address）
• 属性 26（Cisco VSA Type 1、VRRS Name）
• 属性 40（Acct-Status-Type）
• 属性 41（Acct-Delay-Time）
• 属性 44（Acct-Session-Id）
VRRS がマスター状態から遷移した場合のアカウンティング メッセージは、すべての PPPoE アカ
ウンティングがその VRRS の一部であるセッションに関するメッセージを停止した後に送信され
ます。

AAA アカウンティングの強化
AAA ブロードキャスト アカウンティング
AAA ブロードキャスト アカウンティングを有効にすると、アカウンティング情報を複数の AAA
サーバに同時に送信できます。つまり、アカウンティング情報を 1 つまた複数の AAA サーバに同
時にブロードキャストすることが可能です。この機能を使用すると、サービス プロバイダーは自
社使用のプライベート AAA サーバやエンド ユーザの AAA サーバにアカウンティング情報を送信
できるようになります。この機能では、音声アプリケーションによる課金情報も提供されます。
ブロードキャストは、RADIUS または TACACS+ サーバのグループに使用できます。また、各サー
バグループは、他のグループとは関係なく、フェールオーバーの場合のバックアップサーバを定
義できます。
したがって、サービス プロバイダーとそのエンド ユーザは、アカウンティング サーバに異なる
プロトコル（RADIUS または TACACS+）を使用できます。また、サービス プロバイダーとその
エンド ユーザは、それぞれ単独でバックアップ サーバを指定することもできます。音声アプリ
ケーションについては、独自のフェールオーバー シーケンスを持つ個別のグループを介して、冗
長的なアカウンティング情報を単独で管理できます。
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AAA セッション MIB
ユーザが AAA セッション MIB 機能を使用すると、簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）
を使用して自身の認証済みクライアント接続をモニタおよび終了できます。そのクライアントの
データが提示されるため、RADIUS または TACACS+ サーバから報告される AAA アカウンティン
グ情報に直接関連付けることができます。AAA セッション MIB は、次の情報を提供します。
• 各 AAA 機能の統計情報（showradiusstatistics コマンドと併用する場合）
• AAA 機能を提供するサーバのステータス
• 外部 AAA サーバの ID
• （アイドル時間などの）リアルタイム情報（アクティブ コールを終了するかどうかを評価す
る SNMP ネットワークが使用する追加基準を提供します）

（注）

このコマンドがサポートされるのは、Cisco AS5300 および Cisco AS5800 ユニバーサル アクセ
ス サーバ プラットフォームだけです。
次の表に、認証済みクライアントと AAA セッション MIB 機能との接続をモニタおよび終了する
ために使用できる SNMP ユーザエンド データ オブジェクトを示します。
表 76：SNMP エンドユーザ データ オブジェクト

SessionId

AAA アカウンティング プロトコルに使用され
るセッション ID（RADIUS 属性 44
（Acct-Session-ID）から報告される値と同じ）

UserId

ユーザ ログイン ID または（ログインが使用で
きない場合）長さがゼロの文字列

IpAddr

セッションの IP アドレスまたは（IP アドレス
が適用されない場合、または使用できない場
合）0.0.0.0

IdleTime

セッションがアイドルになってからの経過時間

Disconnect

そのクライアントとの接続を解除するために使
用されるセッション終了オブジェクト

CallId

コール トラッカー レコードが保存した、この
アカウンティング セッションに対応するエント
リ インデックス
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次の表に、システム別に SNMP を使用する AAA セッション MIB 機能から提供される AAA の概
要情報を示します。
表 77：SNMP AAA セッションの概要

ActiveTableEntries

現在アクティブなセッションの数

ActiveTableHighWaterMark

システムが最後に再インストールされてからの
同時接続セッションの最大数

TotalSessions

システムが最後に再インストールされてからの
セッションの合計数

DisconnectedSessions

システムが最後に再インストールされてから接
続解除されたセッションの合計数

アカウンティング属性と値のペア
ネットワーク アクセス サーバは、TACACS+ AV のペアまたは RADIUS 属性（実装しているセキュ
リティ方式によって異なります）に定義されたアカウンティング機能をモニタします。

アカウンティングの設定方法
名前付き方式リストによる AAA アカウンティングの設定
名前付き方式リストを使用して AAA アカウンティングを設定するには、次の手順を実行します。

（注）

システム アカウンティングは、名前付き方式リストを使用しません。システム アカウンティ
ングの場合、デフォルトの方式リストだけを定義します。
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手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. aaaaccounting {system | network | exec | connection | commands level} {default | list-name} {start-stop
| stop-only | none} [method1 [method2...]]
4. 次のいずれかを実行します。
• line [aux | console | tty | vty] line-number [ending-line-number]
• interface interface-type interface-number
5. 次のいずれかを実行します。
• accounting {arap | commands level | connection | exec} {default | list-name}
• pppaccounting{default | list-name}
6. Device(config-line)# 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。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> 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：
Device# configure terminal

ステップ 3

aaaaccounting {system | network | exec |
アカウンティング方式リストを作成し、アカウンティ
connection | commands level} {default |
ングを有効にします。引数 list-name は、作成したリス
list-name} {start-stop | stop-only | none} [method1 トに名前を付けるときに使用される文字列です。
[method2...]]
例：
Device(config)# aaa accounting system
default start-stop

ステップ 4

次のいずれかを実行します。
• line [aux | console | tty | vty] line-number
[ending-line-number]

アカウンティング方式リストを適用する回線について、
ライン コンフィギュレーション モードを開始します。
または
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コマンドまたはアクション
• interface interface-type interface-number

目的
アカウンティング方式リストを適用するインターフェ
イスについて、インターフェイスコンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

例：
Device(config)# line aux line1

ステップ 5

次のいずれかを実行します。
• accounting {arap | commands level |
connection | exec} {default | list-name}
• pppaccounting{default | list-name}

1 つの回線または複数回線にアカウンティング方式リス
トを適用します。
または
1 つのインターフェイスまたは複数インターフェイスに
アカウンティング方式リストを適用します。

例：
Device(config-line)# accounting arap default

ステップ 6

Device(config-line)# end
例：

（任意）ライン コンフィギュレーション モードを終了
し、グローバル コンフィギュレーション モードに戻り
ます。

Device(config-line)# end

RADIUS システム アカウンティングの設定
このタスクを実行して、グローバル RADIUS サーバで RADIUS システム アカウンティングを設定
します。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. aaanew-model
4. radius-serveraccountingsystemhost-config
5. aaagroupserverradiusserver-name
6. server-private {host-name | ip-address} key {[0 server-key | 7 server-key] server-key
7. accountingsystemhost-config
8. 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。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> 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：
Device# configure terminal

ステップ 3

aaanew-model

AAA ネットワーク セキュリティ サービスをイネーブルにし
ます。

例：
Device(config)# aaa new-model

ステップ 4

radius-serveraccountingsystemhost-config RADIUS サーバの追加および削除のために、デバイスからシ
ステム アカウンティング レコードを送信できるようにしま
例：
す。
Device(config)# radius-server
accounting system host-config

ステップ 5

aaagroupserverradiusserver-name
例：
Device(config)# aaa group server
radius radgroup1

ステップ 6

RADIUS サーバを追加し、server-group コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。
• server-name 引数には、RADIUS サーバ グループ名を指
定します。

server-private {host-name | ip-address} key RADIUS サーのホスト名または IP アドレスと、非表示のサー
{[0 server-key | 7 server-key] server-key
バ キーを入力します。
例：
Device(config-sg-radius)#
server-private 172.16.1.11 key cisco

• （任意）0 を伴った server-key 引数により、暗号化され
ていない（クリアテキストの）非表示のサーバ キーが
後に続くことを指定します。
• （任意）7 を伴った server-key 引数により、暗号化され
た非表示のサーバ キーが後に続くことを指定します。
• server-key 引数は、非表示のサーバ キーを指定します。
server-key 引数の前に 0 も 7 も付いていない場合、サー
バ キーは暗号化されません。
（注）

server-private コマンドが設定されると、RADIUS
システム アカウンティングが有効になります。
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

accountingsystemhost-config

プライベート サーバ ホストの追加または削除時に、システ
ムアカウンティングレコードの生成をイネーブルにします。

例：
Device(config-sg-radius)# accounting
system host-config

ステップ 8

サーバ グループ コンフィギュレーション モードを終了し、
特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Device(config-sg-radius)# end

ヌル ユーザ名セッション時のアカウンティング レコード生成の抑制
AAA アカウンティングをアクティブにすると、Cisco IOS ソフトウェアは、システム上のすべて
のユーザにアカウンティング レコードを発行します。このとき、プロトコル変換のためユーザ名
文字列がヌルになっているユーザも含まれます。この例では、aaaauthenticationlogin method-list
none コマンドが適用される回線で着信するユーザがそれに該当します。関連付けられているユー
ザ名がないセッションについて、アカウンティング レコードが生成されないようにするには、グ
ローバル コンフィギュレーション モードで次のコマンドを使用します。
コマンド
Device(config)#

目的
aaa accounting suppress

null-username

ユーザ名文字列がヌルのユーザについて、アカ
ウンティング レコードが生成されないようにし
ます。

中間アカウンティング レコードの生成
アカウンティング サーバに定期的な中間アカウンティング レコードを送信できるようにするに
は、グローバル コンフィギュレーション モードで次のコマンドを使用します。
コマンド
Device(config)# aaa
[newinfo] [periodic]

目的
accounting update
number

アカウンティング サーバに送信される定期的中
間アカウンティング レコードをイネーブルにし
ます。

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーション
ガイド
853

アカウンティングの設定方法

aaaaccountingupdatecommand をアクティブにすると、Cisco IOS ソフトウェアは、システム上のす
べてのユーザに中間アカウンティング レコードを発行します。キーワードとして newinfo を使用
した場合は、レポートすべき新しいアカウンティング情報が発生するたびに、中間アカウンティ
ング レコードがアカウンティング サーバに送信されます。たとえば、IPCP がリモート ピアとの
間で IP アドレスのネゴシエーションを完了したときなどです。中間アカウンティング レコードに
は、リモート ピアに使用されるネゴシエート済み IP アドレスが含まれます。
キーワード periodic と一緒に使用した場合は、number 引数による定義に基づいて、中間アカウン
ティングレコードが定期的に送信されます。中間アカウンティングレコードには、中間アカウン
ティング レコードが送信される時間までに、そのユーザについて記録されたすべてのアカウン
ティング情報が含まれます。

注意

多数のユーザがネットワークにログインしている場合には、aaaaccountingupdateperiodic コマ
ンドを使用すると、重度の輻輳が発生する可能性があります。

失敗したログインまたはセッションに対するアカウンティング レコードの生成
AAA アカウンティングをアクティブにすると、Cisco IOS ソフトウェアは、ログイン認証に失敗
したシステム ユーザや、ログイン認証には成功しても何らかの理由で PPP ネゴシエーションに失
敗したシステム ユーザには、アカウンティング レコードを生成しません。
ログイン時またはセッション ネゴシエーション中の認証に失敗したユーザについて、アカウン
ティング終了レコードを生成するように指定するには、グローバルコンフィギュレーションモー
ドで次のコマンドを使用します。
コマンド

目的

aaa accounting send
stop-record authentication failure

ログイン時またはセッション ネゴシエーション
中の認証に失敗したユーザについて、「終了」
レコードを生成します。

Device(config)#

aaa accounting send
stop-record always
Device(config)#

開始レコードが送信済みかどうかに関係なく、
認証、許可、アカウンティング（AAA）終了レ
コードを送信します。

EXEC-Stop レコードよりも前のアカウンティング NETWORK-Stop レコードの指定
PPP ユーザが EXEC ターミナル セッションを開始する場合、EXEC 終了レコードの前に生成する
NETWORK レコードを指定できます。特定のサービスについて顧客に課金する場合など、状況に
よっては、ネットワークの開始レコードと終了レコードを一緒に保持する方が望ましいことがあ
ります。その際、基本的に、EXEC の開始メッセージと終了メッセージのフレームワーク内に「ネ
スト」にします。たとえば、PPP を使用するユーザ ダイヤルインによって、EXEC-start、
NETWORK-start、EXEC-stop、NETWORK-stop というレコードを作成できます。アカウンティン
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グ レコードをネストにすることで、NETWORK-stop レコードは NETWORK-start メッセージ
（EXEC-start、NETWORK-start、NETWORK-stop、EXEC-stop）に従います。
ユーザ セッションのアカウンティング レコードをネストするには、グローバル コンフィギュレー
ション モードで次のコマンドを使用します。
コマンド
Device(config)#

目的
aaa accounting nested

ネットワーク アカウンティング レコードをネ
ストします。

AAA リソース失敗終了アカウンティングの設定
リソース失敗終了アカウンティングを有効にするには、グローバルコンフィギュレーションモー
ドで次のコマンドを使用します。
コマンド

目的

aaa accounting resource
method-list stop-failure group server-group

ユーザ認証に到達しないコールについて、「終
了」レコードを生成します。

Device(config)#

（注）

この機能を設定する前に、アカウン
ティングを設定するための前提条件,
（834 ページ）のセクションに記載さ
れている作業を実行し、ネットワー
ク アクセス サーバ上で SNMP を有効
にしてください。

開始 - 終了レコードの AAA リソース アカウンティングの設定
開始 - 終了レコードのフル リソース アカウンティングをイネーブルにするには、グローバル コン
フィギュレーション モードで次のコマンドを使用します。
コマンド

目的

aaa accounting resource
method-list start-stop group server-group

各コール設定時に「開始」レコードを送信し、
コールの接続解除時に対応する「終了」レコー
ドを送信する機能をサポートします。

Device(config)#

（注）

この機能を設定する前に、アカウン
ティングを設定するための前提条件,
（834 ページ）のセクションに記載さ
れている作業を実行し、ネットワー
ク アクセス サーバ上で SNMP を有効
にしてください。
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AAA ブロードキャスト アカウンティングの設定
AAA ブロードキャスト アカウンティングを設定するには、グローバル コンフィギュレーション
モードで aaa accounting コマンドを使用します。
コマンド
Device(config)# aaa accounting {system |
network | exec | connection | commands level}
{default | list-name} {start-stop | stop-only |
none} [broadcast] method1 [method2...]

目的
複数の AAA サーバに対するアカウンティング
レコードの送信をイネーブルにします。各グ
ループの最初のサーバに対し、アカウンティン
グ レコードを同時に送信します。最初のサーバ
が使用できない場合はフェールオーバーが発生
し、そのグループ内に定義されているバック
アップ サーバが使用されます。

DNIS による AAA ブロードキャスト アカウンティングの設定
DNIS による AAA ブロードキャスト アカウンティングを設定するには、グローバル コンフィギュ
レーション モードで aaa dnis map accounting network コマンドを使用します。
コマンド

目的

aaa dnis map dnis-number
accounting network [start-stop | stop-only |
none] [broadcast] method1 [method2...]

DNIS によるアカウンティングの設定を許可し
ます。このコマンドは、グローバルの aaa
accounting コマンドよりも優先されます。

Device(config)#

複数の AAA サーバに対するアカウンティング
レコードの送信をイネーブルにします。各グ
ループの最初のサーバに対し、アカウンティン
グ レコードを同時に送信します。最初のサーバ
が使用できない場合はフェールオーバーが発生
し、そのグループ内に定義されているバック
アップ サーバが使用されます。

AAA セッション MIB の設定
次のタスクは、次の AAA セッション MIB 機能の設定よりも前に実行する必要があります。
• SNMP を設定します。
• AAA を設定します。
• RADIUS または TACACS+ サーバの特性を定義します。
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（注）

SNMP を多用すると、全体のシステム パフォーマンスに影響が出る可能性があります。その
ため、この機能を使用するときに、通常のネットワーク管理パフォーマンスを考慮する必要が
あります。
AAA セッション MIB を設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで次のコマン
ドを使用します。

手順の概要
1. Device (config)# aaasession-mibdisconnect

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

Device (config)#
aaasession-mibdisconnect

SNMP を使用して、認証済みクライアント接続をモニタおよ
び終了します。
コールを終了するには、disconnect キーワードを使用する必
要があります。

VRRS アカウンティングの設定
次のタスクを実行して、AAA アカウンティング メッセージを AAA サーバに送信するように Virtual
Router Redundancy Service（VRRS）を設定します。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. aaaaccountingvrrs {default | list-name} start-stop method1 [method2...]
4. aaaattributelist list-name
5. attributetype name value [service service] [protocol protocol][mandatory][tag tag-value]
6. exit
7. vrrs vrrs-group-name
8. accountingdelay seconds
9. accountingmethod {default | accounting-method-list}
10. 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。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> 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：
Device# configure terminal

ステップ 3

aaaaccountingvrrs {default | list-name}
start-stop method1 [method2...]

VRRS の AAA アカウンティングをイネーブルにしま
す。

例：
Device(config)# aaa accounting vrrs
default start-stop

ステップ 4

aaaattributelist list-name
例：

デバイス上で AAA 属性リストをローカルに定義し、
属性リスト コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

Device(config)# aaa attribute list list1

ステップ 5

attributetype name value [service service]
属性リストへ追加される属性タイプをデバイス上で
[protocol protocol][mandatory][tag tag-value] ローカルに定義します。
例：
Device(config-attr-list)# attribute type
example 1

ステップ 6

exit
例：

属性リスト コンフィギュレーション モードを終了し
て、グローバル コンフィギュレーション モードに戻
ります。

Device(config-attr-list)# exit

ステップ 7

vrrs vrrs-group-name
例：

（任意）VRRS グループを定義し、VRRS グループの
パラメータを設定し、VRRS コンフィギュレーション
モードを開始します。

Device(config)# vrrs vrrs1
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

accountingdelay seconds

（任意）accounting-off メッセージを VRRS に送信す
る際の遅延時間を指定します。

例：
Device(config-vrrs)# accounting delay 10

ステップ 9

accountingmethod {default |
accounting-method-list}

（任意）VRRS グループの VRRS アカウンティングを
イネーブルにします。

例：
Device(config-vrrs)# accounting method
default

ステップ 10

VRRS コンフィギュレーション モードを終了し、特
権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Device(config-vrrs)# end

AAA サーバが到達不能な場合のデバイスとのセッションの確立
AAA サーバが到達不能の場合に、デバイスとの間にコンソールまたは Telnet セッションを確立す
るには、グローバル コンフィギュレーション モードで次のコマンドを使用します。
コマンド
Device(config)#

guarantee-first

目的
no aaa accounting system

aaa accounting system guarantee-first コマンド
は、最初のレコードとしてシステム アカウン
ティングを保証します（これがデフォルトの条
件です）。
状況によっては、システムの再ロードが完了す
るまで（3 分よりも長くかかる可能性がありま
す）、ユーザがコンソールまたは Telnet 接続で
セッションを開始できない可能性があります。
この問題を解決するには、
noaaaaccountingsystemguarantee-first コマンド
を使用できます。
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（注）

noaaaaccountingsystemguarantee-first コマンドを入力することがコンソールまたは Telnet セッ
ションを開始できる唯一の条件というわけではありません。たとえば、特権 EXEC セッション
が TACACS+ によって認証され、TACACS+ サーバが到達不能の場合、セッションは開始でき
ません。

アカウンティングのモニタリング
RADIUS または TACACS+ アカウンティングの場合、特定の show コマンドは存在しません。現在
ログインしているユーザに関する情報を表示するアカウンティング レコードを取得するには、特
権 EXEC モードで次のコマンドを使用します。
コマンド
Device#

show accounting

目的
ネットワークでアクティブなアカウント可能な
イベントの表示を許可し、アカウンティング
サーバでデータが損失した場合に情報を収集で
きます。

アカウンティングのトラブルシューティング
アカウンティング情報の問題を解決するには、特権 EXEC モードで次のコマンドを使用します。
コマンド
Device#

debug aaa accounting

目的
説明の義務があるイベントが発生したときに、
その情報を表示します。

アカウンティングの設定例
名前付き方式リストの設定例
次に、RADIUS サーバから AAA サービスを提供するために Cisco AS5200（AAA および RADIUS
セキュリティ サーバとの通信で有効）を設定する例を示します。RADIUS サーバが応答に失敗す
ると、認証情報と認可情報についてローカル データベースへの照会が行われ、アカウンティング
サービスは TACACS+ サーバによって処理されます。
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa

new-model
authentication login admins local
authentication ppp dialins group radius local
authorization network blue1 group radius local
accounting network red1 start-stop group radius group tacacs+
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username root password ALongPassword
tacacs-server host 172.31.255.0
tacacs-server key goaway
radius-server host 172.16.2.7
radius-server key myRaDiUSpassWoRd
interface group-async 1
group-range 1 16
encapsulation ppp
ppp authentication chap dialins
ppp authorization blue1
ppp accounting red1
line 1 16
autoselect ppp
autoselect during-login
login authentication admins
modem dialin

この RADIUS AAA 設定のサンプル行は、次のように定義されます。
• aaanew-model コマンドは、AAA ネットワーク セキュリティ サービスをイネーブルにしま
す。
• aaaauthenticationloginadminslocal コマンドは、ログイン認証に方式リスト「admins」を定義
します。
• aaaauthenticationpppdialinsgroupradiuslocal コマンドで、最初に RADIUS 認証を示す認証方
式リスト「dialins」を定義します。次に、（RADIUS サーバが応答しない場合）PPP を使用
するシリアル回線にはローカル認証が使用されます。
• aaaauthorizationnetworkblue1groupradiuslocal コマンドで、「blue1」というネットワーク認
可方式リストを定義します。これにより、PPP を使用するシリアル回線で RADIUS 認可を使
用するよう指定されます。RADIUS サーバが応答に失敗すると、ローカル ネットワークの認
可が実行されます。
• aaaaccountingnetworkred1start-stopgroupradiusgrouptacacs+ コマンドで、「red1」というネッ
トワーク アカウンティング方式リストを定義します。これにより、PPP を使用するシリアル
回線で RADIUS アカウンティング サービス（この場合、特定のイベントに対する開始レコー
ドと終了レコード）を使用するよう指定されます。RADIUS サーバが応答に失敗すると、ア
カウンティングサービスは TACACS+ サーバによって処理されます。
• username コマンドはユーザ名とパスワードを定義します。これらの情報は、PPP パスワード
認証プロトコル（PAP）認証での発信元の身元確認に使用されます。
• tacacs-serverhost コマンドは TACACS+ サーバ ホストの名前を定義します。
• tacacs-serverkey コマンドは、ネットワーク アクセス サーバと TACACS+ サーバ ホストの間
の共有秘密テキスト文字列を定義します。
• radius-serverhost コマンドは RADIUS サーバ ホストの名前を定義します。
• radius-serverkey コマンドは、ネットワーク アクセス サーバと RADIUS サーバ ホストの間の
共有秘密テキスト文字列を定義します。
• interfacegroup-async コマンドは非同期インターフェイス グループを選択して定義します。
• group-range コマンドはインターフェイス グループのメンバの非同期インターフェイスを定
義します。
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• encapsulationppp コマンドは指定のインターフェイスに使用される PPP をカプセル化方式と
して設定します。
• pppauthenticationchapdialins コマンドは ppp 認証方式としてチャレンジ ハンドシェイク認証
プロトコル（CHAP）を選択し、特定のインターフェイスに「dialins」方式リストを適用しま
す。
• pppauthorizationblue1 コマンドによって、blue1 ネットワーク認可方式リストが、指定した
インターフェイスに適用されます。
• pppaccountingred1 コマンドによって、red1 ネットワーク アカウンティング方式リストが、
指定したインターフェイスに適用されます。
• line コマンドはコンフィギュレーション モードをグローバル コンフィギュレーションからラ
イン コンフィギュレーションに切り替え、設定対象の回線を指定します。
• autoselectppp コマンドは、選択した回線上で PPP セッションを自動的に開始できるように
Cisco IOS ソフトウェアを設定します。
• autoselectduring-login コマンドを使用して、Return キーを押さずにユーザ名およびパスワー
ドのプロンプトを表示します。ユーザがログインすると、autoselect 機能（この場合は PPP）
が開始します。
• loginauthenticationadmins コマンドは、ログイン認証に admins 方式リストを適用します。
• modem dialin コマンドは、選択した回線に接続されているモデムを設定し、着信コールだけ
を受け入れるようにします。
showaccounting コマンドを使用すると、前述の設定に関する出力が次のように生成されます。
Active Accounted actions on tty1, User username2 Priv 1
Task ID 5, Network Accounting record, 00:00:52 Elapsed
task_id=5 service=ppp protocol=ip address=10.0.0.98

次の表に、前述の出力に含まれるフィールドについて説明します。
表 78：show accounting のフィールドの説明

フィールド

説明

Active Accounted actions on

ユーザがログインに使用する端末回線またはイ
ンターフェイス名

User

ユーザの ID。

Priv

ユーザの特権レベル。

タスク ID

各アカウンティング セッションの固有識別情報

Accounting record

アカウンティング セッション タイプ

Elapsed

このセッション タイプの期間（hh:mm:ss）
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フィールド

説明

attribute=value

このアカウンティング セッションに関連付けら
れている AV ペア

AAA リソース アカウンティングの設定例
次に、リソース失敗終了アカウンティング、および 開始 - 終了レコード機能のリソース アカウン
ティングを設定する例を示します。
!Enable AAA on your network access server.
aaa new-model
!Enable authentication at login and list the AOL string name to use for login authentication.
aaa authentication login AOL group radius local
!Enable authentication for ppp and list the default method to use for PPP authentication.
aaa authentication ppp default group radius local
!Enable authorization for all exec sessions and list the AOL string name to use for
authorization.
aaa authorization exec AOL group radius if-authenticated
!Enable authorization for all network-related service requests and list the default method
to use for all network-related authorizations.
aaa authorization network default group radius if-authenticated
!Enable accounting for all exec sessions and list the default method to use for all start-stop
accounting services.
aaa accounting exec default start-stop group radius
!Enable accounting for all network-related service requests and list the default method to
use for all start-stop accounting services.
aaa accounting network default start-stop group radius
!Enable failure stop accounting.
aaa accounting resource default stop-failure group radius
!Enable resource accounting for start-stop records.
aaa accounting resource default start-stop group radius

AAA ブロードキャスト アカウンティングの設定例
次に、グローバル aaa accounting コマンドを使用して、ブロードキャスト アカウンティングを有
効にする例を示します。
aaa group server radius isp
server 10.0.0.1
server 10.0.0.2
aaa group server tacacs+ isp_customer
server 172.0.0.1
aaa accounting network default start-stop broadcast group isp group isp_customer
radius-server host 10.0.0.1
radius-server host 10.0.0.2
radius-server key key1
tacacs-server host 172.0.0.1 key key2

broadcast キーワードによって、ネットワーク接続に関する「開始」および「終了」アカウンティ
ング レコードが、グループ isp ではサーバ 10.0.0.1 に、グループ isp_customer ではサーバ 172.0.0.1
に同時送信されます。サーバ 10.0.0.1 が使用できなくなると、サーバ 10.0.0.2 へのフェールオー
バーが行われます。サーバ 172.0.0.1 が使用できなくなっても、グループ isp_customer にはバック
アップ サーバが設定されていないため、フェールオーバーは行われません。
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DNIS による AAA ブロードキャスト アカウンティングの設定例
次に、グローバル aaa dnis map accounting network コマンドを使用して、DNIS によるブロード
キャスト アカウンティングを有効にする例を示します。
aaa group server radius isp
server 10.0.0.1
server 10.0.0.2
aaa group server tacacs+ isp_customer
server 172.0.0.1
aaa dnis map enable
aaa dnis map 7777 accounting network start-stop broadcast group isp group isp_customer
radius-server host 10.0.0.1
radius-server host 10.0.0.2
radius-server key key_1
tacacs-server host 172.0.0.1 key key_2

broadcast キーワードによって、DNIS 番号 7777 のネットワーク接続コールに関する「開始」およ
び「終了」アカウンティング レコードが、グループ isp ではサーバ 10.0.0.1 に、グループ isp_customer
ではサーバ 172.0.0.1 に同時送信されます。サーバ 10.0.0.1 が使用できなくなると、サーバ 10.0.0.2
へのフェールオーバーが行われます。サーバ 172.0.0.1 が使用できなくなっても、グループ
isp_customer にはバックアップ サーバが設定されていないため、フェールオーバーは行われませ
ん。

AAA セッション MIB の例
次に、AAA セッション MIB 機能を設定して、PPP ユーザの認証済みクライアント接続を解除す
る例を示します。
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa

new-model
authentication ppp default group radius
authorization network default group radius
accounting network default start-stop group radius
session-mib disconnect

VRRS アカウンティングの設定例
次に、AAA アカウンティング メッセージを AAA に送信するように VRRS を設定する例を示しま
す。
Router# configure terminal
Router(config)# aaa accounting vrrs vrrp-mlist-1 start-stop group radius
Router(config)# aaa attribute list vrrp-1-attr
Router(config-attr-list)# attribute type account-delay 10
Router(config-attr-list)# exit
Router(config)# vrrs vrrp-group-1
Router(config-vrrs)# accounting delay 10
Router(config-vrrs)# accounting method vrrp-mlist-1
Router(config-vrrs)# exit
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アカウンティングの設定に関するその他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

Cisco セキュリティ コマンド

• 『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands A to C』
• 『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands D to L』
• 『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands M to R』
• 『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands S to Z』

RFC
RFC

タイトル

RFC 2903

「Generic AAA Architecture」

RFC 2904

「AAA Authorization Framework」

RFC 2906

「AAA Authorization Requirements」

RFC 2989

「Criteria for Evaluating AAA Protocols for Network
Access」
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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 http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
ル サポートを最大限に活用してください。これ
らのリソースは、ソフトウェアをインストール
して設定したり、シスコの製品やテクノロジー
に関する技術的問題を解決したりするために使
用してください。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。

アカウンティングの設定に関する機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト
ウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだけを
示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リリースでも
サポートされます。
プラットフォームのサポートおよびシスコ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 にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
表 79：アカウンティングの設定に関する機能情報

機能名

リリース

AAA ブロードキャスト アカウ Cisco IOS 15.2(1)E
ンティング

機能情報
AAA ブロードキャスト アカウン
ティングを有効にすると、アカウン
ティング情報を複数の AAA サーバ
に同時に送信できます。つまり、ア
カウンティング情報を 1 つまた複数
の AAA サーバに同時にブロード
キャストすることが可能です。
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機能名

リリース

機能情報

開始 - 終了レコードの AAA リ Cisco IOS 15.2(1)E
ソース アカウンティング

開始 - 終了レコードの AAA リソー
ス アカウンティングは、各コール
設定時に「開始」レコードを送信
し、コールの接続解除時に対応する
「終了」レコードを送信する機能を
サポートしています。この機能は、
アカウンティング レコードなどを
報告するデータの発信元の 1 つか
ら、卸売りの顧客を管理およびモニ
タするために使用できます。

AAA セッション MIB

Cisco IOS 15.2(1)E

ユーザが AAA セッション MIB 機
能を使用すると、SNMP を使用して
自身の認証済みクライアント接続を
モニタおよび終了できます。そのク
ライアントのデータが提示されるた
め、RADIUS または TACACS+ サー
バから報告される AAA アカウン
ティング情報に直接関連付けること
ができます。

AAA：IPv6 アカウンティング
の遅延の強化

Cisco IOS 15.2(1)E

VRRS はマルチクライアント情報の
抽象化機能を備え、First Hop
Redundancy Protocol（FHRP）と登
録済みクライアント間に管理サービ
スを提供しています。
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• 機能情報の確認, 869 ページ
• ローカル認証および許可の設定方法, 869 ページ
• ローカル認証および許可のモニタリング, 872 ページ
• その他の参考資料, 872 ページ
• ローカル認証および許可の機能情報, 873 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表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シスコ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 からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

ローカル認証および許可の設定方法
スイッチのローカル認証および許可の設定
ローカル モードで AAA を実装するようにスイッチを設定すると、サーバがなくても動作するよ
うに AAA を設定できます。この場合、スイッチは認証および許可の処理を行います。この設定で
はアカウンティング機能は使用できません。
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（注）

AAA 方式を使用して HTTP アクセスに対しスイッチのセキュリティを確保するには、ip http
authentication aaa グローバル コンフィギュレーション コマンドでスイッチを設定する必要が
あります。AAA 認証を設定しても、AAA 方式を使用した HTTP アクセスに対しスイッチのセ
キュリティは確保しません。
ローカル モードで AAA を実装するようにスイッチを設定して、サーバがなくても動作するよう
に AAA を設定するには、次の手順を実行します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. aaa new-model
4. aaa authentication login default local
5. aaa authorization exec local
6. aaa authorization network local
7. username name [privilege level] {password encryption-type password}
8. end
9. show running-config
10. 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。パスワードを入力
します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

aaa new-model

AAA をイネーブルにします。

例：
Switch(config)# aaa new-model
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

aaa authentication login default local

ローカル ユーザ名データベースを使用するログイン認証を設
定します。default キーワードにより、ローカル ユーザ デー
タベース認証がすべてのポートに適用されます。

例：
Switch(config)# aaa authentication
login default local

ステップ 5

aaa authorization exec local

ユーザの AAA 許可を設定し、ローカル データベースを確認
して、そのユーザに EXEC シェルの実行を許可します。

例：
Switch(config)# aaa authorization
exec local

ステップ 6

aaa authorization network local

ネットワーク関連のすべてのサービス要求に対してユーザ
AAA 許可を設定します。

例：
Switch(config)# aaa authorization
network local

ステップ 7

username name [privilege level]
{password encryption-type password}

ローカル データベースを入力し、ユーザ名ベースの認証シス
テムを設定します。
ユーザごとにコマンドを繰り返し入力します。

例：
Switch(config)# username
your_user_name privilege 1 password
7 secret567

• name には、ユーザ ID を 1 ワードで指定します。スペー
スと引用符は使用できません。
• （任意）level には、アクセス権を得たユーザに設定する
権限レベルを指定します。指定できる範囲は 0 ～ 15 で
す。レベル 15 では特権 EXEC モードでのアクセスが可
能です。レベル 0 では、ユーザ EXEC モードでのアクセ
スとなります。
• encryption-type には、暗号化されていないパスワードが後
ろに続く場合は 0 を、暗号化されたパスワードが後ろに
続く場合は 7 を指定します。
• password には、ユーザがスイッチにアクセスする場合に
入力する必要のあるパスワードを指定します。パスワー
ドは 1 ～ 25 文字で、埋め込みスペースを使用でき、
username コマンドの最後のオプションとして指定しま
す。
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ステップ 8

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：
Switch(config)# end

ステップ 9

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 10

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存しま
す。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

ローカル認証および許可のモニタリング
ローカル認証および許可の設定を表示するには、show running-config 特権 EXEC コマンドを使用
します。

その他の参考資料
エラー メッセージ デコーダ
説明

リンク

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi
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MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探して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

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

ローカル認証および許可の機能情報
リリース

機能情報

Cisco IOS Release 15.0(2)EXCisco IOS Release
15.2(5)E

この機能が導入されました。
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MAC 認証バイパス
MAC 認証バイパス機能とは、クライアントの MAC アドレスを使用してネットワークのクライ
アントを Cisco Identity Based Networking Services（IBNS）およびネットワーク アドミッション コ
ントロール（NAC）の戦略と統合できる、MAC アドレス ベースの認証メカニズムです。MAC
認証バイパス機能は、次のネットワーク環境に適用できます。
• 特定のクライアント プラットフォームにサプリカント コードを使用できないネットワーク
環境。
• エンド クライアント設定が管理コントロールを受けていないネットワーク環境、つまり
IEEE 802.1X 要求がサポートされていないネットワーク環境。
• 機能情報の確認, 875 ページ
• MAC 認証バイパス設定の前提条件, 876 ページ
• MAC 認証バイパスに関する情報, 876 ページ
• MAC 認証バイパスの設定方法, 878 ページ
• MAC 認証バイパスの設定例, 884 ページ
• MAC 認証バイパスに関するその他の参考資料, 885 ページ
• MAC 認証バイパスの機能情報, 886 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
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プラットフォームのサポートおよびシスコ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 からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

MAC 認証バイパス設定の前提条件
IEEE 802.1x：ポートベースのネットワーク アクセス コントロール
ポートベースのネットワークアクセスコントロールの概念とシスコのプラットフォーム上のポー
トベースのネットワーク アクセス コントロールの設定方法を理解しておく必要があります。
RADIUS および ACL
RADIUS プロトコルの概念とアクセス コントロール リスト（ACL）の作成および適用方法を理解
しておく必要があります。詳細については、シスコのプラットフォームのマニュアル、および
『Securing User Services Configuration Guide Library』を参照してください。
デバイスが RADIUS 設定されていること、および Cisco Secure アクセス コントロール サーバ
（ACS）に接続されていることが必要です。詳細については、『User Guide for Secure ACS Appliance
3.2』を参照してください。

MAC 認証バイパスに関する情報
Cisco IOS Auth Manager の概要
指定されたネットワークに接続するデバイスの機能は異なっている可能性があるため、ネットワー
クはさまざまな認証方式および認証ポリシーをサポートする必要があります。Cisco IOS Auth
Manager は、認証方法に関係なく、ネットワーク認証要求を処理し、認可ポリシーを強制します。
Auth Manager は、すべてのポートベースのネットワーク接続試行、認証、認可、および接続解除
に対する運用データを維持することで、セッション マネージャとして機能します。
Auth Manager セッションには、次のような状態が考えられます。
• Idle：idle 状態では、認証セッションは初期化されていますが、実行されている方式はありま
せん。これは中間の状態です。
• Running：現在、方式が実行されています。これは中間の状態です。
• Authc Success：認証方式の実行に成功しました。これは中間の状態です。
• Authc Failed：認証方式が失敗しました。これは中間の状態です。
• Authz Success：このセッションに対するすべての機能の適用に成功しました。これは最終的
な状態です。
• Authz Failed：このセッションに対して、少なくとも 1 つの機能の適用に失敗しました。これ
は最終的な状態です。
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• 方法なし：このセッションに関する結果はありませんでした。これは最終的な状態です。

設定可能 MAB ユーザ名およびパスワードの概要
MAC 認証バイパス（MAB）動作には、ユーザ名とパスワードの両方の属性を持つ RADIUS
Access-Request パケットを使用した認証が含まれます。デフォルトでは、ユーザ名とパスワードの
値は同じであり、MAC アドレスを含んでいます。設定可能 MAB ユーザ名およびパスワード機能
により、次のシナリオで、ユーザ名とパスワードの両方の属性を設定することができます。
• フォーマットされたユーザ名属性を使用する既存の大規模データベース向けに MAB を有効
化するには、クライアント MAC のユーザ名形式を設定する必要があります。ユーザ名の形
式を設定するには mab request format attribute 1mab request format attribute 1コマンドを使用
します。
• 一部のデータベースは、ユーザ名とパスワードの値が同じである場合には、認証を受け入れ
ません。そのような場合は、ユーザ名とは確実に異なる値になるようパスワードを設定する
必要があります。パスワードを設定するには mab request format attribute 2mab request format
attribute 2コマンドを使用します。
設定可能 MAB ユーザ名およびパスワード機能では、Cisco IOS 認証マネージャと既存の MAC デー
タベースおよび RADIUS サーバ間での相互運用が可能です。パスワードはグローバル パスワード
なので、すべての MAB 認証およびインターフェイスで共通です。また、このパスワードはすべ
てのスーパーバイザ デバイス間で同期され、それにより高可用性を実現します。
パスワードが提供または設定されていない場合、パスワードはユーザ名と同じ値になります。次
の表に、ユーザ名とパスワードの形式を示します。
MAC アドレス

ユーザ名の形式
（グループのサ
イズ、区切り記
号）

ユーザ名

設定されたパス
ワード

作成されたパス
ワード

08002b8619de

（1、:）

0:8:0:0:2:b:8:6:1:9:d:e

なし

0:8:0:0:2:b:8:6:1:9:d:e

（1、-）

0-8-0-0-2-b-8-6-1-9-d-e

0-8-0-0-2-b-8-6-1-9-d-e

（1、.）

0.8.0.0.2.b.8.6.1.9.d.e

0.8.0.0.2.b.8.6.1.9.d.e

（1、:）

0:8:0:0:2:b:8:6:1:9:d:e

（1、-）

0-8-0-0-2-b-8-6-1-9-d-e

（1、.）

0.8.0.0.2.b.8.6.1.9.d.e

（2、:）

08:00:2b:86:19:de

（2, -）

08-00-2b-86-19-de

08-00-2b-86-19-de

（2、.）

08.00.2b.86.19.de

08.00.2b.86.19.de

08002b8619de

08002b8619de

Password

Password

なし

08:00:2b:86:19:de
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MAC アドレス

ユーザ名の形式
（グループのサ
イズ、区切り記
号）

ユーザ名

設定されたパス
ワード

作成されたパス
ワード

08002b8619de

（2、:）

08:00:2b:86:19:de

Password

Password

（2, -）

08-00-2b-86-19-de

（2、.）

08.00.2b.86.19.de

（4、:）

0800:2b86:19de

なし

0800:2b86:19de

（4、-）

0800-2b86-19de

0800-2b86-19de

（4, .）

0800.2b86.19de

0800.2b86.19de

（4、:）

0800:2b86:19de

（4、-）

0800-2b86-19de

（4, .）

0800.2b86.19de

08002b8619de

08002b8619de

Password

Password

08002b8619de

（12、<該当なし 08002b8619de
>）

なし

08002b8619de

08002b8619de

（12、<該当なし 08002b8619de
>）

Password

Password

MAC 認証バイパスの設定方法
MAC 認証バイパスのイネーブル化
802.1X ポートで MAC 認証バイパス機能を有効にするには、次の作業を実行します。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. interface type slot / port
4. mab
5. end
6. showauthenticationsessionsinterface type slot / port details
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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。
• パスワードを入力します（要求された場

例：

合）。

Device> 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：
Device# configure terminal

ステップ 3

interface type slot / port

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：
Device(config)# interface Gigabitethernet
1/2/1

ステップ 4

MAB をイネーブルにします。

mab
例：
Device(config-if)# mab

ステップ 5

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Device(config-if)# end

ステップ 6

showauthenticationsessionsinterface type slot インターフェイスの設定と、インターフェイス上
/ port details
のオーセンティケータ インスタンスを表示しま
す。
例：
Device# show authentication session
interface Gigabitethernet 1/2/1 details

ポート上の再認証の有効化
デフォルトでは、ポートは自動的に再認証されません。自動再認証をイネーブルにし、再認証の
頻度を指定できます。
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手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. interface type slot / port
4. switchport
5. switchport mode access
6. authenticationport-control auto
7. mab [eap]
8. authentication periodic
9. authenticationtimerreauthenticate {seconds | server}
10. 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。

例：

• パスワードを入力します（要求された場
合）。

Device> 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：
Device# configure terminal

ステップ 3

interface type slot / port

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：
Device(config)# interface Gigabitethernet
1/2/1

ステップ 4

switchport

インターフェイスをレイヤ 2 スイッチド モードに
設定します。

例：
Device(config-if)# switchport

ステップ 5

switchport mode access
例：

インターフェイスのタイプを、非トランキング、
タグなし、シングル VLAN レイヤ 2 インターフェ
イスに設定します。

Device(config-if)# switchport mode access
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

authenticationport-control auto

ポートの認証ステートを設定します。

例：
Device(config-if)# authentication
port-control auto

ステップ 7

mab [eap]

MAB をイネーブルにします。

例：
Device(config-if)# mab

ステップ 8

authentication periodic

再認証をイネーブルにします。

例：
Device(config-if)# authentication periodic

ステップ 9

authenticationtimerreauthenticate {seconds |
server}

再認証の間隔（秒単位）を設定します。

例：
Device(config-if)# authentication timer
reauthenticate 900

ステップ 10

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、特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Device(config-if)# end

セキュリティ違反モードの指定
ポート上でセキュリティ違反がある場合、ポートをシャットダウンするか、トラフィックを制限
できます。デフォルトでは、ポートはシャットダウンされます。ポートをシャットダウンする一
定の時間を設定できます。
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手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. interface type slot / port
4. switchport
5. switchport mode access
6. authenticationport-control auto
7. mab [eap]
8. authenticationviolation {restrict | shutdown}
9. authenticationtimerrestart seconds
10. 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。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> 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：
Device# configure terminal

ステップ 3

interface type slot / port

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：
Device(config)# interface Gigabitethernet
1/2/1

ステップ 4

switchport

インターフェイスをレイヤ 2 スイッチド モードに
設定します。

例：
Device(config-if)# switchport

ステップ 5

switchport mode access
例：

インターフェイスのタイプを、非トランキング、タ
グなし、シングル VLAN レイヤ 2 インターフェイ
スに設定します。

Device(config-if)# switchport mode access
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

authenticationport-control auto

ポートの認証ステートを設定します。

例：
Device(config-if)# authentication
port-control auto

ステップ 7

mab [eap]

MAB をイネーブルにします。

例：
Device(config-if)# mab

ステップ 8

authenticationviolation {restrict | shutdown} ポート上でセキュリティ違反が生じた場合に取るア
クションを設定します。
例：
Device(config-if)# authentication
violation shutdown

ステップ 9

authenticationtimerrestart seconds

未認証のポートの認証の間隔（秒単位）を設定しま
す。

例：
Device(config-if)# authentication timer
restart 30

ステップ 10

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、特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Device(config-if)# end

設定可能 MAB ユーザ名およびパスワードの有効化
手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. mab request format attribute 1 groupsize {1 | 2 | 4 | 12} separator {- | : | .} [lowercase | uppercase]
4. mab request format attribute 2 [0 | 7] password
5. 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。

例：
Device> enable

ステップ 2

configure terminal

• パスワードを入力します（要求された場
合）。
グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

mab request format attribute 1 groupsize {1 | 2 | 4 MAB 要求のユーザ名形式を設定します。
| 12} separator {- | : | .} [lowercase | uppercase]
例：
Device(config)# mab request format attribute
1 groupsize 2 separator :

ステップ 4

mab request format attribute 2 [0 | 7] password

すべての MAB 要求に適用されるグローバル パ
スワードを設定します。

例：
Device(config)# mab request format attribute
2 password1

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

MAC 認証バイパスの設定例
例：MAC 認証バイパスの設定
次の例では、指定したインターフェイスで MAC 認証バイパス（MAB）機能を有効にするために、
mab コマンドが設定されています。オプションとして、インターフェイス コンフィギュレーショ
ンおよびインターフェイス上の認証インスタンスを表示するための show authentication sessions コ
マンドが有効化されています。
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# interface GigabitEthernet2/1
Device(config-if)# mab
Device(config-if)# end
Device# show authentication sessions interface GigabitEthernet2/1 details
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例：設定可能 MAB ユーザ名およびパスワードの有効化
次の例は、MAC 認証バイパス（MAB）のユーザ名形式とパスワードを設定する方法を示してい
ます。この例では、ユーザ名形式は区切り記号のない 12 桁の 16 進数として設定され、グローバ
ル パスワードは password1 と設定されます。
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# mab request format attribute 1 groupsize 2 separator :
Device(config)# mab request format attribute 2 password1
Device(config)# end

MAC 認証バイパスに関するその他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

認証コマンド

• 『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands A to C』
• 『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands D to L』
• 『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands M to R』
• 『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands S to Z』

MIB
MIB

MIB のリンク

• CISCO-PAE-MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS 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。

• IEEE8021-PAE-MIB

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

• CISCO-AUTH-FRAMEWORK-MIB
• CISCO-MAC-AUTH-BYPASS-MIB
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RFC
RFC

タイトル

RFC 3580

「IEEE 802.1x Remote Authentication Dial In User
Service (RADIUS)」

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 http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
ル サポートを最大限に活用してください。これ
らのリソースは、ソフトウェアをインストール
して設定したり、シスコの製品やテクノロジー
に関する技術的問題を解決したりするために使
用してください。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。

MAC 認証バイパスの機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト
ウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだけを
示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リリースでも
サポートされます。
プラットフォームのサポートおよびシスコ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 にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
表 80：MAC 認証バイパスの機能情報

機能名

リリース

機能情報

MAC 認証バイパス
（MAB）

Cisco IOS XE 3.2SE

MAC 認証バイパス機能とは、クライアント
の MAC アドレスを使用してネットワークの
クライアントを Cisco IBNS および NAC の戦
略と統合できる、MAC アドレス ベースの認
証メカニズムです。

Cisco IOS XE 3.3SE
Cisco IOS XE 3.5E
Cisco IOS 15.2(1)E

次のコマンドが導入または変更されました。
dot1xmac-auth-bypass、showdot1xinterface
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機能名

リリース

機能情報

設定可能 MAB ユーザ名
およびパスワード

Cisco IOS 15.2(1)E

設定可能 MAB ユーザ名およびパスワード機
能では、MAC 認証バイパス（MAB）のユー
ザ名形式とパスワードを設定することによ
り、Cisco IOS 認証マネージャと既存の MAC
データベースおよび RADIUS サーバ間での
相互運用性を実現できます。
次のコマンドが導入または変更されました。
mab request format attribute 1、 mab request
format attribute 2
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コモン クライテリアに準拠したパスワード
の強度と管理
コモン クライテリアに準拠したパスワードの強度と管理機能は、ユーザ パスワードを指定する
ルールの保存、検索、提供のためのパスワード ポリシーおよびセキュリティ メカニズムを指定
するために使用されます。
ローカル ユーザについては、ユーザのプロファイルとパスワード情報が重要なパラメータとと
もにシスコ デバイスに保存され、このプロファイルを使用して、ユーザのローカル認証が行わ
れます。このユーザになり得るのは、管理者（ターミナル アクセス）またはネットワーク ユー
ザ（たとえば、ネットワーク アクセスのために認証された PPP ユーザ）です。
リモート ユーザについては、ユーザ プロファイル情報がリモート サーバに保存されている場
合、管理アクセスとネットワーク アクセスの双方にサードパーティの認証、認可、アカウンティ
ング（AAA）サーバを使って AAA サービスが提供される可能性があります。
• 機能情報の確認, 889 ページ
• コモン クライテリアに準拠したパスワードの強度と管理の制約事項, 890 ページ
• コモン クライテリアに準拠したパスワードの強度と管理に関する情報, 890 ページ
• コモン クライテリアに準拠したパスワードの強度と管理の設定方法, 892 ページ
• コモン クライテリアに準拠したパスワードの強度と管理の設定例, 896 ページ
• コモン クライテリアに準拠したパスワードの強度と管理に関するその他の参考資料, 896
ページ
• コモン クライテリアに準拠したパスワードの強度と管理の機能情報, 897 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
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ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表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シスコ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 からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

コモン クライテリアに準拠したパスワードの強度と管理の制約事項
vty を使用して同時にシステムにログインできるユーザは 4 人までです。

コモンクライテリアに準拠したパスワードの強度と管理に関する情報
パスワード構成ポリシー
パスワード構成ポリシーでは、英字の大文字小文字、数字、特殊文字（「!」、「@」、「#」、
「$」、「%」、「^」、「&」、「*」、「(」、「)」）を任意に組み合わせたパスワードの作成
が許可されています。

パスワード長ポリシー
パスワードの最小長と最大長は、管理者により柔軟に設定することが可能です。推奨されるパス
ワードの最小長は8文字です。管理者は、パスワードの最小長（1）も最大長（64）も指定できま
す。

パスワードのライフタイム ポリシー
セキュリティ管理者は、パスワードのライフタイムを最大限にするための設定可能オプションを
提供できます。ライフタイム パラメータが設定されていない場合、設定済みのパスワードは無限
に有効です。最大ライフタイムは、設定可能な値を年、月、日、時間、分、および秒単位で入力
することにより設定できます。ライフタイム設定は設定の一部であるためリロード後も有効です
が、パスワード作成時刻はシステムがリブートするたびに新しい時刻に更新されます。たとえば、
パスワードに 1 ヵ月のライフタイムが設定されており、29 日目にシステムがリブートした場合、
そのパスワードはシステム リブート後 1 ヵ月間有効になります。

パスワードの有効期限ポリシー
ユーザがログインを試みたときにこのユーザのパスワード クレデンシャルが期限切れになってい
た場合、次の処理が行われます。
1 ユーザは、期限切れのパスワードの入力に成功した後、新しいパスワードを設定するよう求め
られます。
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2 ユーザが新しいパスワードを入力すると、パスワード セキュリティ ポリシーに照らしてその
パスワードが検証されます。
3 新しいパスワードがパスワード セキュリティ ポリシーに適合していれば、AAA データベース
が更新され、ユーザは新しいパスワードで認証されます。
4 新しいパスワードがパスワード セキュリティ ポリシーに適合していない場合、ユーザは再度
パスワードの入力を求められます。再試行の回数は、AAA では制限されていません。認証失
敗の場合のパスワード プロンプトの再試行数は、それぞれのターミナル アクセス インタラク
ティブ モジュールによって制御されます。たとえば Telnet では、3 回失敗するとセッションが
終了します。
パスワードのライフタイムを設定されていないユーザがすでにログインしているときに、セキュ
リティ管理者がそのユーザのライフタイムを設定すると、ライフタイムがデータベースに設定さ
れます。同じユーザが次回に認証されるときに、システムがパスワードの期限を確認します。パ
スワード期限がチェックされるのは認証フェーズの間のみです。
すでに認証済みかつシステムにログイン中のユーザのパスワードが期限切れになっても、何のア
クションも起こりません。同じユーザが次に認証されるときに初めて、ユーザにパスワード変更
が求められます。

パスワード変更ポリシー
新しいパスワードは、前のパスワードから 4 文字以上変更されている必要があります。パスワー
ド変更のきっかけとなるシナリオとしては、次のようなものが考えられます。
• セキュリティ管理者がパスワードの変更を求める場合。
• ユーザがプロファイル使用による認証を試みたが、そのプロファイルのパスワードが期限切
れになっている場合。
セキュリティ管理者がパスワードセキュリティポリシーを変更し、既存のプロファイルがそのパ
スワード セキュリティ ポリシー ルールに適合しなくなっても、ユーザがすでにシステムにログ
インしている場合には、何のアクションも起こりません。ユーザは、パスワード セキュリティ制
限に適合しないプロファイルを使用して認証を試みたときに初めて、パスワードを変更するよう
求められます。
ユーザがパスワードを変更すると、セキュリティ管理者によって古いプロファイルに設定されて
いるライフタイムパラメータが、新しいパスワードのライフタイムパラメータとして引き継がれ
ます。
dot1x などの非インタラクティブ クライアントでは、パスワードの期限が切れると、適切なエラー
メッセージがクライアントに送られます。クライアントは、セキュリティ管理者に連絡してパス
ワードを更新する必要があります。

ユーザ再認証ポリシー
ユーザがパスワードを変更すると、ユーザの再認証が行われます。
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期限満了時にパスワードを変更すると、新しいパスワードに対してユーザ認証が行われます。こ
のような場合、実際には、以前のクレデンシャルに基づいて認証が行われ、データベースで新し
いパスワードが更新されます。

（注）

ユーザがパスワードを変更できるのは、ログイン中かつ古いパスワードの期限が切れた後のみ
です。ただし、セキュリティ管理者はこのユーザのパスワードをいつでも変更できます。

フレームド（非インタラクティブ）セッションのサポート
dot1x などのクライアントがローカル データベースを使用して認証を行うときには、コモン クラ
イテリアに準拠したパスワードの強度と管理機能が適用されます。ただし、パスワードの期限が
切れると、クライアントによるパスワード変更はできなくなります。そのようなクライアントに
は適切なエラー メッセージが送られます。そのユーザは、セキュリティ管理者にパスワードの変
更を要求する必要があります。

コモン クライテリアに準拠したパスワードの強度と管理の設定方法
パスワード セキュリティ ポリシーの設定
パスワード セキュリティ ポリシーを作成し、そのポリシーを特定のユーザ プロファイルに適用
するには、次の作業を実行します。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. aaa new-model
4. aaa common-criteria policy policy-name
5. char-changes number
6. max-length number
7. min-length number
8. numeric-count number
9. special-case number
10. exit
11. username usernamecommon-criteria-policy policy-name password password
12. 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。
• パスワードを入力します（要求された場

例：
Device> enable

ステップ 2

configure terminal

合）。
グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

aaa new-model

AAA をグローバルにイネーブルにします。

例：
Device(config)# aaa new-model

ステップ 4

aaa common-criteria policy policy-name
例：

AAA セキュリティ パスワード ポリシーを作成
し、コモン クライテリア設定ポリシー モードを
開始します。

Device(config)# aaa common-criteria policy
policy1

ステップ 5

char-changes number

（任意）古いパスワードから新規のパスワードへ
の変更文字数を指定します。

例：
Device(config-cc-policy)# char-changes 4

ステップ 6

max-length number

（任意）パスワードの最大長を指定します。

例：
Device(config-cc-policy)# max-length 25

ステップ 7

min-length number

（任意）パスワードの最小長を指定します。

例：
Device(config-cc-policy)# min-length 8

ステップ 8

numeric-count number

（任意）パスワード内の数字の数を指定します。

例：
Device(config-cc-policy)# numeric-count 4
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

special-case number

（任意）パスワード内の特殊文字の数を指定しま
す。

例：
Device(config-cc-policy)# special-case 3

ステップ 10

exit
例：

（任意）コモン クライテリア設定ポリシー モー
ドを終了し、グローバル コンフィギュレーション
モードに戻ります。

Device(config-cc-policy)# exit

ステップ 11

username usernamecommon-criteria-policy
policy-name password password

（任意）ユーザ プロファイルに特定のポリシーと
パスワードを適用します。

例：
Device(config)# username user1
common-criteria-policy policy1 password
password1

ステップ 12

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

コモン クライテリア ポリシーの確認
すべてのコモン クライテリア セキュリティ ポリシーを確認するには、次の作業を実行します。

手順の概要
1. enable
2. show aaa common-criteria policy name policy-name
3. show aaa common-criteria policy all

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。
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例：
Device> enable

ステップ 2

show aaa common-criteria policy name policy-name
特定のポリシーのパスワード セキュリティ ポリシー情報を表示します。
例：
Device# show aaa common-criteria policy name policy1
Policy name: policy1
Minimum length: 1
Maximum length: 64
Upper Count: 20
Lower Count: 20
Numeric Count: 5
Special Count: 2
Number of character changes 4
Valid forever. User tied to this policy will not expire.

ステップ 3

show aaa common-criteria policy all
設定されたすべてのポリシーのパスワード セキュリティ ポリシー情報を表示します。
例：
Device# show aaa common-criteria policy all
====================================================================
Policy name: policy1
Minimum length: 1
Maximum length: 64
Upper Count: 20
Lower Count: 20
Numeric Count: 5
Special Count: 2
Number of character changes 4
Valid forever. User tied to this policy will not expire.
====================================================================
Policy name: policy2
Minimum length: 1
Maximum length: 34
Upper Count: 10
Lower Count: 5
Numeric Count: 4
Special Count: 2
Number of character changes 2
Valid forever. User tied to this policy will not expire.
=====================================================================
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コモン クライテリアに準拠したパスワードの強度と管理の設定例
例：コモン クライテリアに準拠したパスワードの強度と管理
次の例は、コモン クライテリア セキュリティ ポリシーを作成し、特定のポリシーをユーザ プロ
ファイルに適用する方法を示しています。
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# aaa new-model
Device(config)# aaa common-criteria policy policy1
Device(config-cc-policy)# char-changes 4
Device(config-cc-policy)# max-length 20
Device(config-cc-policy)# min-length 6
Device(config-cc-policy)# numeric-count 2
Device(config-cc-policy)# special-case 2
Device(config-cc-policy)# exit
Device(config)# username user1 common-criteria-policy policy1 password password1
Device(config)# end

コモンクライテリアに準拠したパスワードの強度と管理に関するその
他の参考資料
次の項で、RADIUS パケット オブ ディスコネクト機能に関する参考資料を紹介します。
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

Cisco セキュリティ コマンド

• 『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands A to C』
• 『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands D to L』
• 『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands M to R』
• 『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands S to Z』
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RFC
RFC

タイトル

RFC 2865

Remote Authentication Dial-in User Service（リモー
ト認証ダイヤルイン ユーザ サービス）

RFC 3576

『Dynamic Authorization Extensions to RADIUS』

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/en/US/support/index.html
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

コモン クライテリアに準拠したパスワードの強度と管理の機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト
ウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだけを
示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リリースでも
サポートされます。
プラットフォームのサポートおよびシスコ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 にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーション
ガイド
897

コモン クライテリアに準拠したパスワードの強度と管理の機能情報

表 81：コモン クライテリアに準拠したパスワードの強度と管理の機能情報

機能名

リリース

機能情報

コモン クライテリアに準拠し
たパスワードの強度と管理

Cisco IOS 15.0(2)SE

コモンクライテリアに準拠したパスワー
ドの強度と管理機能は、ユーザパスワー
ドを指定するルールの保存、検索、提
供のためのパスワード ポリシーおよび
セキュリティ メカニズムを指定するた
めに使用されます。

Cisco IOS 15.2(1)E

次のコマンドが導入または変更されま
した。aaa common-criteria policy、
debug aaa common-criteria、show aaa
common-criteria policy
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章

AAA-SERVER-MIB Set Operation
AAA-SERVER-MIB Set Operation 機能により、認証、認可、アカウンティング（AAA）サーバ設
定を拡張できます。CISCO-AAA-SERVER-MIB を使用して、新規 AAA サーバの作成や追加、
CISCO-AAA-SERVER-MIB での「キー」の変更、AAA サーバ設定の削除などを実行できます。
• 機能情報の確認, 899 ページ
• AAA-SERVER-MIB Set Operation の前提条件, 900 ページ
• AAA-SERVER-MIB Set Operation の制約事項, 900 ページ
• AAA-SERVER-MIB Set Operation に関する情報, 900 ページ
• Configure AAA-SERVER-MIB Set Operation の設定方法, 901 ページ
• AAA-SERVER-MIB Set Operation の設定例, 902 ページ
• AAA-SERVER-MIB Set Operation に関するその他の参考資料, 903 ページ
• AAA-SERVER-MIB Set Operation の機能情報, 904 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表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シスコ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 からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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AAA-SERVER-MIB Set Operation の前提条件
AAA がルータで有効になっている必要があります。つまり、aaa new-model コマンドが設定され
ている必要があります。この設定が行われていない場合、SET 操作は失敗します。

AAA-SERVER-MIB Set Operation の制約事項
現時点では、CISCO SNMP SET 操作は RADIUS プロトコルに対してのみサポートされています。
このため、追加、修正、削除できるのはグローバル コンフィギュレーション モードの RADIUS
サーバだけです。

AAA-SERVER-MIB Set Operation に関する情報
CISCO-AAA-SERVER-MIB
CISCO-AAA-SERVER-MIB により、サーバ自体と AAA サーバの動作、および外部サーバとの AAA
通信の両方の状態が統計情報に反映されます。CISCO-AAA-SERVER-MIB からは次の情報が得ら
れます。
• 各 AAA 動作の統計情報
• AAA 機能を使用できるようになっているサーバのステータス
• 外部 AAA サーバの ID

CISCO-AAA-SERVER-MIB Set Operation
Cisco IOS リリース 12.4(4)T より前は、CISCO-AAA-SERVER-MIB では「GET」操作のみをサポー
トしていました。このリリースでは、CISCO-AAA-SERVER-MIB は SET 操作をサポートしていま
す。SET 操作を使用すると、次の作業を行うことができます。
• 新しい AAA サーバを作成または追加する。
• CISCO-AAA-SERVER-MIB で KEY を修正する。この「秘密キー」は、ネットワーク アクセ
ス サーバ（NAS）および AAA サーバに存在する AAA サーバへの接続をセキュリティ保護
するために使用されます。
• AAA サーバの設定を削除する。
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Configure AAA-SERVER-MIB Set Operation の設定方法
AAA-SERVER-MIB Set Operation の設定
この機能を使用するに当たって、特別な設定は必要ありません。簡易ネットワーク管理プロトコ
ル（SNMP）フレームワークを使用して MIB を管理できます。SNMP の設定については、「その
他の参考資料」のセクションを参照してください。

SNMP 値の確認
SNMP 値は次の手順で確認できます。

手順の概要
1. enable
2. showrunning-config|includeradius-serverhost
3. showaaaservers

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。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

showrunning-config|includeradius-serverhost グローバル コンフィギュレーション モードで設定され
ている RADIUS サーバをすべて表示します。
例：
Device# show running-config | include
radius-server host

ステップ 3

showaaaservers

認証、許可、アカウンティング（AAA）サーバとの間
で送受信された要求の数に関するデータを表示します。

例：
Device# show aaa servers
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AAA-SERVER-MIB Set Operation の設定例
RADIUS サーバの設定およびサーバの統計情報の例
次の出力例は、SET 操作の前と後の RADIUS サーバの設定およびサーバの統計情報を示していま
す。
SET 操作の前
Device# show running-config | include radius-server host
! The following line is for server 1.
radius-server host 172.19.192.238 auth-port 2095 acct-port 2096 key cisco2
! The following line is for server 2.
radius-server host 172.19.192.238 auth-port 1645 acct-port 1646

サーバの統計情報
Device# show aaa servers
RADIUS: id 2, priority 1, host 172.19.192.238, auth-port 2095,
State: current UP, duration 25s, previous duration 0s
Dead: total time 0s, count 7
Authen: request 8, timeouts 8
Response: unexpected 0, server error 0, incorrect 0, time
Transaction: success 0, failure 2
Author: request 0, timeouts 0
Response: unexpected 0, server error 0, incorrect 0, time
Transaction: success 0, failure 0
Account: request 0, timeouts 0
Response: unexpected 0, server error 0, incorrect 0, time
Transaction: success 0, failure 0
Elapsed time since counters last cleared: 5m
RADIUS: id 3, priority 2, host 172.19.192.238, auth-port 1645,
State: current UP, duration 5s, previous duration 0s
Dead: total time 0s, count 2
Authen: request 8, timeouts 8
Response: unexpected 0, server error 0, incorrect 0, time
Transaction: success 0, failure 4
Author: request 0, timeouts 0
Response: unexpected 0, server error 0, incorrect 0, time
Transaction: success 0, failure 0
Account: request 0, timeouts 0
Response: unexpected 0, server error 0, incorrect 0, time
Transaction: success 0, failure 0
Elapsed time since counters last cleared: 3m

acct-port 2096

0ms
0ms
0ms
acct-port 1646

0ms
0ms
0ms

RADIUS サーバの設定と統計情報をチェックする SNMP GET 操作
aaa-server5:/users/smetri> getmany 10.0.1.42 casConfigTable
casAddress.2.2 = 172.19.192.238
casAddress.2.3 = 172.19.192.238
casAuthenPort.2.2 = 2095
casAuthenPort.2.3 = 1645
casAcctPort.2.2 = 2096
casAcctPort.2.3 = 1646
casKey.2.2 =
casKey.2.3 =
! The following line shows priority for server 1.
casPriority.2.2 = 1
! The following line shows priority for server 2.
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casPriority.2.3 = 2
casConfigRowStatus.2.2 = active(1)
casConfigRowStatus.2.3 = active(1)
aaa-server5:/users/smetri>

SNMP Set オペレーション
RADIUS サーバのキーが変更されています。また、インデックス「1」が使用されています。この
インデックスは、エントリの追加、削除、修正に使用されるワイルドカードとして機能します。
Change the key for server 1:=>
aaa-server5:/users/smetri> setany -v2c 10.0.1.42 public casAddress.2.1 -a 172.19.192.238
casAuthenPort.2.1 -i 2095 casAcctPort.2.1 -i 2096 casKey.2.1 -o king
casAddress.2.1 = 172.19.192.238
casAuthenPort.2.1 = 2095
casAcctPort.2.1 = 2096
casKey.2.1 = king
aaa-server5:/users/smetri>

SET 操作の後
上記の SNMP SET 操作後、デバイスの設定が変更されます。SET 操作後の出力を次に示します。
Device# show running-config | include radius-server host
radius-server host 172.19.192.238 auth-port 1645 acct-port 1646
! The following line shows a change in the key value to “king.”
radius-server host 172.19.192.238 auth-port 2095 acct-port 2096 key king
Device# show aaa servers
RADIUS: id 3, priority 1, host 172.19.192.238, auth-port 1645,
State: current UP, duration 189s, previous duration 0s
Dead: total time 0s, count 2
Authen: request 8, timeouts 8
Response: unexpected 0, server error 0, incorrect 0, time
Transaction: success 0, failure 4
Author: request 0, timeouts 0
Response: unexpected 0, server error 0, incorrect 0, time
Transaction: success 0, failure 0
Account: request 0, timeouts 0
Response: unexpected 0, server error 0, incorrect 0, time
Transaction: success 0, failure 0
Elapsed time since counters last cleared: 6m
! The following line shows a new server with new statistics.
RADIUS: id 4, priority 2, host 172.19.192.238, auth-port 2095,
State: current UP, duration 209s, previous duration 0s
Dead: total time 0s, count 7
Authen: request 0, timeouts 0
Response: unexpected 0, server error 0, incorrect 0, time
Transaction: success 0, failure 0
Author: request 0, timeouts 0
Response: unexpected 0, server error 0, incorrect 0, time
Transaction: success 0, failure 0
Account: request 0, timeouts 0
Response: unexpected 0, server error 0, incorrect 0, time

acct-port 1646

0ms
0ms
0ms

acct-port 2096

0ms
0ms
0ms

AAA-SERVER-MIB Set Operation に関するその他の参考資料
ここでは、AAA-SERVER-MIB Set Operation 機能の関連資料について説明します。
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関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

Cisco セキュリティ コマンド

• 『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands A to C』
• 『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands D to L』
• 『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands M to R』
• 『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands S to Z』

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

AAA-SERVER-MIB Set Operation の機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト
ウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだけを
示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リリースでも
サポートされます。
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プラットフォームのサポートおよびシスコ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 にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
表 82：AAA-SERVER-MIB Set Operation の機能情報

機能名

リリース

AAA-SERVER-MIB Set Operation Cisco IOS 15.2(1)E

機能情報
AAA-SERVER-MIB Set Operation 機
能により、認証、認可、アカウン
ティング（AAA）サーバ設定を拡
張できます。
CISCO-AAA-SERVER-MIB を使用し
て、新規 AAA サーバの作成や追
加、CISCO-AAA-SERVER-MIB での
「キー」の変更、AAA サーバ設定
の削除などを実行できます。
次のコマンドが導入または変更され
ました。
showaaaservers,showrunning-config,showrunning-configvrf.
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章

セキュア シェルの設定
セキュア シェル（SSH）は、Berkeley の r ツールへのセキュアな置換を提供するアプリケーショ
ンおよびプロトコルです。プロトコルは標準の暗号メカニズムを使用してセッションの安全を確
保します。アプリケーションは Berkeley の rexec および rsh ツールと同様に使用できます。2 つ
のバージョンの SSH（SSH バージョン 1 と SSH バージョン 2）を使用できます。
• 機能情報の確認, 907 ページ
• セキュア シェルを設定するための前提条件, 908 ページ
• セキュア シェルの設定に関する制約事項, 908 ページ
• セキュア シェルの設定について, 909 ページ
• セキュア シェルの設定方法, 912 ページ
• セキュア シェルの設定例, 926 ページ
• セキュア シェルに関するその他の参考資料, 927 ページ
• セキュア シェルの設定に関する機能情報, 928 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表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シスコ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 からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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セキュア シェルを設定するための前提条件
セキュア シェル（SSH）用にスイッチを設定するための前提条件は、次のとおりです。
• SSH を動作させるには、スイッチに Rivest、Shamir、および Adleman（RSA）の公開キーと
秘密キーのペアが必要です。これは SSH が必要なセキュア コピー プロトコル（SCP）も同
様で、セキュアな転送を実現させるには、これらのキーのペアが必要です。
• SCP をイネーブルにする前に、スイッチの SSH、認証、許可、およびアカウンティングを適
切に設定してください。
• SCP は SSH を使用してセキュアな転送を実行するため、ルータには RSA キーのペアが必要
です。
• SCP はセキュリティについて SSH に依存します。
• SCP の設定には認証、許可、アカウンティング（AAA）の許可も必要なため、ルータはユー
ザが正しい権限レベルを保有しているか確認する必要があります。
• ユーザが SCP を使用するには適切な許可が必要です。
• 適切な許可を得ているユーザは、SCP を使用して Cisco IOS File System（IFS）のファイルを
スイッチに（またはスイッチから）自由にコピーできます。コピーには copy コマンドを使
用します。また、許可されている管理者もこの作業をワークステーションから実行できま
す。
• セキュア シェル（SSH）サーバは、IPsec（データ暗号規格（DES）または 3DES）の暗号化
ソフトウェア イメージを必要とします。SSH クライアントは、IPsec（DES または 3DES）の
暗号化ソフトウェア イメージが必要です。
• グローバル コンフィギュレーション モードで hostname および ip domain-name コマンドを
使用して、デバイスのホスト名とホスト ドメインを設定します。

セキュア シェルの設定に関する制約事項
セキュア シェル用にSwitchを設定するための制約事項は、次のとおりです。
• スイッチは、Rivest, Shamir, and Adelman（RSA）認証をサポートします。
• SSH は、実行シェル アプリケーションだけをサポートします。
• SSH サーバおよび SSH クライアントは、データ暗号規格（DES）（56 ビット）および 3DES
（168 ビット）データ暗号化ソフトウェアでのみサポートされます。DES ソフトウェア イ
メージの場合、使用できる暗号化アルゴリズムは DES だけです。3DES ソフトウェア イメー
ジの場合、DES と 3DES の両方の暗号化アルゴリズムを使用できます。
• Switchは、128 ビット キー、192 ビット キー、または 256 ビット キーの Advanced Encryption
Standard（AES）暗号化アルゴリズムをサポートします。ただし、キーを暗号化する対称暗号
化 AES はサポートされません。
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• このソフトウェア リリースは、IP Security（IPSec）をサポートしていません。
• SCP を使用する場合、copy コマンドにパスワードを入力することはできません。プロンプト
が表示されたときに、入力する必要があります。
• ログイン バナーはセキュア シェル バージョン 1 ではサポートされません。セキュア シェ
ル バージョン 2 ではサポートされています。
• リバース SSH の代替手段をコンソール アクセス用に設定する場合、-l キーワード、userid
:{number} {ip-address} デリミタ、および引数が必須です。

セキュア シェルの設定について
セキュアシェル（SSH）は、デバイスに対する安全なリモート接続を可能にするプロトコルです。
SSH は、デバイスの認証時に強力な暗号化を行うことで、リモート接続について Telnet 以上のセ
キュリティを実現します。このソフトウェア リリースは、SSH バージョン 1（SSHv1）および SSH
バージョン 2（SSHv2）をサポートしています。

SSH およびスイッチ アクセス
セキュアシェル（SSH）は、デバイスに対する安全なリモート接続を可能にするプロトコルです。
SSH は、デバイスの認証時に強力な暗号化を行うことで、リモート接続について Telnet 以上のセ
キュリティを実現します。このソフトウェア リリースは、SSH バージョン 1（SSHv1）および SSH
バージョン 2（SSHv2）をサポートしています。
IPv6 の SSH 機能は IPv4 における機能と同じです。IPv6 の場合、SSH は IPv6 アドレスをサポート
し、IPv6 トランスポート上において、リモート IPv6 ノードとのセキュリティ保護および暗号化さ
れた接続を有効化します。

SSH サーバ、統合クライアント、およびサポートされているバージョン
セキュア シェル（SSH）統合クライアント機能は、SSH プロトコル上で動作し、デバイスの認証
および暗号化を実現するアプリケーションです。SSH クライアントによって、シスコ デバイスは
別のシスコ デバイスなど SSH サーバを実行するデバイスに対して、セキュアで暗号化された接続
を実行できます。この接続は、接続が暗号化される点を除いて Telnet のアウトバウンド接続と同
様の機能を提供します。SSH クライアントは、認証および暗号化により、保護されていないネッ
トワーク上でもセキュアな通信ができます。
SSH サーバおよび SSH 統合クライアントは、スイッチ上で実行されるアプリケーションです。
SSH サーバは、このリリースでサポートされている SSH クライアントおよび、他社製の SSH ク
ライアントと使用します。SSH クライアントは、市販の一般的な SSH サーバと連動します。SSH
クライアントは、Data Encryption Standard（DES）、3DES、およびパスワード認証の暗号をサポー
トします。
スイッチは、SSHv1 または SSHv2 サーバをサポートします。
スイッチは、SSHv1 クライアントをサポートしています。
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（注）

SSH クライアント機能を使用できるのは、SSH サーバがイネーブルの場合だけです。
ユーザ認証は、デバイスに対する Telnet セッションの認証と同様に実行されます。SSH は、次の
ユーザ認証方式もサポートします。
• TACACS+
• RADIUS
• ローカル認証および許可

RSA 認証のサポート
セキュア シェル（SSH）クライアントで使用できる Rivest、Shamir、Adleman（RSA）認証は、
Cisco ソフトウェアの SSH サーバではデフォルトでサポートされていません。

SSL の設定時の注意事項
SSL をスイッチ クラスタで使用すると、SSL セッションがクラスタ コマンダで終了します。クラ
スタ メンバのスイッチは標準の HTTP で動作させる必要があります。
CA のトラストポイントを設定する前に、システム クロックが設定されていることを確認してく
ださい。クロックが設定されていないと、不正な日付により証明書が拒否されます。
スイッチ スタック内のスタック マスターで、SSL セッションが強制終了されます。

セキュア コピー プロトコルの概要
Secure Copy Protocol（SCP）機能は、スイッチの設定やイメージ ファイルのコピーにセキュアな
認証方式を提供します。SCP にはセキュア シェル（SSH）が必要です（Berkeley の r-tool に代わる
セキュリティの高いアプリケーションおよびプロトコルです）。
SSH を動作させるには、スイッチに RSA の公開キーと秘密キーのペアが必要です。これは SSH
が必要な SCP も同様で、セキュアな転送を実現させるには、これらのキーのペアが必要です。
また、SSH には AAA 認証が必要のため、適切に設定するには、SCP にも AAA 認証が必要になり
ます。
• SCP をイネーブルにする前に、スイッチの SSH、認証、許可、およびアカウンティングを適
切に設定してください。
• SCP は SSH を使用してセキュアな転送を実行するため、ルータには RSA キーのペアが必要
です。
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（注）

SCP を使用する場合、copy コマンドにパスワードを入力することはできません。プロンプト
が表示されたときに、入力する必要があります。

Secure Copy Protocol（SCP）
Secure Copy Protocol（SCP）機能は、スイッチの設定やスイッチ イメージ ファイルのコピーにセ
キュアな認証方式を提供します。SCP は一連の Berkeley の r-tools に基づいて設計されているた
め、その動作内容は、SCP が SSH のセキュリティに対応している点を除けば、Remote Copy Protocol
（RCP）と類似しています。また、SCP の設定には認証、許可、アカウンティング（AAA）の許
可も必要なため、スイッチはユーザが正しい権限レベルを保有しているか確認する必要がありま
す。Secure Copy 機能を設定するには、SCP の概念を理解する必要があります。

セキュア コピーの動作方法
セキュア コピー（SCP）は一連の Berkeley の r-tools（Berkeley 大学独自のネットワーキング アプ
リケーション セット）に基づいて設計されているため、その動作内容は Remote Copy Protocol
（RCP）と類似しています。ただし、SCP はセキュア シェル（SSH）のセキュリティに対応して
いる点は除きます。加えて、SCP では、ユーザが正しい権限レベルを持っていることをデバイス
上で判断できるように、認証、認可、アカウンティング（AAA）認可を設定する必要があります。
SCP を使用すると、copy コマンドを使用して Cisco IOS ファイル システム（IFS）内の任意のファ
イルのコピーをデバイスとの間で実行できるのは、特権レベルが15のユーザのみになります。許
可された管理者はワークステーションからこの操作を実行することもできます。

（注）

Cisco ソフトウェアと一緒に pscp.exe ファイルを使用している場合は、SCP オプションを有効
にします。

リバース Telnet
リバース telnet を使用すると、特定のポート範囲に telnet を実行したり、端末または補助回線に接
続することができます。リバース telnet は、他のシスコ デバイスのコンソールへの端末回線を複
数内蔵したシスコ デバイスとの接続によく使用されていました。telnet を使用すると、特定の回
線上のターミナル サーバに telnet することによって、どの場所からでも簡単にデバイス コンソー
ルに到達できます。この telnet アプローチは、デバイスへのすべてのネットワーク接続が切断さ
れている場合でも、そのデバイスの設定に使用できます。また、リバース telnet は、シスコ デバ
イスに接続されたモデムをダイヤルアウトに使用することもできます（通常は、ロータリー デバ
イスと一緒に使用します）。
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リバース SSH
リバース telnet は SSH を使用して実現できます。リバース telnet と違って、SSH はセキュアな接
続を提供します。リバース SSH 拡張機能は、SSH の設定を容易にします。この機能を使用すれ
ば、SSH を有効にする端末または補助回線ごとに別々の回線を設定する必要がなくなります。以
前のリバース SSH 設定方法では、アクセスできるポートの数が 100 に制限されていました。リ
バース SSH 拡張機能では、ポートの数に制限がありません。

セキュア シェルの設定方法
SSH を実行するためのSwitchの設定
SSH を実行するようにSwitchをセットアップするには、次の手順を実行してください。

はじめる前に
ローカルアクセスまたはリモートアクセス用にユーザ認証を設定します。この手順は必須です。
詳細については、次の関連項目を参照してください。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. hostname hostname
4. ip domain-name domain_name
5. crypto key generate rsa
6. end
7. show running-config
8. 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。パスワードを入
力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
912

セキュア シェルの設定方法

ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

hostname hostname

Switchのホスト名および IP ドメイン名を設定します。
（注）

例：

この手順を実行するのは、Switchを SSH サーバと
して設定する場合だけです。

Switch(config)# hostname
your_hostname

ステップ 4

ip domain-name domain_name

Switchのホスト ドメインを設定します。

例：
Switch(config)# ip domain-name
your_domain

ステップ 5

crypto key generate rsa
例：
Switch(config)# crypto key generate
rsa

Switch上でローカルおよびリモート認証用に SSH サーバを
イネーブルにし、RSA キー ペアを生成します。Switchの RSA
キー ペアを生成すると、SSH が自動的にイネーブルになり
ます。
最小モジュラス サイズは、1024 ビットにすることを推奨し
ます。
RSA キーのペアを生成する場合に、モジュラスの長さの入
力を求められます。モジュラスが長くなるほど安全ですが、
生成と使用に時間がかかります。
（注）

ステップ 6

この手順を実行するのは、Switchを SSH サーバと
して設定する場合だけです。

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 7

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

copy running-config startup-config

（任意）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：
Switch# copy running-config
startup-config

SSH サーバの設定
SSH サーバを設定するには、次の手順を実行します。

（注）

この手順を実行するのは、Switchを SSH サーバとして設定する場合だけです。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ip sshversion [1 | 2]
4. ip ssh {timeout seconds | authentication-retries number}
5. 次のいずれかまたは両方を使用します。
• line vtyline_number[ ending_line_number ]
• transport input ssh
6. end
7. show running-config
8. 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。パスワードを入力しま
す（要求された場合）。

例：
Switch> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

ip sshversion [1 | 2]
例：

（任意）SSHv1 または SSHv2 を実行するようにSwitchを設定しま
す。
• 1：SSH バージョン 1 を実行するようにSwitchを設定します。

Switch(config)# ip ssh version 1

• 2：SSH バージョン 2 を実行するようにSwitchを設定します。
このコマンドを入力しない場合、またはキーワードを指定しない
場合、SSH サーバは、SSH クライアントでサポートされている最
新バージョンの SSH を選択します。たとえば、SSH クライアント
が SSHv1 および SSHv2 をサポートする場合、SSH サーバは SSHv2
を選択します。

ステップ 4

ip ssh {timeout seconds |
authentication-retries number}
例：
Switch(config)# ip ssh timeout 90
authentication-retries 2

SSH 制御パラメータを設定します。
• タイムアウト値は秒単位で指定します（デフォルト値は 120
秒）。指定できる範囲は 0 ～ 120 秒です。このパラメータは、
SSH ネゴシエーション フェーズに適用されます。接続が確立
されると、Switchは CLI ベース セッションのデフォルトのタ
イムアウト値を使用します。
デフォルトでは、ネットワーク上の複数の CLI ベース セッ
ション（セッション 0 ～ 4）に対して、最大 5 つの暗号化同
時 SSH 接続を使用できます。実行シェルが起動すると、CLI
ベース セッションのタイムアウト値はデフォルトの 10 分に
戻ります。
• クライアントをサーバへ再認証できる回数を指定します。デ
フォルトは 3 です。指定できる範囲は 0 ～ 5 です。
両方のパラメータを設定する場合はこの手順を繰り返します。

ステップ 5

次のいずれかまたは両方を使用し （任意）仮想端末回線設定を設定します。
ます。
• ライン コンフィギュレーション モードを開始して、仮想端末
• line
回線設定を設定します。line_number および ending_line_number
vtyline_number[ending_line_number]
には、回線のペアを指定します。指定できる範囲は 0 ～ 15 で
す。
• transport input ssh
• Switchで非 SSH Telnet 接続を回避するように設定します。こ
れにより、ルータは SSH 接続に限定されます。
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コマンドまたはアクション

目的

例：
Switch(config)# line vty 1 10

または
Switch(config-line)# transport
input ssh

ステップ 6

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config-line)# end

ステップ 7

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 8

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

SSH クライアントの呼び出し
セキュア シェル（SSH）クライアントを呼び出すには、次の作業を実行します。SSH クライアン
トはユーザ EXEC モードで実行されます。設定作業は特にありません。

手順の概要
1. enable
2. ssh-l username -vrf vrf-name ip-address
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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。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

ssh-l username -vrf vrf-name ip-address
例：

SSH クライアントを呼び出し、指定した仮想ルーティン
グおよび転送（VRF）インスタンスの IP ホストまたはア
ドレスに接続します。

Device# ssh -l user1 -vrf vrf1
192.0.2.1

トラブルシューティングのヒント
• セキュア シェル（SSH）コンフィギュレーション コマンドが不正なコマンドとして拒否され
た場合は、デバイスの Rivest、Shamir、Adleman（RSA）キー ペアが適切に生成されていま
せん。ホスト名およびドメインを指定していることを確認します。次に、cryptokeygeneratersa
コマンドを使用して RSA キー ペアを生成し、SSH サーバを有効にします。
• RSA キー ペアを設定すると、次のエラー メッセージが表示されることがあります。
• No hostname specified
hostname グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、デバイスのホスト
名を設定する必要があります。
• No domain specified
ipdomain-name グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、デバイスの
ホスト ドメインを設定する必要があります。
• 使用できる SSH 接続数は、デバイスに設定されている vty の最大数までに制限されます。各
SSH 接続は vty リソースを使用します。
• SSH では、デバイスで AAA によって設定されるローカル セキュリティまたはセキュリティ
プロトコルが、ユーザ認証に使用されます。認証、認可、アカウンティング（AAA）を設定
する場合、コンソールで AAA のユーザ認証を無効にする必要があります。デフォルトでコ
ンソールの AAA 認可はディセーブルです。コンソールで AAA 認可が有効になっている場合
は、AAA コンフィギュレーション段階で no aaa authorization console コマンドを設定して無
効にします。
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コンソール アクセス用のリバース SSH の設定
SSH サーバ上でリバース SSH コンソール アクセスを設定するには、次の手順を実行します。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. line line-number
4. noexec

ending-line-number

5. loginauthentication listname
6. transportinputssh
7. exit
8. exit
9. ssh-l userid : {number} {ip-address}

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。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> 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：
Device# configure terminal

ステップ 3

line line-number

ending-line-number 設定用の回線を特定して、回線コンフィギュレーション モー
ドに入ります。

例：
Device# line 1 3

ステップ 4

noexec

回線上の EXEC 処理を無効にします。

例：
Device(config-line)# no exec
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

loginauthentication listname

回線のログイン認証メカニズムを定義します。
（注）

例：

認証方式はユーザ名とパスワードを使用する必要が
あります。

Device(config-line)# login
authentication default

ステップ 6

transportinputssh
例：

デバイスの特定の回線への接続に使用されるプロトコルを定
義します。
• リバース SSH 拡張機能の場合は、ssh キーワードを使用

Device(config-line)# transport
input ssh

ステップ 7

する必要があります。
ライン コンフィギュレーション モードを終了します。

exit
例：
Device(config-line)# exit

ステップ 8

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。

exit
例：
Device(config)# exit

ステップ 9

ssh-l userid : {number} {ip-address}
例：

SSH サーバを実行しているリモート ネットワーキング デバイ
スにログインするときに使用されるユーザ ID を指定します。
• userid：ユーザ ID。

Device# ssh -l lab:1
router.example.com

• : ：ポート番号と端末 IP アドレスが userid 引数に続くこ
とを示します。
• number：端末番号または補助回線番号。
• ip-address：ターミナル サーバの IP アドレス。
（注）

userid 引数と :rotary{number}{ip-address} デリミタ
および引数は、リバース SSH の代替手段をモデム
アクセス用に設定する場合に必要です。

モデム アクセス用のリバース SSH の設定
リバース SSH をモデム アクセス用に設定するには、後述の「手順の概要」で示す手順を実行しま
す。
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この設定では、リバース SSH がダイヤルアウト回線に使用されるモデム上で設定されます。ダイ
ヤルアウト モデムのいずれかに到達するには、下のステップ 10 に示すように、任意の SSH クラ
イアントを使用して SSH セッションを開始し、ロータリー デバイスから次に使用可能なモデムに
到達します。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. line line-number
4. noexec

ending-line-number

5. loginauthentication listname
6. rotary group
7. transportinputssh
8. exit
9. exit
10. ssh-l userid :rotary {number} {ip-address}

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。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> 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：
Device# configure terminal

ステップ 3

line line-number

ending-line-number 設定用の回線を特定して、回線コンフィギュレーション モー
ドに入ります。

例：
Device# line 1 200

ステップ 4

noexec

回線上の EXEC 処理を無効にします。

例：
Device(config-line)# no exec

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
920

セキュア シェルの設定方法

ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

loginauthentication listname

回線のログイン認証メカニズムを定義します。
（注）

例：

認証方式はユーザ名とパスワードを使用する必要
があります。

Device(config-line)# login
authentication default

ステップ 6

rotary group

1 つ以上の仮想端末回線または 1 つの補助ポート回線からな
る回線グループを定義します。

例：
Device(config-line)# rotary 1

ステップ 7

transportinputssh
例：

• リバース SSH 拡張機能の場合は、ssh キーワードを使用

Device(config-line)# transport
input ssh

ステップ 8

デバイスの特定の回線への接続に使用されるプロトコルを定
義します。
する必要があります。
ライン コンフィギュレーション モードを終了します。

exit
例：
Device(config-line)# exit

ステップ 9

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。

exit
例：
Device(config)# exit

ステップ 10

ssh-l userid :rotary {number}
{ip-address}
例：

SSH サーバを実行しているリモート ネットワーキング デバ
イスにログインするときに使用されるユーザ ID を指定しま
す。
• userid：ユーザ ID。

Device# ssh -l lab:rotary1
router.example.com

• : ：ポート番号と端末 IP アドレスが userid 引数に続くこ
とを示します。
• number：端末番号または補助回線番号。
• ip-address：ターミナル サーバの IP アドレス。
（注）

userid 引数と :rotary{number}{ip-address} デリミタ
および引数は、リバース SSH の代替手段をモデム
アクセス用に設定する場合に必要です。

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーション
ガイド
921

セキュア シェルの設定方法

クライアント上でのリバース SSH のトラブルシューティング
クライアント（リモート デバイス）上でリバース SSH 設定の問題を解決するには、次の手順を実
行します。

手順の概要
1. enable
2. debugipsshclient

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。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

debugipsshclient

SSH クライアントに関するデバッギング メッセージを
表示します。

例：
Device# debug ip ssh client

サーバ上でのリバース SSH のトラブルシューティング
ターミナル サーバ上でリバース SSH 設定の問題を解決するには、次の手順を実行します。各ス
テップは、互いに独立しているため、任意の順序で設定できます。

手順の概要
1. enable
2. debugipssh
3. showssh
4. showline
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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。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

debugipssh

SSH サーバに関するデバッギング メッセージを表示し
ます。

例：
Device# debug ip ssh

ステップ 3

showssh

SSH サーバ接続のステータスを表示します。

例：
Device# show ssh

ステップ 4

showline

端末回線のパラメータを表示します。

例：
Device# show line

SSH の設定およびステータスのモニタリング
次の表に、SSH サーバの設定およびステータスを示します。
表 83：SSH サーバの設定およびステータスを表示するコマンド

コマンド

目的

show ip ssh

SSH サーバのバージョンおよび設定情報を表示
します。

show ssh

SSH サーバのステータスを表示します。

セキュア コピーの設定
シスコ デバイスにセキュア コピー（SCP）サーバ側機能の設定をするには、次の手順を実行しま
す。
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手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. aaanew-model
4. aaa authenticationlogin {default | list-name} method1 [ method2...]
5. aaaauthorization {network | exec | commands level | reverse-access | configuration} {default |
list-name} [method1 [ method2...]]
6. username name [privilege level] password encryption-type encrypted-password
7. ipscpserverenable
8. exit
9. showrunning-config
10. debugipscp

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。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

aaanew-model

ログイン時の AAA 認証を設定します。

例：
Device(config)# aaa new-model

ステップ 4

aaa authenticationlogin {default | list-name} AAA アクセス コントロール システムをイネーブルに
method1 [ method2...]
します。
例：
Device(config)# aaa authentication login
default group tacacs+

ステップ 5

aaaauthorization {network | exec | commands ネットワークへのユーザアクセスを制限するパラメー
level | reverse-access | configuration} {default タを設定します。
| list-name} [method1 [ method2...]]
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

例：
Device(config)# aaa authorization exec
default group tacacs+

ステップ 6

username name [privilege level] password
encryption-type encrypted-password
例：

exec キーワードは、認可を実行して、ユー
ザが EXEC シェルの実行を許可されている
かどうかを判断します。したがって、SCP
を設定するときに exec キーワードを使用す
る必要があります。

ユーザ名をベースとした認証システムを構築します。
（注）

TACACS+ や RADIUS などのネットワーク
ベースの認証メカニズムが設定されている
場合は、この手順を省略できます。

Device(config)# username superuser
privilege 2 password 0 superpassword

ステップ 7

ipscpserverenable

SCP サーバ側機能を有効にします。

例：
Device(config)# ip scp server enable

ステップ 8

グローバル コンフィギュレーション モードを終了
し、特権 EXEC モードに戻ります。

exit
例：
Device(config)# exit

ステップ 9

showrunning-config

（任意）SCP サーバ側機能を表示します。

例：
Device# show running-config

ステップ 10

debugipscp

（任意）SCP 認証問題を解決します。

例：
Device# debug ip scp
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セキュア シェルの設定例
例：ローカル認証を使用したセキュア コピーの設定
次の例は、セキュア コピー（SCP）のサーバ側機能の設定方法を示しています。この例では、ロー
カルに定義されたユーザ名とパスワードを使用します。
! AAA authentication and authorization must be configured properly in order for SCP to work.
aaa new-model
aaa authentication login default local
aaa authorization exec default local
username user1 privilege 15 password 0 lab
! SSH must be configured and functioning properly.
ip scp server enable

例：ネットワークベース認証を使用した SCP サーバ側の設定
次の例は、ネットワークベースの認証メカニズムを使用した SCP のサーバ側機能の設定方法を示
しています。
! AAA authentication and authorization must be configured properly for SCP to work.
aaa new-model
aaa authentication login default group tacacs+
aaa authorization exec default group tacacs+
! SSH must be configured and functioning properly.
ip ssh time-out 120
ip ssh authentication-retries 3
ip scp server enable

リバース SSH コンソール アクセスの例
次の設定例は、リバース SSH が端末回線 1 ～ 3 のコンソール アクセス用に設定されていることを
示しています。
ターミナル サーバの設定
line 1 3
no exec
login authentication default
transport input ssh

クライアント設定
SSH クライアント上で設定された次のコマンドは、それぞれ、回線 1、2、および 3 とのリバース
SSH セッションを形成します。
ssh -l lab:1 router.example.com
ssh -l lab:2 router.example.com
ssh -l lab:3 router.example.com
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リバース SSH モデム アクセスの例
次の設定例では、ダイヤルアウト回線の 1 ～ 200 がモデム アクセス用のロータリー グループ 1 に
グループ分けされています。
line 1 200
no exec
login authentication default
rotary 1
transport input ssh
exit

次のコマンドは、リバース SSH がロータリー グループの最初の空き回線に接続されることを表示
します。
ssh -l lab:rotary1 router.example.com

例：SSH の設定およびステータスのモニタリング
セキュア シェル（SSH）サーバが有効であることを確認し、SSH 接続のバージョンおよび設定デー
タを表示するには、showipssh コマンドを使用します。次に、SSH がイネーブルの例を示します。
Device# show ip ssh
SSH Enabled - version 1.5
Authentication timeout: 120 secs; Authentication retries: 3

次に、SSH がディセーブルの例を示します。
Device# show ip ssh
%SSH has not been enabled

SSH サーバ接続のステータスを確認するには、showssh コマンドを使用します。次に、SSH を有
効にしたときのデバイス上の SSH サーバ接続の例を示します。
Device# show ssh
Connection
Version
Encryption State Username
0 1.5 3DES Session Started guest

次に、SSH がディセーブルの例を示します。
Device# show ssh
%No SSH server connections running.

セキュア シェルに関するその他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』
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関連項目

マニュアル タイトル

Cisco セキュリティ コマンド

• 『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands A to C』
• 『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands D to L』
• 『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands M to R』
• 『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands S to Z』

IPv6 コマンド

『Cisco IOS IPv6 Command Reference』

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

セキュア シェルの設定に関する機能情報
リリース

機能情報

Cisco IOS Release 15.0(2)EXCisco IOS Release
15.2(5)E

この機能が導入されました。
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リリース

機能情報

Cisco IOS Release 15.2(5)E

（注）

Cisco IOS 15.2(1)E

セキュア シェル（SSH）のバージョン 1 と 2 に
対してサポートされているリバース SSH 拡張機
能は、SSH を有効にしなければならない端末ま
たは補助回線ごとに別々の回線を設定する必要
がないようにリバース SSH を設定する代替手段
を提供します。この機能は、ロータリー グルー
プの制限も排除します。

Cisco IOS Release 15.2(5)E 以降では、
セキュア シェル バージョン
（SSHv1）は廃止されます。

この機能は、CAT4500-X、CAT4500E-SUP6E、
CAT4500E-SUP6L-E、CAT4500E-SUP7E、
CAT4500E-SUP7L-E でサポートされていまし
た。
次のコマンドが導入されました。ssh。
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章

セキュア シェル バージョン 2 サポート
セキュア シェル バージョン 2 サポート機能で、セキュア シェル（SSH）バージョン 2 を設定で
きます（SSH バージョン 1 サポートは、以前のシスコ ソフトウェア リリースに実装されていま
した）。SSH は、信頼性の高いトランスポート層の上部で実行され、強力な認証機能と暗号化機
能を提供します。SSH では、信頼できる転送として定義されているのは TCP のみです。SSH で、
ネットワーク上の他のコンピュータに安全にアクセスしたり、コマンドを安全に実行できます。
SSH とともに提供されるセキュア コピー プロトコル（SCP）機能で、ファイルを安全に転送で
きます。
• 機能情報の確認, 931 ページ
• セキュア シェル バージョン 2 サポートに関する情報, 932 ページ
• セキュア シェル バージョン 2 サポートの設定方法, 935 ページ
• セキュア シェル バージョン 2 サポートの設定例, 951 ページ
• セキュア シェル バージョン 2 サポートの追加情報, 956 ページ
• セキュア シェル バージョン 2 サポートの機能情報, 957 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表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シスコ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 からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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セキュア シェル バージョン 2 サポートに関する情報
SSH バージョン 2
セキュア シェル バージョン 2 サポート機能で、SSH バージョン 2 を設定できます。
SSH バージョン 2 サーバの設定は、SSH バージョン 1 の設定と同様です。ipsshversion コマンド
は、設定する SSH バージョンを定義します。このコマンドを設定しない場合、デフォルトで SSH
は互換モードで実行されます。バージョン 1 とバージョン 2 両方の接続が利用できます。

（注）

SSHバージョン1は、標準として定義されていないプロトコルです。未定義のプロトコル（バー
ジョン 1）にデバイスがフォールバックしないようにするには、ipsshversion コマンドを使用
してバージョン 2 を指定する必要があります。
ipsshrsakeypair-name コマンドを使用すると、設定した Rivest、Shamir、および Adleman（RSA）
キーを使用して SSH 接続を実行できます。すでに、SSH は生成済みの最初の RSA キーにリンク
されています（つまり、最初の RSA キー ペアが生成された時点で SSH はイネーブルになってい
ます）。この動作は存在していますが、ipsshrsakeypair-name コマンドを使用してこの動作を行わ
ないようにすることができます。ipsshrsakeypair-name コマンドをキー ペアの名前を指定して設
定すると、SSH は、キー ペアが存在する場合に有効になるか、キー ペアを後で作成する場合は後
から有効になります。このコマンドを使用して SSH をイネーブルにする場合、Cisco ソフトウェ
アの SSH バージョン 1 では必要な、ホスト名とドメイン名を設定を設定する必要はありません。

（注）

ログイン バナーは SSH バージョン 2 でサポートされますが、セキュア シェル バージョン 1 で
はサポートされません。

セキュア シェル バージョン 2 の機能拡張
SSH バージョン 2 の機能拡張には、Virtual Routing and Forwarding（VRF）-Aware SSH、SSH デバッ
グ機能拡張、および Diffie-Hellman（DH）グループ交換のサポートなどの追加機能がいくつか含
まれています。

（注）

VRF-Aware SSH 機能は、ご使用のリリースに応じてサポートされます。
Cisco SSH 実装では従来、768 ビット絶対値が使用されていましたが、DH グループ 14（2048 ビッ
ト）およびグループ 16（4096 ビット）暗号化アプリケーションに対応するため、より大きなキー
サイズの必要性が高まり、優先 DH グループを確立するクライアントとサーバ間のメッセージ交
換が必要になっています。ipsshdhminsize コマンドは、SSH サーバ上のモジュラス サイズを設定
します。これに加え、ssh コマンドが拡張され、SSH クライアント側のクライアントの VRF イン
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スタンス名を IP アドレスとともに使用して、正しいルーティング テーブルを検索し、接続を確立
する機能に、VRF 認識が追加されました。
SSH debug コマンドが修正され、デバッグが拡張されました。debugipssh コマンドは、デバッグ
プロセスを簡素化するために拡張されました。デバッグ プロセスを簡素化する前、このコマンド
では、明確に必要かどうかに関係なく SSH に関連するすべてのデバッグ メッセージが印刷されま
した。この動作は依然として存在しますが、debugipssh コマンドをキーワードを指定して設定し
た場合、メッセージはキーワードで指定した情報に制限されます。

セキュア シェル バージョン 2 の RSA キーに関する機能拡張
Cisco SSH バージョン 2 は、キーボード インタラクティブ認証方式およびパスワード ベースの認
証方式をサポートしています。RSA キーの SSH バージョン 2 拡張機能は、クライアントとサーバ
向けの RSA ベースの公開キー認証もサポートしています。
ユーザ認証：RSA ベースのユーザ認証では、各ユーザに関連付けられている秘密キー/公開キーの
ペアを認証に使用します。ユーザは秘密キー/公開キーのペアをクライアントで生成し、公開キー
を Cisco SSH サーバで設定して、認証を完了します。
クレデンシャルの確立を試行する SSH ユーザは、秘密キーを使用して暗号化された署名を提示し
ます。署名とユーザの公開キーは、認証のために SSH サーバに送信されます。SSH サーバでは、
ユーザから提示された公開キーに対してハッシュを計算します。ハッシュは、サーバに一致する
エントリがあるかどうかを判断するために使用されます。一致が見つかった場合、RSA ベースの
メッセージ検証が公開キーを使用して実行されます。その結果、暗号化されたシグニチャに基づ
いて、ユーザのアクセスは認証されるか拒否されます。
サーバ認証：SSH セッションの確立中に、Cisco SSH クライアントは、キー交換フェーズ中に使用
できるサーバ ホスト キーを使用して、SSH サーバを認証します。SSH サーバ キーは、SSH サー
バの識別に使用されます。これらのキーは SSH がイネーブルになるときに作成され、クライアン
ト側で設定する必要があります。
サーバ認証の場合、Cisco SSH クライアントが各サーバにホスト キーを割り当てる必要がありま
す。クライアントがサーバとの間で SSH セッションを確立しようとすると、クライアントはキー
交換メッセージの一部として、サーバの署名を受信します。厳密なホストキーのチェックフラグ
がクライアント側でイネーブルの場合、そのサーバに対応するホストキーエントリがあるかどう
かがクライアントで確認されます。一致が見つかると、クライアントはサーバホストキーを使用
して署名の検証を試行します。サーバの認証に成功すると、セッションの確立処理は続行します。
失敗すると、処理は終了し、「Server Authentication Failed」というメッセージが表示されます。

（注）

公開キーをサーバで格納する際、メモリを使用します。したがって、SSH サーバで設定できる
公開キーの数は、1 ユーザに最大 2 つの公開キーを作成した場合 10 ユーザ分に限られます。
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（注）

シスコ サーバは RSA ベースのユーザ認証をサポートしていますが、シスコ クライアントは認
証方式として公開キーを提案できません。RSA ベースの認証に対するオープンな SSH クライ
アントからの要求を Cisco サーバが受信した場合、サーバは認証要求を受け入れます。

（注）

サーバ認証の場合、サーバの RSA 公開キーを手動で設定し、Cisco SSH クライアント側で
ipsshstricthostkeycheck コマンドを設定します。

SNMP トラップ生成
ご使用のリリースに応じて、簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）トラップは、トラップ
が有効で SNMP デバッグがオンになっている場合、SSH セッションが終了した際に自動的に生成
されます。SNMP トラップの有効化に関する情報については、『SNMP Configuration Guide』の
「Configuring SNMP Support」モジュールを参照してください。

（注）

snmp-serverhost コマンドを設定する場合、IP アドレスは、SSH（telnet）クライアントがあり、
SSH サーバへの IP 接続が可能な PC のアドレスにする必要があります。
また、debugsnmppacket コマンドを使用して SNMP デバッグを有効にし、トラップを表示する必
要があります。トラップ情報には、送信バイト数や SSH セッションで使用されたプロトコルなど
の情報が含まれます。
次の例では、設定済みの SNMP トラップを示します。トラップ通知は、SSH セッションが終了す
ると自動的に生成されます。この例の a、b、c、d は SSH クライアントの IP アドレスです。
snmp-server
snmp-server host a.b.c.d public tty

次に、 debug snmp packet コマンドの出力例を示します。出力には、SSH セッションの SNMP ト
ラップ情報が含まれます。
Switch# debug snmp packet
SNMP packet debugging is on
Device1# ssh -l lab 10.0.0.2
Password:
Switch# exit
[Connection to 10.0.0.2 closed by foreign host]
Device1#
*Jul 18 10:18:42.619: SNMP: Queuing packet to 10.0.0.2
*Jul 18 10:18:42.619: SNMP: V1 Trap, ent cisco, addr 10.0.0.1, gentrap 6, spectrap 1
local.9.3.1.1.2.1 = 6
tcpConnEntry.1.10.0.0.1.22.10.0.0.2.55246 = 4
ltcpConnEntry.5.10.0.0.1.22.10.0.0.2.55246 = 1015
ltcpConnEntry.1.10.0.0.1.22.10.0.0.2.55246 = 1056
ltcpConnEntry.2.10.0.0.1.22.10.0.0.2.55246 = 1392
local.9.2.1.18.2 = lab
*Jul 18 10:18:42.879: SNMP: Packet sent via UDP to 10.0.0.2
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Switch#

SSH キーボード インタラクティブ認証
SSH キーボード インタラクティブ認証機能は、SSH での汎用メッセージ認証とも呼ばれ、異なる
種類の認証メカニズムを実装するために使用できる方式です。基本的に、現在サポートされてい
る、ユーザの入力のみが必要な認証方式はすべて、この機能で実行することができます。この機
能は自動的にイネーブルになります。
次の方式がサポートされています。
• Password
• サーバが送信するチャレンジ に応答する番号またはストリングを印刷する SecurID および
ハードウェア トークン
• プラグイン可能な認証モジュール（PAM）
• S/KEY（およびその他の使い捨てキー）

セキュア シェル バージョン 2 サポートの設定方法
ホスト名およびドメイン名を使用した SSH バージョン 2 のデバイス設定
手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. hostname name
4. ipdomain-name name
5. cryptokeygeneratersa
6. ipssh [time-out seconds | authentication-retries integer]
7. ipsshversion [1 |2]
8. exit

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。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

hostname name

デバイスのホスト名を設定します。

例：
Device(config)# hostname cisco7200

ステップ 4

ipdomain-name name

デバイスのドメイン名を設定します。

例：
cisco7200(config)# ip domain-name
example.com

ステップ 5

cryptokeygeneratersa

ローカルおよびリモート認証用に SSH サーバをイ
ネーブルにします。

例：
cisco7200(config)# crypto key generate
rsa

ステップ 6

ipssh [time-out seconds |
authentication-retries integer]

（任意）デバイス上で SSH 制御変数を設定します。

例：
cisco7200(config)# ip ssh time-out 120

ステップ 7

ipsshversion [1 |2]

（任意）デバイスで実行する SSH のバージョンを指
定します。

例：
cisco7200(config)# ip ssh version 1

ステップ 8

exit
例：
cisco7200(config)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終了
し、特権 EXEC モードを開始します。
• デフォルト ホストに戻るには、nohostname コ
マンドを使用します。
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RSA キー ペアを使用した SSH バージョン 2 のデバイス設定
手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ipsshrsakeypair-name keypair-name
4. cryptokeygeneratersa usage-keys label key-label modulus modulus-size
5. ipssh [time-out seconds | authentication-retries integer]
6. ipsshversion 2
7. exit

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。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ipsshrsakeypair-name keypair-name

SSH に使用する RSA キー ペアを指定します。
（注）

例：

シスコ デバイスには複数の RSA キー ペアを設
定できます。

Device(config)# ip ssh rsa keypair-name
sshkeys

ステップ 4

cryptokeygeneratersa usage-keys label
key-label modulus modulus-size

• SSH バージョン 2 では、絶対サイズは 768 ビット以

例：

上である必要があります。

Device(config)# crypto key generate rsa
usage-keys label sshkeys modulus 768

ステップ 5

デバイスでローカルおよびリモート認証を行う SSH サー
バをイネーブルにします。

ipssh [time-out seconds |
authentication-retries integer]

（注）

RSA キー ペアを削除するには、
cryptokeyzeroizersa コマンドを使用します。
RSA キー ペアを削除すると、SSH サーバは自
動的に無効になります。

デバイス上で SSH 制御変数を設定します。
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コマンドまたはアクション

目的

例：
Device(config)# ip ssh time-out 12

ステップ 6

デバイスで実行する SSH のバージョンを指定します。

ipsshversion 2
例：
Device(config)# ip ssh version 2

ステップ 7

グローバル コンフィギュレーション モードを終了し、特
権 EXEC モードを開始します。

exit
例：
Device(config)# exit

RSA ベースのユーザ認証を実行するための Cisco SSH サーバの設定
手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. hostname name
4. ipdomain-name name
5. cryptokeygeneratersa
6. ipsshpubkey-chain
7. username username
8. key-string
9. key-hash key-type key-name
10. 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。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

hostname name

ホスト名を指定します。

例：
Device(config)# hostname host1

ステップ 4

ipdomain-name name

Cisco ソフトウェアで使用するデフォルトのドメイン名を定義し、
不完全なホスト名のドメインを補完します。

例：
host1(config)# ip domain-name
name1

ステップ 5

cryptokeygeneratersa

RSA キー ペアを生成します。

例：
host1(config)# crypto key
generate rsa

ステップ 6

ipsshpubkey-chain
例：

• サーバに保存されている RSA 公開キーが、クライアントに

host1(config)# ip ssh
pubkey-chain

ステップ 7

SSH サーバ上のユーザおよびサーバ認証用に SSH-RSA キーを設
定し、公開キー コンフィギュレーション モードを開始します。

username username

保存されている公開キーと秘密キーのペアを使用して検証さ
れると、ユーザ認証は成功です。
SSH ユーザ名を設定し、公開キー ユーザ コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

例：
host1(conf-ssh-pubkey)# username
user1

ステップ 8

リモート ピアの RSA 公開キーを指定し、公開キー データ コン
フィギュレーション モードを開始します。

key-string
例：

（注）

host1(conf-ssh-pubkey-user)#
key-string

オープン SSH クライアントから（言い換えると
.ssh/id_rsa.pub ファイルから）公開キー値を取得できま
す。
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

key-hash key-type key-name

（任意）SSH キー タイプとバージョンを指定します。

例：
host1(conf-ssh-pubkey-data)#
key-hash ssh-rsa key1

• 秘密キー/公開キー ペアの設定では、キー タイプを ssh-rsa に
する必要があります。
• この手順が任意なのは、key-string コマンドが設定されてい
る場合のみです。
• key-string コマンドまたは key-hash コマンドのいずれかを設
定する必要があります。
（注）

ステップ 10

end
例：
host1(conf-ssh-pubkey-data)# end

公開キー ストリングのハッシュを計算するには、ハッ
シュ処理ソフトウェアを使用します。また、別のシス
コ デバイスからハッシュ値をコピーすることもできま
す。初めて公開キー データを入力する場合、key-string
コマンドを使用して公開キー データを入力することを
推奨します。

公開キー データ コンフィギュレーション モードを終了し、特権
EXEC モードに戻ります。
• デフォルト ホストに戻るには、nohostname コマンドを使用
します。

RSA ベースのサーバ認証を実行するための Cisco IOS SSH サーバの設定
手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. hostname name
4. ipdomain-name name
5. cryptokeygeneratersa
6. ipsshpubkey-chain
7. server server-name
8. key-string
9. exit
10. key-hash key-type key-name
11. end
12. configureterminal
13. ipsshstricthostkeycheck
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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。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

hostname name

ホスト名を指定します。

例：
Device(config)# hostname host1

ステップ 4

ipdomain-name name

Cisco ソフトウェアで使用するデフォルトのドメイン名を定義
し、不完全なホスト名のドメインを補完します。

例：
host1(config)# ip domain-name
name1

ステップ 5

cryptokeygeneratersa

RSA キー ペアを生成します。

例：
host1(config)# crypto key
generate rsa

ステップ 6

ipsshpubkey-chain
例：

SSH サーバ上のユーザおよびサーバ認証用に SSH-RSA キーを
設定し、公開キー コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

host1(config)# ip ssh
pubkey-chain

ステップ 7

server server-name

デバイスでの公開キー認証について SSH サーバを有効にし、
公開キーサーバコンフィギュレーションモードを開始します。

例：
host1(conf-ssh-pubkey)# server
server1
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

key-string

リモート ピアの RSA 公開キーを指定し、公開キー データ コン
フィギュレーション モードを開始します。

例：

（注）

host1(conf-ssh-pubkey-server)#
key-string

ステップ 9

exit

オープン SSH クライアントから（言い換えると
.ssh/id_rsa.pub ファイルから）公開キー値を取得でき
ます。

公開キー データ コンフィギュレーション モードを終了し、公
開キー サーバ コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
host1(conf-ssh-pubkey-data)# exit

ステップ 10

key-hash key-type key-name
例：
host1(conf-ssh-pubkey-server)#
key-hash ssh-rsa key1

（任意）SSH キー タイプとバージョンを指定します。
• 秘密キー/公開キー ペアの設定では、キー タイプを ssh-rsa
にする必要があります。
• この手順が任意なのは、key-string コマンドが設定されて
いる場合のみです。
• key-string コマンドまたは key-hash コマンドのいずれかを
設定する必要があります。
（注）

ステップ 11

end

公開キーストリングのハッシュを計算するには、ハッ
シュ処理ソフトウェアを使用します。また、別のシ
スコ デバイスからハッシュ値をコピーすることもで
きます。初めて公開キー データを入力する場合、
key-string コマンドを使用して公開キー データを入
力することを推奨します。

公開キー サーバ コンフィギュレーション モードを終了し、特
権 EXEC モードに戻ります。

例：
host1(conf-ssh-pubkey-server)#
end

ステップ 12

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
host1# configure terminal

ステップ 13

ipsshstricthostkeycheck
例：
host1(config)# ip ssh
stricthostkeycheck

サーバ認証が実行されることを確認します。
• 障害が発生すると、接続は終了します。
• デフォルト ホストに戻るには、nohostname コマンドを使
用します。
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コマンドまたはアクション

目的

リモート デバイスとの暗号化セッションの開始
（注）

接続するデバイスは、シスコ ソフトウェアでサポートされる暗号化アルゴリズムを備えたセ
キュア シェル（SSH）サーバをサポートしている必要があります。また、デバイスを有効にす
る必要はありません。SSH はディセーブル モードで実行できます。

手順の概要
1. ssh [-v {1 | 2} | -c {aes128-ctr | aes192-ctr | aes256-ctr | aes128-cbc | 3des | aes192-cbc | aes256-cbc} |
-l user-id | -l user-id:vrf-name number ip-address ip-address | -l user-id:rotary number ip-address | -m
{hmac-md5-128 | hmac-md5-96 | hmac-sha1-160 | hmac-sha1-96} | -o numberofpasswordprompts
n | -p port-num] {ip-addr | hostname} [command | -vrf]

手順の詳細
コマンドまたはアクション
ステップ 1

目的

ssh [-v {1 | 2} | -c {aes128-ctr | aes192-ctr | aes256-ctr | aes128-cbc | 3des | リモート ネットワーク デバイス
aes192-cbc | aes256-cbc} | -l user-id | -l user-id:vrf-name number ip-address との暗号化されたセッションを開
ip-address | -l user-id:rotary number ip-address | -m {hmac-md5-128 |
始します。
hmac-md5-96 | hmac-sha1-160 | hmac-sha1-96} | -o
numberofpasswordprompts n | -p port-num] {ip-addr | hostname} [command
| -vrf]
例：
Device# ssh -v 2 -c aes256-ctr -m hmac-sha1-96 -l user2 10.76.82.24

SSH サーバでのセキュア コピー プロトコルのイネーブル化
（注）

次のタスクでは、SCP のサーバ側機能を設定します。このタスクは、デバイスでリモートの
ワークステーションからファイルを安全にコピーできる一般的な設定を示しています。
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手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. aaanew-model
4. aaaauthenticationlogin default local
5. aaaauthorization exec defaultlocal
6. usernamename privilege privilege-level password password
7. ipsshtime-outseconds
8. ipsshauthentication-retries 整数
9. ipscpserverenable
10. exit
11. debugipscp

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。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

aaanew-model

AAA アクセス コントロール モデルをイネーブルにしま
す。

例：
Device(config)# aaa new-model

ステップ 4

aaaauthenticationlogin default local

認証時にローカルのユーザ名データベースを使用するよ
うに、ログイン時の AAA 認証を設定します。

例：
Device(config)# aaa authentication
login default local

ステップ 5

aaaauthorization exec defaultlocal
例：
Device(config)# aaa authorization exec
default local

ユーザ アクセスを制限するパラメータをネットワークに
設定します。認証を実行し、ユーザ ID で EXEC シェルの
実行を許可するかどうかを定義します。その後、システ
ムで認証にローカル データベースを使用する必要がある
ことを指定します。

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
944

セキュア シェル バージョン 2 サポートの設定方法

ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

usernamename privilege privilege-level
password password

ユーザ名ベースの認証システムを確立し、ユーザ名、権
限レベル、および非暗号化パスワードを指定します。
（注）

例：

privilege-level 引数の最小値は 15 です。権限レ
ベルが 15 未満の場合、接続が切断されます。

Device(config)# username samplename
privilege 15 password password1

ステップ 7

ipsshtime-outseconds

デバイスが SSH クライアントの応答を待つ時間間隔を、
秒単位で設定します。

例：
Device(config)# ip ssh time-out 120

ステップ 8

ipsshauthentication-retries 整数

インターフェイスのリセット後、認証を試行する回数を
設定します。

例：
Device(config)# ip ssh
authentication-retries 3

ステップ 9

ipscpserverenable

デバイスで、リモートワークステーションから安全にファ
イルをコピーできるようにします。

例：
Device(config)# ip scp server enable

ステップ 10

グローバル コンフィギュレーション モードを終了し、特
権 EXEC モードに戻ります。

exit
例：
Device(config)# exit

ステップ 11

debugipscp

（任意）SCP認証の問題に関する診断情報を提供します。

例：
Device# debug ip scp

セキュア シェル接続のステータスの確認
手順の概要
1. enable
2. showssh
3. exit
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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。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

showssh

SSH サーバ接続のステータスを表示します。

例：
Device# show ssh

ステップ 3

exit

特権 EXEC モードを終了し、ユーザ EXEC モードに戻り
ます。

例：
Device# exit

例
次の showssh コマンドの出力例には、バージョン 1 およびバージョン 2 接続の複数の SSH バー
ジョン 1 およびバージョン 2 接続のステータスが表示されています。
----------------------------------------------------------------------Device# show ssh
Connection
Version Encryption
State
Username
0
1.5
3DES
Session started
lab
Connection Version Mode Encryption Hmac
State
Username
1
2.0
IN
aes128-cbc hmac-md5
Session started
lab
1
2.0
OUT aes128-cbc hmac-md5
Session started
lab
-------------------------------------------------------------------------

次の showssh コマンドの出力例には、バージョン 2 接続（バージョン 1 接続なし）の複数の SSH
バージョン 2 およびバージョン 1 接続のステータスが表示されています。

------------------------------------------------------------------------Device# show ssh
Connection Version Mode Encryption Hmac
State
Username
1
2.0
IN
aes128-cbc hmac-md5
Session started
lab
1
2.0
OUT aes128-cbc hmac-md5
Session started
lab
%No SSHv1 server connections running.
-------------------------------------------------------------------------

次の showssh コマンドの出力例には、バージョン 2 接続（バージョン 1 接続なし）の複数の SSH
バージョン 1 およびバージョン 2 接続のステータスが表示されています。
-------------------------------------------------------------------------
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Device# show ssh
Connection
Version Encryption
State
Username
0
1.5
3DES
Session started
lab
%No SSHv2 server connections running.
-------------------------------------------------------------------------

セキュア シェル ステータスの確認
手順の概要
1. enable
2. showipssh
3. exit

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。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

showipssh

SSH のバージョンおよび設定データを表示します。

例：
Device# show ip ssh

ステップ 3

特権 EXEC モードを終了し、ユーザ EXEC モードに戻り
ます。

exit
例：
Device# exit

例
次の showipssh コマンドの出力例には、有効な SSH のバージョン、認証タイムアウト値、および
バージョン 1 およびバージョン 2 接続の認証の再試行回数が表示されています。
----------------------------------------------------------------------Device# show ip ssh
SSH Enabled - version 1.99
Authentication timeout: 120 secs; Authentication retries: 3
-----------------------------------------------------------------------
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次の showipssh コマンドの出力例には、有効な SSH のバージョン、認証タイムアウト値、および
バージョン 2 接続（バージョン 1 接続なし）の認証の再試行回数が表示されています。
-----------------------------------------------------------------------Device# show ip ssh
SSH Enabled - version 2.0
Authentication timeout: 120 secs; Authentication retries: 3
------------------------------------------------------------------------

次の showipssh コマンドの出力例には、有効な SSH のバージョン、認証タイムアウト値、および
バージョン 1 接続（バージョン 2 接続なし）の認証の再試行回数が表示されています。
-----------------------------------------------------------------------Device# show ip ssh
3d06h: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
SSH Enabled - version 1.5
Authentication timeout: 120 secs; Authentication retries: 3
------------------------------------------------------------------------

セキュア シェル バージョン 2 のモニタリングと維持
手順の概要
1. enable
2. debugipssh
3. debugsnmppacket

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。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

debugipssh

SSH のデバッグを有効にします。

例：
Device# debug ip ssh

ステップ 3

debugsnmppacket

デバイスによって送受信されたすべての SNMP パケッ
トのデバッグを有効にします。

例：
Device# debug snmp packet
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例
次の debugipssh コマンドの出力例は、接続が SSH バージョン 2 接続であることを示します。
Device# debug ip ssh
00:33:55:
00:33:55:
00:33:55:
00:33:55:
00:33:55:
00:33:55:
00:33:55:
00:33:55:
00:33:55:
00:33:55:
00:33:55:
00:33:55:
00:33:55:
00:33:55:
00:33:55:
00:33:55:
00:33:55:
00:33:55:
00:33:55:
00:33:55:
00:33:55:
00:33:55:
00:33:55:
00:33:55:
00:33:55:
00:33:55:
00:33:55:
00:33:55:
00:33:55:
00:33:55:
00:33:55:
00:33:55:
00:33:55:
00:33:55:
00:33:55:
00:33:56:
00:33:56:
00:33:56:
00:33:56:
00:33:56:
00:33:56:
00:33:56:
00:33:56:
00:33:56:
00:33:56:
00:33:56:
00:33:56:
00:33:56:
00:33:56:
00:33:56:
00:33:56:
00:34:04:
00:34:04:
00:34:04:
00:34:04:
00:34:04:
00:34:04:
00:34:04:
00:34:04:
00:34:04:
00:34:04:
00:34:04:
00:34:04:
00:34:04:
00:34:04:

SSH1: starting SSH control process
SSH1: sent protocol version id SSH-1.99-Cisco-1.25
SSH1: protocol version id is - SSH-2.0-OpenSSH_2.5.2p2
SSH2 1: send: len 280 (includes padlen 4)
SSH2 1: SSH2_MSG_KEXINIT sent
SSH2 1: ssh_receive: 536 bytes received
SSH2 1: input: packet len 632
SSH2 1: partial packet 8, need 624, maclen 0
SSH2 1: ssh_receive: 96 bytes received
SSH2 1: partial packet 8, need 624, maclen 0
SSH2 1: input: padlen 11
SSH2 1: received packet type 20
SSH2 1: SSH2_MSG_KEXINIT received
SSH2: kex: client->server aes128-cbc hmac-md5 none
SSH2: kex: server->client aes128-cbc hmac-md5 none
SSH2 1: expecting SSH2_MSG_KEXDH_INIT
SSH2 1: ssh_receive: 144 bytes received
SSH2 1: input: packet len 144
SSH2 1: partial packet 8, need 136, maclen 0
SSH2 1: input: padlen 5
SSH2 1: received packet type 30
SSH2 1: SSH2_MSG_KEXDH_INIT received
SSH2 1: signature length 111
SSH2 1: send: len 384 (includes padlen 7)
SSH2: kex_derive_keys complete
SSH2 1: send: len 16 (includes padlen 10)
SSH2 1: newkeys: mode 1
SSH2 1: SSH2_MSG_NEWKEYS sent
SSH2 1: waiting for SSH2_MSG_NEWKEYS
SSH2 1: ssh_receive: 16 bytes received
SSH2 1: input: packet len 16
SSH2 1: partial packet 8, need 8, maclen 0
SSH2 1: input: padlen 10
SSH2 1: newkeys: mode 0
SSH2 1: received packet type 2100:33:55: SSH2 1: SSH2_MSG_NEWKEYS received
SSH2 1: ssh_receive: 48 bytes received
SSH2 1: input: packet len 32
SSH2 1: partial packet 16, need 16, maclen 16
SSH2 1: MAC #3 ok
SSH2 1: input: padlen 10
SSH2 1: received packet type 5
SSH2 1: send: len 32 (includes padlen 10)
SSH2 1: done calc MAC out #3
SSH2 1: ssh_receive: 64 bytes received
SSH2 1: input: packet len 48
SSH2 1: partial packet 16, need 32, maclen 16
SSH2 1: MAC #4 ok
SSH2 1: input: padlen 9
SSH2 1: received packet type 50
SSH2 1: send: len 32 (includes padlen 13)
SSH2 1: done calc MAC out #4
SSH2 1: ssh_receive: 160 bytes received
SSH2 1: input: packet len 64
SSH2 1: partial packet 16, need 48, maclen 16
SSH2 1: MAC #5 ok
SSH2 1: input: padlen 13
SSH2 1: received packet type 50
SSH2 1: send: len 16 (includes padlen 10)
SSH2 1: done calc MAC out #5
SSH2 1: authentication successful for lab
SSH2 1: input: packet len 64
SSH2 1: partial packet 16, need 48, maclen 16
SSH2 1: MAC #6 ok
SSH2 1: input: padlen 6
SSH2 1: received packet type 2
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00:34:04:
00:34:04:
00:34:04:
00:34:04:
00:34:04:
00:34:04:
00:34:04:
00:34:04:
00:34:04:
00:34:04:
00:34:04:
00:34:04:
00:34:04:
00:34:04:
00:34:04:
00:34:04:
00:34:04:
width 80
00:34:04:
00:34:04:
00:34:04:
00:34:04:
00:34:04:
00:34:04:
00:34:04:
00:34:04:
00:34:04:
00:34:04:
00:34:04:
00:34:04:
00:34:04:
00:34:04:
00:34:04:
00:34:04:
00:34:04:
00:34:07:
00:34:07:
00:34:07:
00:34:07:
00:34:07:
00:34:07:
00:34:07:
00:34:07:
00:34:07:
00:34:07:
00:34:07:
00:34:07:
00:34:07:
00:34:07:
00:34:07:
00:34:07:
00:34:07:
00:34:07:
00:34:07:
00:34:07:
00:34:07:
00:34:07:
00:34:07:
00:34:07:
00:34:08:
00:34:08:
00:34:08:
00:34:08:
00:34:08:
00:34:08:
00:34:08:
00:34:08:
00:34:08:
00:34:08:
00:34:08:
00:34:08:
00:34:08:
00:34:08:

SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2

1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:

ssh_receive: 64 bytes received
input: packet len 48
partial packet 16, need 32, maclen 16
MAC #7 ok
input: padlen 19
received packet type 90
channel open request
send: len 32 (includes padlen 10)
done calc MAC out #6
ssh_receive: 192 bytes received
input: packet len 64
partial packet 16, need 48, maclen 16
MAC #8 ok
input: padlen 13
received packet type 98
pty-req request
setting TTY - requested: height 24, width 80; set: height 24,

SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2

1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:

input: packet len 96
partial packet 16, need 80, maclen
MAC #9 ok
input: padlen 11
received packet type 98
x11-req request
ssh_receive: 48 bytes received
input: packet len 32
partial packet 16, need 16, maclen
MAC #10 ok
input: padlen 12
received packet type 98
shell request
shell message received
starting shell for vty
send: len 48 (includes padlen 18)
done calc MAC out #7
ssh_receive: 48 bytes received
input: packet len 32
partial packet 16, need 16, maclen
MAC #11 ok
input: padlen 17
received packet type 94
send: len 32 (includes padlen 17)
done calc MAC out #8
ssh_receive: 48 bytes received
input: packet len 32
partial packet 16, need 16, maclen
MAC #12 ok
input: padlen 17
received packet type 94
send: len 32 (includes padlen 17)
done calc MAC out #9
ssh_receive: 48 bytes received
input: packet len 32
partial packet 16, need 16, maclen
MAC #13 ok
input: padlen 17
received packet type 94
send: len 32 (includes padlen 17)
done calc MAC out #10
ssh_receive: 48 bytes received
input: packet len 32
partial packet 16, need 16, maclen
MAC #14 ok
input: padlen 17
received packet type 94
send: len 32 (includes padlen 17)
done calc MAC out #11
ssh_receive: 48 bytes received
input: packet len 32
partial packet 16, need 16, maclen
MAC #15 ok
input: padlen 17
received packet type 94

16

16

16

16

16

16

16
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00:34:08:
00:34:08:
00:34:08:
00:34:08:
00:34:08:
00:34:08:
00:34:08:
00:34:08:
00:34:08:

SSH2 1: send: len 32 (includes padlen
SSH2 1: done calc MAC out #12
SSH2 1: send: len 48 (includes padlen
SSH2 1: done calc MAC out #13
SSH2 1: send: len 16 (includes padlen
SSH2 1: done calc MAC out #14
SSH2 1: send: len 16 (includes padlen
SSH2 1: done calc MAC out #15
SSH1: Session terminated normally

16)
18)
6)
6)

セキュア シェル バージョン 2 サポートの設定例
例：セキュア シェル バージョン 2 の設定
Device# configure terminal
Device(config)# ip ssh version 2

例：リモート デバイスでの暗号化セッションの開始
Device# ssh -v 2 -c aes256-cbc -m hmac-sha1-160 -l shaship 10.76.82.24

例：サーバサイド SCP の設定
次の例では、SCP のサーバ側機能の設定方法を示します。この例では、デバイスでの AAA 認証お
よび認可も設定しています。この例では、ローカルに定義されたユーザ名とパスワードを使用し
ます。
Device# configure terminal
Device(config)# aaa new-model
Device(config)# aaa authentication login default local
Device(config)# aaa authorization exec default local
Device(config)# username samplename privilege 15 password password1
Device(config)# ip ssh time-out 120
Device(config)# ip ssh authentication-retries 3
Device(config)# ip scp server enable

例：SNMP トラップの設定
次の例では、設定済みの SNMP トラップを示します。トラップ通知は、SSH セッションが終了す
ると自動的に生成されます。この例の a、b、c、d は SSH クライアントの IP アドレスです。
snmp-server
snmp-server host a.b.c.d public tty

次に、 debug snmp packet コマンドの出力例を示します。出力には、SSH セッションの SNMP ト
ラップ情報が含まれます。
Device1# debug snmp packet
SNMP packet debugging is on
Device1# ssh -l lab 10.0.0.2
Password:
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Device2# exit
[Connection to 10.0.0.2 closed by foreign host]
Device1#
*Jul 18 10:18:42.619: SNMP: Queuing packet to 10.0.0.2
*Jul 18 10:18:42.619: SNMP: V1 Trap, ent cisco, addr 10.0.0.1, gentrap 6, spectrap 1
local.9.3.1.1.2.1 = 6
tcpConnEntry.1.10.0.0.1.22.10.0.0.2.55246 = 4
ltcpConnEntry.5.10.0.0.1.22.10.0.0.2.55246 = 1015
ltcpConnEntry.1.10.0.0.1.22.10.0.0.2.55246 = 1056
ltcpConnEntry.2.10.0.0.1.22.10.0.0.2.55246 = 1392
local.9.2.1.18.2 = lab
*Jul 18 10:18:42.879: SNMP: Packet sent via UDP to 10.0.0.2
Device1#

例：SSH キーボード インタラクティブ認証
例：クライアント側のデバッグの有効化
次の例では、クライアント側のデバッグがオンになっており、プロンプトの最大数が 6（SSH キー
ボード インタラクティブ認証方式のために 3 つ、パスワード認証方式のために 3 つ）になってい
ます。
Password:
Password:
Password:
Password:
Password:
Password: cisco123
Last login: Tue Dec 6 13:15:21 2005 from 10.76.248.213
user1@courier:~> exit
logout
[Connection to 10.76.248.200 closed by foreign host]
Device1# debug ip ssh client
SSH Client debugging is on
Device1# ssh -l lab 10.1.1.3
Password:
*Nov 17 12:50:53.199:
*Nov 17 12:50:53.199:
*Nov 17 12:50:53.199:
*Nov 17 12:50:53.199:
*Nov 17 12:50:53.203:
*Nov 17 12:50:53.335:
*Nov 17 12:50:53.335:
Password:
Password:
Password:
*Nov 17 12:51:01.887:
Password:
Password: lab
Device2>
*Nov
*Nov
*Nov
*Nov
*Nov

17
17
17
17
17

12:51:11.407:
12:51:11.407:
12:51:11.407:
12:51:11.411:
12:51:11.411:

SSH0: sent protocol version id SSH-1.99-Cisco-1.25
SSH CLIENT0: protocol version id is - SSH-1.99-Cisco-1.25
SSH CLIENT0: sent protocol version id SSH-1.99-Cisco-1.25
SSH CLIENT0: protocol version exchange successful
SSH0: protocol version id is - SSH-1.99-Cisco-1.25
SSH CLIENT0: key exchange successful and encryption on
SSH2 CLIENT 0: using method keyboard-interactive

SSH2 CLIENT 0: using method password authentication

SSH2 CLIENT 0: SSH2_MSG_USERAUTH_SUCCESS message received
SSH CLIENT0: user authenticated
SSH2 CLIENT 0: pty-req request sent
SSH2 CLIENT 0: shell request sent
SSH CLIENT0: session open
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例：ブランク パスワードの変更による ChPass の有効化
次の例では、ChPass 機能が有効になっており、SSH キーボード インタラクティブ認証方式を使用
してブランク パスワードが変更されています。TACACS+ アクセス コントロール サーバ（ACS）
は、バックエンド AAA サーバとして使用されています。
Device1# ssh -l cisco 10.1.1.3
Password:
Old Password: cisco
New Password: cisco123
Re-enter New password: cisco123
Device2> exit
[Connection to 10.1.1.3 closed by foreign host]

例：ChPass の有効化および初回ログインでのパスワード変更
次の例では、ChPass 機能が有効になっており、TACACS+ ACS はバックエンド サーバとして使用
されています。パスワードは、SSH キーボード インタラクティブ 認証方式を使用して最初のログ
インで変更されています。
Device1# ssh -l cisco 10.1.1.3
Password: cisco
Your password has expired.
Enter a new one now.
New Password: cisco123
Re-enter New password: cisco123
Device2> exit
[Connection to 10.1.1.3 closed by foreign host]
Device1# ssh -l cisco 10.1.1.3
Password:cisco1
Your password has expired.
Enter a new one now.
New Password: cisco
Re-enter New password: cisco12
The New and Re-entered passwords have to be the same.
Try again.
New Password: cisco
Re-enter New password: cisco
Device2>

例：ChPass の有効化および 3 回ログインした後のパスワードの失効
次の例では、ChPass 機能が有効になっており、TACACS+ ACS はバックエンド AAA サーバとし
て使用されています。パスワードは、SSH キーボード インタラクティブ認証方式を使用して 3 回
ログインした後に期限切れになります。
Device# ssh -l cisco. 10.1.1.3
Password: cisco
Device2> exit

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーション
ガイド
953

セキュア シェル バージョン 2 サポートの設定例

[Connection to 10.1.1.3 closed by foreign host]
Device1# ssh -l cisco 10.1.1.3
Password: cisco
Device2> exit
Device1# ssh -l cisco 10.1.1.3
Password: cisco
Device2> exit
[Connection to 10.1.1.3 closed by foreign host]
Device1# ssh -l cisco 10.1.1.3
Password: cisco
Your password has expired.
Enter a new one now.
New Password: cisco123
Re-enter New password: cisco123
Device2>

例：SNMP のデバッグ
次に、debugsnmppacket コマンドの出力例を示します。出力には、SSH セッションの SNMP ト
ラップ情報が含まれます。
Device1# debug snmp packet
SNMP packet debugging is on
Device1# ssh -l lab 10.0.0.2
Password:
Device2# exit
[Connection to 10.0.0.2 closed by foreign host]
Device1#
*Jul 18 10:18:42.619: SNMP: Queuing packet to 10.0.0.2
*Jul 18 10:18:42.619: SNMP: V1 Trap, ent cisco, addr 10.0.0.1, gentrap 6, spectrap 1
local.9.3.1.1.2.1 = 6
tcpConnEntry.1.10.0.0.1.22.10.0.0.2.55246 = 4
ltcpConnEntry.5.10.0.0.1.22.10.0.0.2.55246 = 1015
ltcpConnEntry.1.10.0.0.1.22.10.0.0.2.55246 = 1056
ltcpConnEntry.2.10.0.0.1.22.10.0.0.2.55246 = 1392
local.9.2.1.18.2 = lab
*Jul 18 10:18:42.879: SNMP: Packet sent via UDP to 10.0.0.2
Device1#

例：SSH のデバッグの強化
次に、debugipsshdetail コマンドの出力例を示します。出力には、SSH プロトコルとチャネル要求
に関するデバッグ情報が含まれます。
Device# debug ip ssh detail
00:04:22: SSH0: starting SSH control process
00:04:22: SSH0: sent protocol version id SSH-1.99-Cisco-1.25
00:04:22: SSH0: protocol version id is - SSH-1.99-Cisco-1.25
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00:04:22:
00:04:22:
00:04:22:
00:04:22:
00:04:22:
00:04:22:
00:04:22:
00:04:22:
00:04:22:
00:04:22:
00:04:24:
00:04:24:
00:04:24:
00:04:24:
00:04:24:
00:04:24:
00:04:24:
00:04:38:

SSH2 0: SSH2_MSG_KEXINIT sent
SSH2 0: SSH2_MSG_KEXINIT received
SSH2:kex: client->server enc:aes128-cbc mac:hmac-sha1
SSH2:kex: server->client enc:aes128-cbc mac:hmac-sha1
SSH2 0: expecting SSH2_MSG_KEXDH_INIT
SSH2 0: SSH2_MSG_KEXDH_INIT received
SSH2: kex_derive_keys complete
SSH2 0: SSH2_MSG_NEWKEYS sent
SSH2 0: waiting for SSH2_MSG_NEWKEYS
SSH2 0: SSH2_MSG_NEWKEYS received
SSH2 0: authentication successful for lab
SSH2 0: channel open request
SSH2 0: pty-req request
SSH2 0: setting TTY - requested: height 24, width 80; set: height 24, width 80
SSH2 0: shell request
SSH2 0: shell message received
SSH2 0: starting shell for vty
SSH0: Session terminated normally

次に、debugipsshpacket コマンドの出力例を示します。出力には、SSH パケットに関するデバッ
グ情報が含まれます。
Device# debug ip ssh packet
00:05:43:
00:05:43:
00:05:43:
00:05:43:
00:05:43:
00:05:43:
00:05:43:
00:05:43:
00:05:43:
00:05:43:
00:05:43:
00:05:43:
00:05:43:
00:05:43:
00:05:43:
00:05:43:
00:05:43:
00:05:43:
00:05:43:
00:05:43:
00:05:43:
00:05:43:
00:05:43:
00:05:43:
00:05:43:
00:05:43:
00:05:43:
00:05:43:
00:05:43:
00:05:43:
00:05:43:
00:05:43:
00:05:43:
00:05:43:

SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2
SSH2

0:
0:
0:
0:
0:
0:
0:
0:
0:
0:
0:
0:
0:
0:
0:
0:
0:
0:
0:
0:
0:
0:
0:
0:
0:
0:
0:
0:
0:
0:
0:
0:
0:
0:

send:packet of length 280 (length also includes padlen of 4)
ssh_receive: 64 bytes received
input: total packet length of 280 bytes
partial packet length(block size)8 bytes,needed 272 bytes, maclen
ssh_receive: 64 bytes received
partial packet length(block size)8 bytes,needed 272 bytes, maclen
ssh_receive: 64 bytes received
partial packet length(block size)8 bytes,needed 272 bytes, maclen
ssh_receive: 64 bytes received
partial packet length(block size)8 bytes,needed 272 bytes, maclen
ssh_receive: 24 bytes received
partial packet length(block size)8 bytes,needed 272 bytes, maclen
input: padlength 4 bytes
ssh_receive: 64 bytes received
input: total packet length of 144 bytes
partial packet length(block size)8 bytes,needed 136 bytes, maclen
ssh_receive: 64 bytes received
partial packet length(block size)8 bytes,needed 136 bytes, maclen
ssh_receive: 16 bytes received
partial packet length(block size)8 bytes,needed 136 bytes, maclen
input: padlength 6 bytes
signature length 143
send:packet of length 448 (length also includes padlen of 7)
send:packet of length 16 (length also includes padlen of 10)
newkeys: mode 1
ssh_receive: 16 bytes received
input: total packet length of 16 bytes
partial packet length(block size)8 bytes,needed 8 bytes, maclen 0
input: padlength 10 bytes
newkeys: mode 0
ssh_receive: 52 bytes received
input: total packet length of 32 bytes
partial packet length(block size)16 bytes,needed 16 bytes, maclen
MAC compared for #3 :ok

0
0
0
0
0

0
0
0

20
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セキュア シェル バージョン 2 サポートの追加情報
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

Cisco セキュリティ コマンド

• 『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands A to C』
• 『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands D to L』
• 『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands M to R』
• 『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands S to Z』

標準
標準

タイトル

IETF Secure Shell Version 2 Draft 規格

Internet Engineering Task Force の Web サイト

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 http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
ル サポートを最大限に活用してください。これ
らのリソースは、ソフトウェアをインストール
して設定したり、シスコの製品やテクノロジー
に関する技術的問題を解決したりするために使
用してください。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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セキュア シェル バージョン 2 サポートの機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト
ウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだけを
示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リリースでも
サポートされます。
プラットフォームのサポートおよびシスコ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 にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
表 84：セキュア シェル バージョン 2 サポートの機能情報

機能名

リリース

機能情報

セキュア シェル バージョン 2
クライアントおよびサーバ サ
ポート

Cisco IOS XE Release
3.4SG

Cisco イメージが、SSH セッション終
了時に SNMP トラップを自動的に生成
するよう更新されました。
この機能は、CAT2960、CAT3560E、
CAT3560X、CAT3750、CAT3750E、
CAT3750X、CAT4500 でサポートされ
ていました。

セキュア シェル バージョン 2
の機能拡張

Cisco IOS XE Release
3.4SG

セキュア シェル バージョン 2 拡張機能
には、VRF-Aware SSH、SSH デバッグ
機能拡張、DH グループ 14 および 16
交換のサポートなどの、追加機能がい
くつか含まれています。
この機能は、CAT2960、CAT3560E、
CAT3560X、CAT3750、CAT3750E、
CAT3750X、CAT4500 でサポートされ
ていました。
VRF-Aware SSH 機能は、ご
使用のリリースに応じてサ
ポートされます。
次のコマンドが導入または変更されま
した。debugipssh、ipsshdhminsize
（注）
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機能名

リリース

セキュア シェル バージョン 2 Cisco IOS XE Release
の RSA キーに関する機能拡張 3.4SG

機能情報
RSA キーのセキュア シェル バージョ
ン 2 機能拡張には、SSH 向け RSA キー
ベースのユーザ認証や、SSH サーバ ホ
スト キーの保存や検証のサポートなど
の、追加機能がいくつか含まれていま
す。
この機能は、CAT2960、CAT3560E、
CAT3560X、CAT3750、CAT3750E、
CAT3750X、CAT4500 でサポートされ
ていました。

セキュア シェル バージョン 2
サポート

Cisco IOS XE Release
3.4SG

セキュア シェル バージョン 2 サポート
機能を使用して、セキュア シェル
（SSH）バージョン 2 を設定できます
（SSH バージョン 1 のサポートは、以
前の Cisco ソフトウェア リリースで実
装されていました）。SSH は、信頼性
の高いトランスポート層の上部で実行
され、強力な認証機能と暗号化機能を
提供します。
この機能は、CAT2960、CAT3560E、
CAT3560X、CAT3750、CAT3750E、
CAT3750X、CAT4500 でサポートされ
ていました。
次のコマンドが導入または変更されま
した。debugipssh、ipsshmindhsize、
ipsshrsakeypair-name、ipsshversion、
ssh

SSHキーボードインタラクティ Cisco IOS XE Release
3.4SG
ブ認証

SSH キーボード インタラクティブ認証
機能は、SSH での汎用メッセージ認証
とも呼ばれ、異なる種類の認証メカニ
ズムを実装するために使用できる方式
です。基本的に、現在サポートされて
いる、ユーザの入力のみが必要な認証
方式はすべて、この機能で実行するこ
とができます。
この機能は、CAT2960、CAT3560E、
CAT3560X、CAT3750、CAT3750E、
CAT3750X、CAT4500 でサポートされ
ていました。

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
958

第

37

章

SSH 認証の X.509v3 証明書
SSH 認証の X.509v3 証明書機能は、公開キー アルゴリズム（PKI）を使用してサーバおよびユー
ザの認証を行い、認証局（CA）が署名し発行したデジタル証明書を介してキー ペアの所有者の
アイデンティティをセキュア シェル（SSH）プロトコルによって検証することを可能します。
このモジュールでは、デジタル証明書用のサーバおよびユーザ証明書プロファイルを設定する方
法について説明します。
• 機能情報の確認, 959 ページ
• SSH 認証の X.509v3 証明書の前提条件, 960 ページ
• SSH 認証の X.509v3 証明書の制約事項, 960 ページ
• SSH 認証用の X.509v3 証明書に関する情報, 960 ページ
• SSH 認証用の X.509v3 証明書の設定方法, 962 ページ
• デジタル証明書を使用したサーバおよびユーザ認証の確認, 966 ページ
• SSH 認証用の X.509v3 証明書の設定例, 966 ページ
• SSH 認証の X.509v3 証明書に関するその他の参考資料, 967 ページ
• SSH 認証の X.509v3 証明書の機能情報, 968 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表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シスコ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 からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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SSH 認証の X.509v3 証明書の前提条件
SSH 認証の X.509v3 証明書機能では、ipsshserverauthenticateuser コマンドが
ipsshserveralgorithmauthentication コマンドに置き換えられます。ipsshserverauthenticateuser コマ
ンドを設定から削除するには、defaultipsshserverauthenticateuser コマンドを設定します。こうす
ると、IOS セキュア シェル（SSH）サーバが ipsshserveralgorithmauthentication コマンドを使用す
るようになります。
ipsshserverauthenticateuser コマンドを設定すると、次のメッセージが表示されます。
警告

SSH コマンドを受け入れました。ただし、この CLI はまもなく廃止されます。新しい CLI
ipsshserveralgorithmauthentication に移行してください。CLI を無効にするには
「defaultipsshserverauthenticateuser」を設定してください。

SSH 認証の X.509v3 証明書の制約事項
• SSH 認証の X.509v3 証明書機能の実装は、Cisco IOS セキュア シェル（SSH）サーバ側にの
み適用できます。
• Cisco IOS SSH サーバは、サーバおよびユーザ認証について、x509v3-ssh-rsa アルゴリズム
ベースの証明書のみをサポートします。

SSH 認証用の X.509v3 証明書に関する情報
SSH 認証の X.509v3 証明書の概要
セキュア シェル（SSH）プロトコルは、ネットワーク デバイスへの安全なリモート アクセス接続
を提供します。クライアントとサーバの間の通信は暗号化されます。
公開キー暗号化を使用して認証を行う SSH プロトコルが 2 つあります。トランスポート層プロト
コルは、デジタル署名アルゴリズム（公開キー アルゴリズムと呼ばれます）を使用して、サーバ
をクライアントに対して認証します。一方、ユーザ認証プロトコルは、デジタル署名を使用して、
クライアントをサーバに対して認証します（公開キー認証）。
認証の有効性は、公開署名キーとその署名者のアイデンティティとの関連の強さに依存します。
X.509 バージョン 3（X.509v3）などのデジタル証明書は、アイデンティティ管理のために使用さ
れます。X.509v3 は、信頼できるルート認証局とその中間認証局による署名の連鎖を使用して、
公開署名キーを特定のデジタル アイデンティティにバインドします。この実装により、公開キー
アルゴリズムを使用したサーバとユーザの認証が可能になるとともに、認証局（CA）が署名し発
行したデジタル証明書を介してキー ペアの所有者のアイデンティティを SSH で検証することが可
能になります。
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X.509v3 を使用したサーバおよびユーザ認証
サーバ認証の場合、セキュア シェル（SSH）サーバが確認のためにそれ自体の証明書を SSH クラ
イアントに送信します。このサーバ証明書は、サーバ証明書プロファイル
（ssh-server-cert-profile-server コンフィギュレーション モード）で設定されたトラストポイントに
関連付けられます。
ユーザ認証の場合、SSH クライアントが確認のためにユーザの証明書を IOS SSH サーバに送信し
ます。SSH サーバは、サーバ証明書プロファイル（ssh-server-cert-profile-user コンフィギュレー
ション モード）で設定された公開キー インフラストラクチャ（PKI）トラストポイントを使用し
て、受信したユーザ証明書を確認します。
デフォルトでは、証明書ベースの認証が、IOS SSH サーバ端末でサーバおよびユーザに対して有
効になっています。

OCSP 応答ステープリング
オンライン証明書ステータス プロトコル（OCSP）では、識別された証明書の（失効）状態をア
プリケーションが判断することが可能です。このプロトコルは、証明書のステータスをチェック
するアプリケーションとそのステータスを提供するサーバとの間でやり取りする必要があるデー
タを指定します。OCSP クライアントは OCSP レスポンダにステータス要求を発行し、応答を受
信するまで証明書の受け入れを保留します。OCSP 応答には、少なくとも、要求の処理ステータ
スを示す responseStatus フィールドが含まれます。
公開キー アルゴリズムの場合、キーの形式は、1 つ以上の X.509v3 証明書のシーケンスと、その
後に続く 0 個以上の OCSP 応答のシーケンスから成ります。
SSH 認証機能向けの X.509v3 証明書は、OCSP 応答ステープリングを使用します。OCSP 応答ス
テープリングを使用することにより、デバイスは、OCSP サーバにアクセスしてから結果を証明
書とともにステープリングして、ピアから OCSP レスポンダにアクセスさせるのではなくピアに
情報を送ることで、自身の証明書の失効情報を取得します。
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SSH 認証用の X.509v3 証明書の設定方法
サーバ認証用のデジタル証明書の設定
手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ip ssh server algorithm hostkey {x509v3-ssh-rsa [ssh-rsa] | ssh-rsa [x509v3-ssh-rsa]}
4. ip ssh server certificate profile
5. server
6. trustpoint sign PKI-trustpoint-name
7. ocsp-response include
8. 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。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

ip ssh server algorithm hostkey
{x509v3-ssh-rsa [ssh-rsa] | ssh-rsa
[x509v3-ssh-rsa]}
例：
Switch(config)# ip ssh server algorithm
hostkey x509v3-ssh-rsa

ホスト キー アルゴリズムの順序を定義します。セキュア
シェル（SSH）クライアントとネゴシエートされるのは、
設定済みのアルゴリズムのみです。
（注）

IOS SSH サーバには、1 つ以上の設定済みホスト
キー アルゴリズムが必要です。
• x509v3-ssh-rsa：証明書ベースの認証
• ssh-rsa：公開キーベースの認証
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

ip ssh server certificate profile

サーバ証明書プロファイルおよびユーザ証明書プロファイ
ルを設定し、SSH 証明書プロファイル コンフィギュレー
ション モードを開始します。

例：
Switch(config)# ip ssh server
certificate profile

ステップ 5

サーバ証明書プロファイルを設定し、SSH サーバ証明書プ
ロファイルのユーザ コンフィギュレーション モードを開始
します。

server
例：
Switch(ssh-server-cert-profile)# server

• サーバ プロファイルは、サーバ認証時にサーバの証明
書を SSH クライアントに送信するために使用されま
す。

ステップ 6

trustpoint sign PKI-trustpoint-name
例：

• SSH サーバは、この PKI トラストポイントに関連付け

Switch(ssh-server-cert-profile-server)#
trustpoint sign trust1

ステップ 7

公開キー インフラストラクチャ（PKI）トラストポイント
をサーバ証明書プロファイルにアタッチします。

ocsp-response include
例：

られた証明書をサーバ認証に使用します。
（任意）Online Certificate Status Protocol（OCSP）の応答ま
たは OCSP ステープリングをサーバ証明書と一緒に送信し
ます。

Switch(ssh-server-cert-profile-server)# （注）
ocsp-response include

ステップ 8

デフォルトでは、OCSP 応答はサーバ証明書と一
緒には送信されません。

SSH サーバ証明書プロファイルのサーバ コンフィギュレー
ション モードを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(ssh-server-cert-profile-server)#
end
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ユーザ認証用のデジタル証明書の設定
手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ip ssh server algorithm authentication {publickey | keyboard | password}
4. ip ssh server algorithm publickey {x509v3-ssh-rsa [ssh-rsa] | ssh-rsa [x509v3-ssh-rsa]}
5. ip ssh server certificate profile
6. user
7. trustpoint verify PKI-trustpoint-name
8. ocsp-response required
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。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

ip ssh server algorithm authentication
{publickey | keyboard | password}
例：
Switch(config)# ip ssh server
algorithm authentication publickey

ユーザ認証アルゴリズムの順序を定義します。セキュア シェ
ル（SSH）クライアントとネゴシエートされるのは、設定済
みのアルゴリズムのみです。
（注）

• IOS SSH サーバには、1 つ以上の設定済みユー
ザ認証アルゴリズムが必要です。
• ユーザ認証に証明書方式を使用するには、
publickey キーワードを設定する必要がありま
す。
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

ip ssh server algorithm publickey
{x509v3-ssh-rsa [ssh-rsa] | ssh-rsa
[x509v3-ssh-rsa]}

公開キー アルゴリズムの順序を定義します。SSH クライアン
トによってユーザ認証に許可されるのは、設定済みのアルゴ
リズムのみです。
（注）

例：
Switch(config)# ip ssh server
algorithm publickey x509v3-ssh-rsa

IOS SSH クライアントには、1 つ以上の設定済み公
開キー アルゴリズムが必要です。
• x509v3-ssh-rsa：証明書ベースの認証
• ssh-rsa：公開キーベースの認証

ステップ 5

ip ssh server certificate profile
例：

サーバ証明書プロファイルおよびユーザ証明書プロファイル
を設定し、SSH 証明書プロファイル コンフィギュレーション
モードを開始します。

Switch(config)# ip ssh server
certificate profile

ステップ 6

ユーザ証明書プロファイルを設定し、SSH サーバ証明書プロ
ファイルのユーザ コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

user
例：
Switch(ssh-server-cert-profile)# user

ステップ 7

trustpoint verify PKI-trustpoint-name
例：

受信したユーザ証明書の確認に使用される公開キー インフラ
ストラクチャ（PKI）トラストポイントを設定します。
（注）

Switch(ssh-server-cert-profile-user)#
trustpoint verify trust2

ステップ 8

ocsp-response required
例：

ステップ 9

（任意）受信したユーザ証明書による Online Certificate Status
Protocol（OCSP）の応答の有無を要求します。
（注）

Switch(ssh-server-cert-profile-user)#
ocsp-response required

同じコマンドを複数回実行することで、複数のトラ
ストポイントを設定します。最大 10 のトラストポ
イントを設定できます。

デフォルトでは、ユーザ証明書は OCSP 応答なしで
受け入れられます。

SSH サーバ証明書プロファイルのユーザ コンフィギュレー
ション モードを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(ssh-server-cert-profile-user)#
end
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デジタル証明書を使用したサーバおよびユーザ認証の確認
手順の概要
1. enable
2. show ip ssh

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。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

show ip ssh
現在設定されている認証方式を表示します。証明書ベース認証の使用を確認するには、x509v3-ssh-rsa ア
ルゴリズムが設定済みのホスト キー アルゴリズムであることを確認します。
例：
Device# show ip ssh
SSH Enabled - version 1.99
Authentication methods:publickey,keyboard-interactive,password
Authentication Publickey Algorithms:x509v3-ssh-rsa,ssh-rsa
Hostkey Algorithms:x509v3-ssh-rsa,ssh-rsa
Authentication timeout: 120 secs; Authentication retries: 3
Minimum expected Diffie Hellman key size : 1024 bits

SSH 認証用の X.509v3 証明書の設定例
例：サーバ認証用のデジタル証明書の設定
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# ip ssh server algorithm hostkey x509v3-ssh-rsa
Switch(config)# ip ssh server certificate profile
Switch(ssh-server-cert-profile)# server
Switch(ssh-server-cert-profile-server)# trustpoint sign trust1
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Switch(ssh-server-cert-profile-server)# exit

例：ユーザ認証用のデジタル証明書の設定
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# ip ssh server algorithm authentication publickey
Switch(config)# ip ssh server algorithm publickey x509v3-ssh-rsa
Switch(config)# ip ssh server certificate profile
Switch(ssh-server-cert-profile)# user
Switch(ssh-server-cert-profile-user)# trustpoint verify trust2
Switch(ssh-server-cert-profile-user)# end

SSH 認証の X.509v3 証明書に関するその他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

PKI 設定

PKI 展開での Cisco IOS 証明書サーバの設定お
よび管理

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。
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SSH 認証の X.509v3 証明書の機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト
ウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだけを
示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リリースでも
サポートされます。
プラットフォームのサポートおよびシスコ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 にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
表 85：SSH 認証の X.509v3 証明書の機能情報

機能名

リリース

機能情報

SSH 認証の X.509v3 証明書

Cisco IOS 15.2(4)E1

SSH 認証の X.509v3 証明書機能は、
サーバ内で X.509v3 デジタル証明書を
使用し、SSH サーバ側でユーザ認証を
使用します。
次のコマンドが導入または変更されま
した。ip ssh server algorithm hostkey、
ip ssh server algorithm authentication、
および ip ssh server certificate profile。
この機能は、次のプラットフォームに
実装されていました。
• Catalyst 2960C、2960CX、2960P、
2960X、および 2960XR シリーズ
スイッチ
• Catalyst 3560CX および 3560X シ
リーズ スイッチ
• Catalyst 3750X シリーズ スイッチ
• Catalyst 4500E Sup7-E、Sup7L-E、
Sup8-E および 4500X シリーズ ス
イッチ
• Catalyst 4900M、4900F-E シリーズ
スイッチ

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
968

第

38

章

Secure Socket Layer HTTP の設定
この機能は、Cisco IOS ソフトウェアでの HTTP 1.1 サーバおよび HTTP 1.1 クライアントに対す
る Secure Socket Layer（SSL）バージョン 3.0 のサポートを提供します。SSL は、サーバ認証、暗
号化、メッセージ整合性を提供し、セキュリティ保護された HTTP 通信を実現します。SSL は、
HTTP クライアント認証も実現します。HTTP over SSL は HTTPS と略されます。
• 機能情報の確認, 969 ページ
• Secure Socket Layer HTTP に関する情報, 970 ページ
• セキュア HTTP サーバおよびクライアントのステータスのモニタリング, 981 ページ
• Secure Socket Layer HTTP の設定例, 982 ページ
• Secure Socket Layer HTTP に関するその他の参考資料, 983 ページ
• Secure Socket Layer HTTP に関する機能情報, 984 ページ
• 用語集, 984 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表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シスコ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 からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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セキュア HTTP サーバおよびクライアントの概要
セキュア HTTP 接続の場合、HTTP サーバが送受信するデータは暗号化されてインターネットに
送信されます。SSL 暗号化を伴う HTTP は、Web ブラウザからスイッチを設定するような機能に、
セキュアな接続を提供します。シスコが実装するセキュア HTTP サーバおよび HTTP クライアン
トでは、アプリケーション層の暗号化に SSL バージョン 3.0 を使用します。HTTP over SSL は、
HTTPS と省略されます（セキュアな接続の場合、URL が http://の代わりに https://で始まります）。

（注）

SSL は 1999 年に Transport Layer Security（TLS）に発展しましたが、このような特定のコンテ
キストでまだ使用されています。
セキュア HTTP サーバ（スイッチ）の主な役割は、指定のポート（デフォルトの HTTPS ポートは
443）で HTTPS 要求を待ち受けて、HTTP 1.1 Web サーバへその要求を渡すことです。HTTP 1.1
サーバはその要求を処理して、セキュア HTTP サーバへ応答（呼び出す）します。セキュア HTTP
サーバは HTTP 1.1 サーバの代わりに、元の要求に応えます。
セキュア HTTP クライアント（Web ブラウザ）の主な役割は、Cisco IOS アプリケーション要求に
応答して、そのアプリケーションが要求した HTTPS User Agent サービスを実行し、応答を（その
アプリケーションに）返すことです。

（注）

Cisco IOS XE Denali 16.3.1 以降では、HTTP サーバへの IPv6 ACL の接続に対するサポートが有
効になっています。Cisco IOS XE Denali 16.3.1 より前は、IPv4 ACL のサポートのみがセキュア
な HTTP サーバの設定に有効でした。 セキュアな HTTP サーバ用の設定 CLI を使用して、事
前設定された IPv6 および IPv4 ACL を HTTP サーバに接続できます。

CA のトラストポイント
認証局（CA）は、要求を認可して参加するネットワーク デバイスに証明書を発行します。これら
のサービスは、参加するデバイスに対する中央集中的なセキュリティ キーおよび証明書の管理を
提供します。特定の CA サーバはトラストポイントと呼ばれます。
接続が実行されると、HTTPS サーバは、トラストポイントとなる特定の CA から得た X.509v3 の
証明書を発行することで、セキュアな接続をクライアントに提供します。クライアント（通常、
Web ブラウザ）は、その証明書の認証に必要な公開キーを保有しています。
セキュア HTTP 接続には、CA のトラストポイントを設定することを強く推奨します。HTTPS サー
バを実行しているデバイスに CA のトラストポイントが設定されていないと、サーバは自身を認
証して必要な RSA のキーのペアを生成します。自身で認証した（自己署名）証明書は適切なセ
キュリティではないので、接続するクライアントはその証明書が自己証明書であることを通知し、
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ユーザに接続の選択（確立または拒否）をさせる必要があります。この選択肢は内部ネットワー
ク トポロジ（テスト用など）に役立ちます。
CA のトラストポイントを設定していないと、セキュア HTTP 接続を有効にした場合、そのセキュ
ア HTTP サーバ（またはクライアント）に対する一時的または永続的な自己署名証明書が自動的
に生成されます。
• スイッチにホスト名とドメイン名が設定されてない場合、生成される自己署名証明書は一時
的なものです。スイッチを再起動すると、この一時的な自己署名証明書は失われ、新たに自
己署名証明書（一時的に）が割り当てられます。
• スイッチにホスト名とドメイン名が設定されている場合、生成される自己署名証明書は永続
的なものです。この証明書は、スイッチを再起動しても、セキュア HTTP サーバを無効にし
ても有効のままです。そのため、再度セキュア HTTP 接続を有効にしたときに使用できま
す。

（注）

認証局およびトラストポイントは、個々のデバイスで設定する必要があります。他のデバイス
からコピーすると、それらはスイッチ上で無効になります。
新しい証明書を登録した場合、新しい設定の変更は、サーバが再起動するまで HTTPS サーバ
に適用されません。CLI を使用するか、または物理的な再起動によって、サーバを再起動でき
ます。サーバを再起動すると、スイッチは新しい証明書の使用を開始します。
自己署名証明書が生成された場合、その情報は show running-config 特権 EXEC コマンドで出力で
きます。自己署名証明書を表示するコマンドの出力（show running-config コマンド）を例として一
部示します。
Switch# show running-config
Building configuration...
<output truncated>
crypto pki trustpoint TP-self-signed-3080755072
enrollment selfsigned
subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-3080755072
revocation-check none
rsakeypair TP-self-signed-3080755072
!
!
crypto ca certificate chain TP-self-signed-3080755072
certificate self-signed 01
3082029F 30820208 A0030201 02020101 300D0609 2A864886
59312F30 2D060355 04031326 494F532D 53656C66 2D536967
69666963 6174652D 33303830 37353530 37323126 30240609
02161743 45322D33 3535302D 31332E73 756D6D30 342D3335
30333031 30303030 35395A17 0D323030 31303130 30303030

F70D0101
6E65642D
2A864886
3530301E
305A3059

04050030
43657274
F70D0109
170D3933
312F302D

<output truncated>

自己署名証明書は、セキュア HTTP サーバを無効にして、no crypto pki trustpoint
TP-self-signed-30890755072 グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力することで削除で
きます。その後、セキュア HTTP サーバを再度有効にすると、自己署名証明書が新たに生成され
ます。
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（注）

TP self-signed の後ろに表示されている値は、デバイスのシリアル番号によって異なります。
オプションのコマンド（ip http secure-client-auth）を使用すると、HTTPS サーバがクライアント
からの X.509v3 証明書を要求します。クライアントの認証は、サーバ自身の認証よりも高いセキュ
リティを提供します。
認証局の詳細については、『Cisco IOS Security Configuration Guide, Release 12.4』の「Configuring
Certification Authority Interoperability」の章を参照してください。

CipherSuite
CipherSuite は暗号化アルゴリズムおよびダイジェスト アルゴリズムを指定して、SSL 接続に使用
します。HTTPS サーバに接続すると、クライアントの Web ブラウザは、サポート対象の CipherSuite
のリストを提供します。その後クライアントとサーバは、両方でサポートされている暗号化アル
ゴリズムで最適なものをリストから選択してネゴシエートします。たとえば、NetscapeCommunicator
4.76 は、米国のセキュリティ（RSA 公開キー暗号 MD2、MD5、RC2-CBC、RC4、DES-CBC、お
よび DES-EDE3-CBC）をサポートしています。
最適な暗号化には、128 ビット暗号化をサポートするクライアント ブラウザ（Microsoft Internet
Explorer バージョン 5.5 以降または Netscape Communicator バージョン 4.76 以降など）が必要です。
SSL_RSA_WITH_DES_CBC_SHA CipherSuite は、128 ビット暗号化を提供しないため、他の
CipherSuite よりもセキュリティが低くなります。
CipherSuite は、よりセキュリティが高く、複雑になればなるほど、わずかですが処理時間が必要
になります。次に、スイッチでサポートされる CipherSuite およびルータの処理負荷（速さ）によ
る CipherSuite のランク（速い順）を定義します。
1 SSL_RSA_WITH_DES_CBC_SHA：メッセージの暗号化に DES-CBC、およびメッセージ ダイ
ジェストに SHA を使用した RSA のキー交換（RSA 公開キー暗号化）
2 SSL_RSA_WITH_NULL_SHA：メッセージの暗号化に NULL、およびメッセージ ダイジェスト
に SHA を使用したキー交換（SSL 3.0 専用）。
3 SSL_RSA_WITH_NULL_MD5：メッセージの暗号化に NULL、およびメッセージ ダイジェスト
に MD5 を使用したキー交換（SSL 3.0 専用）。
4 SSL_RSA_WITH_RC4_128_MD5：RC4 128 ビット暗号化、およびメッセージ ダイジェストに
MD5 を使用した RSA のキー交換
5 SSL_RSA_WITH_RC4_128_SHA：RC4 128 ビット暗号化、およびメッセージ ダイジェストに
SHA を使用した RSA のキー交換
6 SSL_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA：メッセージの暗号化に 3DES と DES-EDE3-CBC、お
よびメッセージ ダイジェストに SHA を使用した RSA のキー交換（RSA 公開キー暗号化）
7 SSL_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA：AES 128 ビット暗号化、およびメッセージダイジェス
トに SHA を使用した RSA のキー交換（SSL 3.0 専用）。
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8 SSL_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA：AES 256 ビット暗号化、およびメッセージダイジェス
トに SHA を使用した RSA のキー交換（SSL 3.0 専用）。
9 SSL_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA：AES 128 ビット暗号化、およびメッセージダイジェス
トに SHA を使用した RSA のキー交換（SSL 3.0 専用）。
10 SSL_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA：AES 256 ビット暗号化、およびメッセージダイジェス
トに SHA を使用した RSA のキー交換（SSL 3.0 専用）。

（注）

Chrome の最新バージョンは 4 つの元の暗号スイートをサポートしません。そのため、Web GUI
とゲスト ポータル両方へのアクセスが拒否されます。
（暗号化およびダイジェスト アルゴリズムをそれぞれ指定して組み合わせた）RSA は、SSL 接続
においてキーの生成および認証の両方に使用されます。これは、CA のトラストポイントが設定さ
れているかどうかにかかわりません。

SSL のデフォルト設定
標準の HTTP サーバはイネーブルに設定されています。
SSL はイネーブルに設定されています。
CA のトラストポイントは設定されていません。
自己署名証明書は生成されていません。

SSL の設定時の注意事項
SSL をスイッチ クラスタで使用すると、SSL セッションがクラスタ コマンダで終了します。クラ
スタ メンバのスイッチは標準の HTTP で動作させる必要があります。
CA のトラストポイントを設定する前に、システム クロックが設定されていることを確認してく
ださい。クロックが設定されていないと、不正な日付により証明書が拒否されます。
スイッチ スタック内のスタック マスターで、SSL セッションが強制終了されます。

Secure Socket Layer HTTP の設定方法
セキュア HTTP サーバの設定
セキュア HTTP サーバを設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

はじめる前に
証明に証明書の認証を使用する場合、前の手順を使用してスイッチの CA トラストポイントを設
定してから、HTTP サーバを有効にする必要があります。CA のトラストポイントを設定していな
い場合、セキュア HTTP サーバを最初に有効にした時点で、自己署名証明書が生成されます。サー
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バを設定した後、標準およびセキュア HTTP サーバ両方に適用するオプション（パス、適用する
アクセス リスト、最大接続数、またはタイムアウト ポリシー）を設定できます。
Web ブラウザを使用してセキュア HTTP 接続を確認するには、https://URL を入力します（URL は
IP アドレス、またはサーバ スイッチのホスト名）。デフォルト ポート以外のポートを設定してい
る場合、URL の後ろにポート番号も指定する必要があります。次に例を示します。

（注）

AES256_SHA2 はサポートされません。
https://209.165.129:1026

または
https://host.domain.com:1026

アクセス リスト（IPv4 ACL のみ）を指定するための従来の ip http access-class access-list-number
コマンドは廃止予定です。引き続きこのコマンドを使用して、HTTP サーバへのアクセスを許可
するアクセス リストを指定できます。2 つの新しいコマンドは、IPv4 および IPv6 ACL を指定す
るためのサポートを有効にするために導入されました。これらは、IPv4 ACL を指定するための ip
http access-class ipv4 access-list-name | access-list-number と、IPv6 ACL を指定するための ip http
access-class ipv6 access-list-name です。警告メッセージの受信を防ぐために、新しい CLI を使用す
ることをお勧めします。
アクセス リストを指定する際は、次の考慮事項があります。
• 存在しないアクセス リストを指定すると、設定は実行されますが、次の警告メッセージを受
信します。
ACL being attached does not exist, please configure it
• HTTP サーバにアクセス リストを指定するために ip http access-class コマンドを使用すると、
次の警告メッセージが表示されます。
This CLI will be deprecated soon, Please use new CLI ip http
access-class ipv4/ipv6 <access-list-name>| <access-list-number>
• ip http access-class ipv4 access-list-name | access-list-number または ip http access-class ipv6
access-list-name を使用した場合に、アクセス リストがすでに ip http access-class を使用して
設定されていた場合は、次の警告メッセージが表示されます。
Removing ip http access-class <access-list-number>
ip http access-class access-list-number and ip http access-class ipv4 access-list-name | access-list-number
share the same functionality.コマンドを実行するごとに、その前のコマンドのコンフィギュレーショ
ンは上書きされます。2 つのコマンドの設定間の次の組み合わせによって、実行コンフィギュレー
ションへの影響が説明されます。
• ip http access-class access-list-number がすでに設定されている場合に、ip http access-class ipv4
access-list-number コマンドを使用して設定を行おうとした場合、ip http access-class
access-list-number の設定は削除され、ip http access-class ipv4 access-list-number の設定が実行
コンフィギュレーションに追加されます。
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• ip http access-class access-list-number がすでに設定されている場合に、ip http access-class ipv4
access-list-name コマンドを使用して設定を行おうとした場合、ip http access-class
access-list-number の設定は削除され、ip http access-class ipv4 access-list-name の設定が実行コ
ンフィギュレーションに追加されます。
• ip http access-class ipv4 access-list-number がすでに設定されている場合に、ip http access-class
access-list-name を使用して設定を行おうとした場合、ip http access-class ipv4 access-list-number
の設定は削除され、ip http access-class access-list-name の設定が実行コンフィギュレーション
に追加されます。
• ip http access-class ipv4 access-list-name がすでに設定されている場合に、ip http access-class
access-list-number を使用して設定を行おうとした場合、ip http access-class ipv4 access-list-name
の設定は削除され、ip http access-class access-list-number の設定が実行コンフィギュレーショ
ンに追加されます。

手順の概要
1. show ip http server status
2. configure terminal
3. ip http secure-server
4. ip http secure-port port-number
5. ip http secure-ciphersuite {[3des-ede-cbc-sha] [rc4-128-md5] [rc4-128-sha] [des-cbc-sha]}
6. ip http secure-client-auth
7. ip http secure-trustpoint name
8. ip http path path-name
9. ip http access-class access-list-number
10. ip http access-class { ipv4 {access-list-number | access-list-name} | ipv6 {access-list-name} }
11. ip http max-connections value
12. ip http timeout-policyidle secondslife secondsrequests value
13. 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

show ip http server status

（任意）HTTP サーバのステータスを表示して、セキュア HTTP
サーバの機能がソフトウェアでサポートされているかどうかを
判断します。出力で、次のラインのどちらかを確認してくださ
い。

例：
Switch# show ip http server status

HTTP secure server capability: Present
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コマンドまたはアクション

目的
または
HTTP secure server capability: Not present

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

ip http secure-server
例：

HTTPS サーバがディセーブルの場合、イネーブルにします。
HTTPS サーバは、デフォルトでイネーブルに設定されていま
す。

Switch(config)# ip http
secure-server

ステップ 4

ip http secure-port port-number
例：

（任意）HTTPS サーバに使用するポート番号を指定します。
デフォルトのポート番号は 443 です。443 または 1025 ～ 65535
の範囲で指定できます。

Switch(config)# ip http secure-port
443

ステップ 5

ip http secure-ciphersuite
{[3des-ede-cbc-sha] [rc4-128-md5]
[rc4-128-sha] [des-cbc-sha]}
例：

（任意）HTTPS 接続の暗号化に使用する CipherSuite（暗号化
アルゴリズム）を指定します。特定の CipherSuite を指定する
理由がなければ、サーバとクライアントが、両方がサポートす
る CipherSuite でネゴシエートするように設定します。これは
デフォルトです。

Switch(config)# ip http
secure-ciphersuite rc4-128-md5

ステップ 6

ip http secure-client-auth
例：
Switch(config)# ip http
secure-client-auth

ステップ 7

ip http secure-trustpoint name
例：
Switch(config)# ip http
secure-trustpoint your_trustpoint

（任意）HTTP サーバを設定して、接続処理の間、認証のため
に、クライアントからの X.509v3 証明書を要求します。デフォ
ルトでは、クライアントがサーバからの証明書を要求する設定
になっていますが、サーバはクライアントを認証しないように
なっています。
X.509v3 セキュリティ証明書の取得およびクライアントの証明
書接続の認証に使用する CA のトラストポイントを指定しま
す。
（注）

このコマンドの使用は、前の手順に従って CA のト
ラストポイントをすでに設定しているという前提を
踏まえて説明しています。
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

ip http path path-name

（任意）HTML ファイルのベースとなる HTTP パスを設定しま
す。パスは、ローカル システムにある HTTP サーバ ファイル
の場所を指定します（通常、システムのフラッシュ メモリを
指定します）。

例：
Switch(config)# ip http path
/your_server:80

ステップ 9

ip http access-class access-list-number

（任意）HTTP サーバへのアクセスの許可に使用するアクセス
リストを指定します。

例：
Switch(config)# ip http access-class
2

ステップ 10

ip http access-class { ipv4
（任意）HTTP サーバへのアクセスの許可に使用するアクセス
{access-list-number | access-list-name} | リストを指定します。
ipv6 {access-list-name} }
例：
Switch(config)# ip http access-class
ipv4 4

ステップ 11

ip http max-connections value
例：

（任意）HTTP サーバへの同時最大接続数を指定します。値は
10 以上にすることを推奨します。これは、UI が想定どおりに
機能するために必要な値です。

Switch(config)# ip http
max-connections 4

ステップ 12

ip http timeout-policyidle secondslife
secondsrequests value

（任意）指定の状況下における、HTTP サーバへの接続最大時
間を指定します。
• idle：データの受信がないか、応答データが送信できない

例：
Switch(config)# ip http
timeout-policy idle 120 life 240
requests 1

場合の最大時間。指定できる範囲は 1 ～ 600 秒です。デ
フォルト値は 180 秒（3 分）です。
• life：接続を確立している最大時間。指定できる範囲は 1
～ 86400 秒（24 時間）です。デフォルト値は 180 秒です。
• requests：永続的な接続で処理される要求の最大数。最大
値は 86400 です。デフォルトは 1 です。

ステップ 13

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end
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セキュア HTTP クライアントの設定
セキュア HTTP クライアントを設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

はじめる前に
標準の HTTP クライアントおよびセキュア HTTP クライアントは常にイネーブルです。証明書の
認証にはセキュア HTTP クライアントの証明書が必要です。次の手順では、前の手順で CA のト
ラストポイントをスイッチに設定していることを前提にしています。CA のトラストポイントが設
定されておらず、リモートの HTTPS サーバがクライアントの認証を要求した場合、セキュア HTTP
クライアントへの接続は失敗します。

手順の概要
1. configureterminal
2. ip http client secure-trustpoint name
3. ip http client secure-ciphersuite {[3des-ede-cbc-sha] [rc4-128-md5] [rc4-128-sha] [des-cbc-sha]}
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

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

ip http client secure-trustpoint name
例：
Switch(config)# ip http client
secure-trustpoint your_trustpoint

ステップ 3

ip http client secure-ciphersuite
{[3des-ede-cbc-sha] [rc4-128-md5]
[rc4-128-sha] [des-cbc-sha]}
例：

（任意）リモートの HTTP サーバがクライアント認証を要求
した場合に使用する、CA のトラストポイントを指定します。
このコマンドの使用は、前の手順を使用して CA のトラストポ
イントをすでに設定しているという前提を踏まえて説明して
います。クライアント認証が必要ない場合、またはプライマ
リのトラストポイントがすでに設定されている場合は、この
コマンドは任意です。
（任意）HTTPS 接続の暗号化に使用する CipherSuite（暗号化
アルゴリズム）を指定します。特定の CipherSuite を指定する
理由がなければ、サーバとクライアントが、両方がサポート
する CipherSuite でネゴシエートするように設定します。これ
はデフォルトです。

Switch(config)# ip http client
secure-ciphersuite rc4-128-md5
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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：
Switch(config)# end

CA のトラストポイントの設定
セキュア HTTP 接続には、CA のトラストポイントを正式に設定することを推奨します。CA のト
ラストポイントは、自己署名証明書より高いセキュリティがあります。
CA のトラストポイントを設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順の概要
1. configureterminal
2. hostname hostname
3. ip domain-name domain-name
4. crypto key generate rsa
5. crypto ca trustpoint name
6. enrollment url url
7. enrollment http-proxy host-name port-number
8. crlquery url
9. primary name
10. exit
11. crypto ca authentication name
12. crypto ca enroll name
13. 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

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

hostname hostname

スイッチのホスト名を指定します（以前ホスト名を設定し
ていない場合のみ必須）。ホスト名はセキュリティ キーと
証明書に必要です。

例：
Switch(config)# hostname
your_hostname

ステップ 3

ip domain-name domain-name
例：

スイッチの IP ドメイン名を指定します（以前 IP ドメイン名
を設定していない場合のみ必須）。IP ドメイン名はセキュ
リティ キーと証明書に必要です。

Switch(config)# ip domain-name
your_domain

ステップ 4

crypto key generate rsa
例：
Switch(config)# crypto key generate
rsa

ステップ 5

crypto ca trustpoint name
例：

（任意）RSA キー ペアを生成します。RSA キーのペアは、
スイッチの証明書を入手する前に必要です。RSA キーのペ
アは自動的に生成されます。必要であれば、このコマンド
を使用してキーを再生成できます。

CA のトラストポイントにローカルの設定名を指定して、CA
トラストポイント コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

Switch(config)# crypto ca trustpoint
your_trustpoint

ステップ 6

enrollment url url

スイッチによる証明書要求の送信先の URL を指定します。

例：
Switch(ca-trustpoint)# enrollment
url http://your_server:80

ステップ 7

enrollment http-proxy host-name
port-number

（任意）HTTP プロキシ サーバを経由して CA から証明書を
入手するようにスイッチを設定します。

例：

• host-name には、CA を取得するために使用するプロキ

Switch(ca-trustpoint)# enrollment
http-proxy your_host 49

• port-number には、CA にアクセスするために使用する

シ サーバを指定します。
ポート番号を指定します。

ステップ 8

crlquery url
例：

ピアの証明書が取り消されていないかを確認するために、
証明書失効リスト（CRL）を要求するようにスイッチを設定
します。

Switch(ca-trustpoint)# crl query
ldap://your_host:49
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

primary name

（任意）トラストポイントが CA 要求に対してプライマリ
（デフォルト）トラストポイントとして使用されるように
指定します。

例：
Switch(ca-trustpoint)# primary
your_trustpoint

ステップ 10

• name には、設定したトラストポイントを指定します。
CA トラストポイント コンフィギュレーションモードを終了
し、グローバル コンフィギュレーション モードに戻りま
す。

exit
例：
Switch(ca-trustpoint)# exit

ステップ 11

crypto ca authentication name

CA の公開キーを取得して CA を認証します。ステップ 5 で
使用した名前と同じものを使用します。

例：
Switch(config)# crypto ca
authentication your_trustpoint

ステップ 12

crypto ca enroll name
例：

指定した CA トラストポイントから証明書を取得します。こ
のコマンドは、各 RSA キーのペアに対して 1 つの署名入り
の証明書を要求します。

Switch(config)# crypto ca enroll
your_trustpoint

ステップ 13

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

セキュア HTTP サーバおよびクライアントのステータスのモニタリン
グ
SSL セキュア サーバおよびクライアントのステータスをモニタするには、次の表の特権 EXEC コ
マンドを使用します。
表 86：SSL セキュア サーバおよびクライアントのステータスを表示するコマンド

コマンド

目的

show ip http client secure status

セキュア HTTP クライアントの設定を表示しま
す。
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コマンド

目的

show ip http server secure status

セキュア HTTP サーバの設定を表示します。

show running-config

セキュア HTTP 接続に対して生成された自己署
名証明書を表示します。

Secure Socket Layer HTTP の設定例
例：Secure Socket Layer HTTP の設定
次の例は、セキュア HTTP サーバがイネーブルで、セキュア HTTP サーバ用のポートが 1025 に設
定され、認証にリモート CA トラストポイント サーバ「CA-trust-local」を使用する場合のコンフィ
ギュレーション セッションです。
Device# show ip http server status
HTTP server status: Disabled
HTTP server port: 80
HTTP server authentication method: enable
HTTP server access class: 0
HTTP server base path:
Maximum number of concurrent server connections allowed: 5
Server idle time-out: 600 seconds
Server life time-out: 600 seconds
Maximum number of requests allowed on a connection: 1
HTTP secure server capability: Present
HTTP secure server status: Disabled
HTTP secure server port: 443
HTTP secure server ciphersuite: 3des-ede-cbc-sha des-cbc-sha rc4-128-md5 rc4-12a
HTTP secure server client authentication: Disabled
HTTP secure server trustpoint:
Device# configure terminal
Device(config)# ip http secure-server
Device(config)# ip http client secure-trustpoint CA-trust-local
Device(config)# ip http secure-port 1024
Invalid secure port value.
Device(config)# ip http secure-port 1025
Device(config)# ip http secure-ciphersuite rc4-128-sha rc4-128-md5
Device(config)# end

Device# show ip http serversecure status
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP

secure
secure
secure
secure
secure

server
server
server
server
server

status: Enabled
port: 1025
ciphersuite: rc4-128-md5 rc4-128-sha
client authentication: Disabled
trustpoint: CA-trust-local

次の例では、CA トラストポイント「CA-trust-local」が指定されており、HTTPS クライアントは
クライアント認証要求に対してこのトラストポイントを使用するように設定されています。
Device# config terminal
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Device(config)# crypto ca trustpoint CA-trust-local
Device(ca-trustpoint)# enrollment url http://example.com
Device(ca-trustpoint)# crl query ldap://example.com
Device(ca-trustpoint)# primary
Device(ca-trustpoint)# exit
Device(config)# ip http client secure-trustpoint CA-trust-local
Device(config)# end
Device# copy running-config startup-config

Secure Socket Layer HTTP に関するその他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

Cisco セキュリティ コマンド

• 『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands A to C』
• 『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands D to L』
• 『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands M to R』
• 『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands S to Z』

IPv6 コマンド

『Cisco IOS IPv6 Command Reference』
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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

Secure Socket Layer HTTP に関する機能情報
リリース

機能情報

Cisco IOS Release 15.0(2)EXCisco IOS Release
15.2(5)E

この機能が導入されました。

用語集
RSA：RSA は、広く使用されているインターネットの暗号化および認証システムであり、暗号化
と復号に公開キーと秘密キーを使用します。RSA アルゴリズムは 1978 年に Ron Rivest（ロナル
ド・リベスト）、Adi Shamir（アディ・シャミア）、Leonard Adleman（レオナルド・エーデルマ
ン）により考案されました。RSA という省略形は、最初の開発者である 3 人のラストネームの頭
文字に由来します。RSA アルゴリズムは Microsoft や Netscape のブラウザなどのさまざまなアプ
リケーションで使用されています。RSA 暗号化システムは RSA Security が所有しています。
SHA ：セキュア ハッシュ アルゴリズム。SHA は、Secure Hash Standard（SHS、FIPS 180）に定め
られている、NIST により開発されたアルゴリズムです。通常 Digest 5 アルゴリズムに代わる方法
として使用されます。
signatures,digital ：SSL を使用する状況において「signing（署名）」は秘密キーによる暗号化を意
味します。デジタル署名では、署名アルゴリズムの入力方法として一方向ハッシュ関数が使用さ
れます。RSA 署名では、36 バイト構造の 2 つのハッシュ（1 つは SHA、もう 1 つは MD5）に署
名されます。
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SSL3.0 ：Secure Socket Layer バージョン 3.0。SSL は、インターネット上の通信におけるプライバ
シーを提供するセキュリティ プロトコルです。このプロトコルを使用することにより、クライア
ントおよびサーバ アプリケーションは、盗聴、改ざん、またはメッセージの偽造を防止するよう
に設計された方法で通信できます。SSL は、インターネットの HTTP レイヤと TCP レイヤの間に
存在するプログラム レイヤを使用します。SSL は、大部分の Web サーバ製品およびインターネッ
ト ブラウザに搭載されています。SSL 3.0 の仕様は、次の URL に掲載されています。http://
home.netscape.com/eng/ssl3/。
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章

認証局の相互運用性
この章では、IPSec プロトコルをサポートするために提供される、認証局（CA）の相互運用性を
設定する方法について説明します。CA の相互運用性により、Cisco IOS デバイスと CA の通信が
可能になり、Cisco IOS デバイスが CA からデジタル証明書を取得して使用できるようになりま
す。IPSec は CA を使用せずにネットワークで実装できますが、CA を使用すると、IPSec の管理
性と拡張性が提供されます。
• 機能情報の確認, 987 ページ
• 認証局の前提条件, 988 ページ
• 認証局の制約事項, 988 ページ
• 認証局について, 988 ページ
• 認証局の設定方法, 992 ページ
• 認証局のモニタリングおよびメンテナンス, 1000 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表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シスコ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 からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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認証局の前提条件
この相互運用性機能の設定を行う前に、ネットワークで認証局（CA）が使用可能になっている必
要があります。CA が公開キー インフラストラクチャ（PKI）プロトコルと Simple Certificate
Enrollment Protocol（SCEP）プロトコルをサポートしている必要があります。

認証局の制約事項
CA を設定する際には次の制約事項が適用されます。
• この機能を設定する必要があるのは、ネットワークに IPSec およびインターネット キー交換
（IKE）を両方とも設定する場合だけです。
• Cisco IOS ソフトウェアでは、長さが 2048 ビットを超える CA サーバ公開キーはサポートさ
れていません。

認証局について
CA でサポートされる規格
認証局（CA）の相互運用性がなければ、Cisco IOS デバイスは IPSec 実装時に CA を使用すること
ができません。CA は、IPSec ネットワークに管理可能なスケーラブル ソリューションを提供しま
す。
シスコでは、この機能で次の規格をサポートしています。
• IPsec：IPsec は、参加しているピア間のデータ機密性、データ整合性、およびデータ認証を
提供するオープン スタンダードのフレームワークです。IPSec は、IP レイヤでこれらのセキュ
リティ サービスを提供し、インターネット キー交換を使用して、ローカル ポリシーに基づ
いたプロトコルとアルゴリズムのネゴシエーションの処理を行い、IPSec で使用する暗号化
および認証キーを生成します。IPSec を使用することにより、ホスト ペア間、セキュリティ
ゲートウェイ ペア間、またはセキュリティ ゲートウェイとホスト間の 1 つ以上のデータ フ
ローを保護できます。
• インターネット キー交換（IKE）：Oakley キー交換や Skeme キー交換をインターネット セ
キュリティ アソシエーション キー管理プロトコル（ISAKMP）フレームワーク内部に実装し
たハイブリッド プロトコルです。IKE は他のプロトコルで使用できますが、その初期実装時
は IPSec プロトコルで使用します。IKE は、IPsec ピアの認証、IPsec キーのネゴシエーショ
ンし、IPsec セキュリティ アソシエーションのネゴシエーションを実行します。
• Public-Key Cryptography Standard #7（PKCS #7）：証明書登録メッセージの暗号化および署名
に使用される RSA Data Security, Inc. の標準。
• Public-Key Cryptography Standard #10（PKCS #10）：証明書要求のための RSA Data Security,
Inc. の標準構文。
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• RSA キー：RSA は公開キー暗号化システムで、Ron Rivest、Adi Shamir、Leonard Adleman の
3 名によって開発されました。RSA キーは、1 つの公開キーと 1 つの秘密キーのペアになっ
ています。
• X.509v3 証明書：同等のデジタル ID カードを各デバイスに提供することで、IPSec で保護さ
れたネットワークの拡張を可能にする証明書サポート。2 つの装置が通信する際、デジタル
証明書を交換することで ID を証明します（これにより、各ピアが公開キーを手動で交換し
たり、各ピアで共有キーを手動で指定したりする必要がなくなります）。これらの証明書は
CA から取得されます。X.509 は、ITU の X.500 標準の一部です。

CA の目的
認証局（CA）は、証明書要求を管理し、関係する IP セキュリティ ネットワーク デバイスへの証
明書の発行します。これらのサービスは、参加デバイスのキー管理を一元化して行います。
CA は、IPSec ネットワーク デバイスの管理を簡素化します。CA は、ルータなど、複数の IPSec
対応デバイスを含むネットワークで使用できます。
Public Key Cryptography によりイネーブルにされたデジタル署名は、デバイスおよび個人ユーザを
デジタル認証します。RSA 暗号化システムなどの Public Key Cryptography では、各ユーザは、公
開キーと秘密キーの両方を含むキー ペアを使用します。これらのキーは、補足として機能し、一
方で暗号化されたものは、もう一方で復号化できます。つまり、シグニチャは、データがユーザ
の秘密キーで暗号化されるときに形成されます。受信者は、送信者の公開キーを使用してメッセー
ジを復号化することで、署名を検証します。送信側の公開キーを使用してメッセージを復号でき
たという事実から、そのメッセージが秘密キーの所有者つまり送信者によって作成されたことが
わかります。このプロセスでは、受信者が送信者の公開キーのコピーを持っていること、および
そのキーが送信者になりすました別人ではなく送信者本人のものであることを受信者が強く確信
していることが重要です。
デジタル証明書はリンクを提供します。デジタル証明書には、名前、シリアル番号、企業、部署
または IP アドレスなど、ユーザまたはデバイスを特定する情報を含んでいます。また、エンティ
ティの公開キーのコピーも含まれています。証明書自体は、受信者が身元を証明しデジタル証明
書を作成するうえで確実に信頼できるサード パーティである、認証局（CA）により署名されま
す。
CA の署名を検証するには、受信者が CA の公開キーを認識している必要があります。このプロセ
スは通常、アウトオブバンド、またはインストール時に実行される操作によって処理されます。
たとえば、通常の Web ブラウザでは、デフォルトで、複数の CA の公開キーが設定されていま
す。IPSec の基本コンポーネントであるインターネット キー交換（IKE）は、デジタル シグニチャ
を使用して、セキュリティアソシエーションを設定する前にピアデバイスをスケーラブルに認証
できます。
デジタル シグニチャがない場合は、IPSec を使用するデバイスの各ペア間で公開キーまたはシー
クレットを手動で交換して、通信を保護する必要があります。証明書がない場合、ネットワーク
に新しいデバイスが追加されるたびに、安全に通信を行う他のすべてのデバイスで設定を変更す
る必要があります。デジタル証明書がある場合、各デバイスは、認証局に登録されます。2 台の
デバイスが通信する場合、証明書を交換し、データをデジタル署名して、お互いを認証します。
ネットワークに新しいデバイスを追加する場合には、そのデバイスを CA に登録するだけでよく、
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他のデバイスの設定を変更する必要はありません。新しいデバイスが IPSec 接続を試行すると、
証明書が自動的に交換され、デバイスを認証できます。

CA なしでの IPsec の実装
CA を使用せずに、2 つの Cisco デバイス間で IPSec サービス（暗号化など）を有効にする場合、
最初に、各デバイスにもう一方のデバイスのキー（RSA 公開キーや共有キー）が存在することを
確認する必要があります。つまり、次のいずれかの操作を手動で実行する必要があります。
• 各デバイスで、もう一方のデバイスの RSA 公開キーを入力します。
• 各デバイスで、両方のデバイスに使用される共有キーを指定します。
上の図では、各デバイスが他方のデバイスのキーを使用して、他方のデバイスのアイデンティティ
を認証します。この認証は、2 台のデバイス間で IPsec トラフィックが交換される場合には必ず実
行されます。
複数の Cisco デバイスをメッシュ トポロジで配置し、すべてのデバイス間で IPSec トラフィック
を交換させる場合には、最初に、すべてのデバイス間に共有キーまたは RSA 公開キーを設定する
必要があります。
IPSec ネットワークに新しいデバイスを追加するごとに、新しいデバイスと既存の各デバイス間に
キーを設定する必要があります。（図 34 の場合、このネットワークに 1 台の暗号化デバイスを追
加するには、新たに 4 つのスイッチ間キー設定が必要になります）。
したがって、IPSec サービスを必要とするデバイスが増えるほど、キー管理は複雑になります。こ
のアプローチでは、より大型で複雑な暗号化ネットワークには拡張できません。

CA での IPsec の実装
CA では、すべての暗号化デバイス間にキーを設定する必要はありません。代わりに、加入させる
各デバイスを CA に個別に登録し、各デバイスの証明書を要求します。この設定が完了していれ
ば、各加入デバイスは、他のすべての加入デバイスをダイナミックに認証できます。このプロセ
スについて、図で説明します。
ネットワークに新しい IPSec デバイスを追加する場合、新しいデバイスが CA に証明書を要求す
るように設定するだけでよく、既存の他のすべての IPSec デバイスとの間に複数のキー設定を行
う必要はありません。

複数のルート CA での IPsec の実装
複数のルート CA がある場合、証明書をピアに発行した CA にデバイスを登録する必要はありま
せん。その代わり、信頼できる複数の CA にデバイスを設定します。そのため、デバイスは、設
定された CA（信頼できるルート）を使用して、デバイス ID で定義されている同じ CA 以外から
発行された証明を、ピアが提供したかどうかを検証できます。
複数の CA を設定することにより、IKE を使用して IPSec トンネルを確立する場合に、異なるドメ
イン（異なる CA）に登録した 2 台以上のデバイス間で相互の ID を確認できます。
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Simple Certificate Enrollment Protocol（SCEP）では、各デバイスは、CA（登録 CA）で設定されま
す。CA は、CA の秘密キーで署名されるデバイスに証明書を発行します。同じドメインのピアの
証明書を確認するため、デバイスは、登録 CA のルート証明書でも設定されます。
異なるドメインからのピアの証明書を確認するには、そのピアのドメインの登録 CA のルート証
明書をデバイスで安全に設定する必要があります。
インターネット キー交換（IKE）フェーズ I の署名の検証中、発信側は CA 証明書のリストを応答
側に送信します。応答側は、リストのいずれかの CA により発行される証明書を送信する必要が
あります。証明書が検証されると、デバイスは、証明書に含まれる公開キーを公開キー リングに
保存します。
複数のルート CA がある場合、VPN ユーザは、1 つのドメインで信頼を確立して、それを他のド
メインに簡単かつ安全に配布できます。そのため、異なるドメインで認証されるエンティティ間
の必要なプライベート通信チャネルが発生します。

IPSec デバイスによる CA 証明書の使用方法
IPSec で保護されたトラフィックを 2 台の IPSec デバイス間で交換させるには、最初に相互に認証
しあう必要があります。認証されていない場合、IPSec 保護が適用されません。この認証を行うに
は、IKE を使用します。
CA を使用しない場合、デバイスは、RSA 暗号化ナンスまたは事前共有キーを使用して、リモー
ト デバイスに対して自身を認証します。いずれの方式でも、2 つのデバイス間でキーを事前に設
定しておく必要があります。
CA を使用する場合、デバイスはリモート デバイスに証明書を送信し、何らかの公開キー暗号化
を実行することによって、リモート デバイスに対して自身を認証します。各デバイスは、CA に
より発行されて検証された、固有の証明書を送信する必要があります。このプロセスが有効なの
は、各デバイスの証明書にデバイスの公開キーがカプセル化され、各証明書が CA によって認証
されることにより、すべての加入デバイスが CA を認証局として認識するからです。この機構は、
RSA シグニチャを使用する IKE と呼ばれます。
デバイスは、証明書が期限切れになるまで、複数の IPSec ピアに対して、複数の IPSec セッション
用に自身の証明書を継続的に送信できます。証明書が期限満了になったときは、デバイスの管理
者は新しい証明書を CA から入手する必要があります。
また、CA は、IPSec に参加しなくなったデバイスの証明書を失効できます。失効された証明書
は、他の IPSec デバイスから有効とは見なされません。失効された証明書は、証明書失効リスト
（CRL）にリストされ、各ピアは相手側ピアの証明書を受け入れる前に、このリストを確認でき
ます。

登録局
一部の CA に、実装の一部として登録局（RA）があります。RA は本質的に CA のプロキシの役
割を果たすサーバであるため、CA がオフラインのときも CA 機能は継続しています。
このマニュアルに記載されている設定タスクの一部は、CA での RA のサポートの有無によって、
多少の違いがあります。

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーション
ガイド
991

認証局の設定方法

認証局の設定方法
NVRAM メモリ使用率の管理
CA 証明書が使用されるとき、デバイスは証明書と証明書失効リスト（CRL）を使用します。通
常、一部の証明書とすべての CRL は、デバイスの NVRAM にローカルに保存されており、各証明
書および CRL は相応な量のメモリを使用します。
通常、デバイスには次の証明書が保存されます。
• デバイスの証明書
• CA の証明書
• CA サーバから取得したルート証明書（デバイスが初期化された後、すべてのルート証明書
が RAM に保存されます）
• 2 つの登録局（RA）証明書（CA が RA をサポートしている場合のみ）
CRL は通常、次の条件に従ってデバイスで保存されます。
• CA が RA をサポートしていない場合、デバイスには 1 つの CRL のみ保存されます。
• CA が RA をサポートしている場合、複数の CRL をデバイスに保存できます。
これらの証明書と CRL をローカルに保存することが、何の問題にもならない場合もあります。し
かし、メモリの問題が起こる可能性もあります。特に、CA が RA をサポートし、デバイスに多数
の CRL は保存しなければならない場合に起こりやすくなります。NVRAM が小さすぎてルート証
明書を保存できない場合は、ルート証明書のフィンガープリントのみ保存されます。
NVRAM スペースを節約するには、証明書と CRL をローカルに保存せず、必要に応じて CA から
取得するよう指定します。この代替策では、NVRAM スペースを節約できますが、パフォーマン
スに多少影響が出る可能性があります。証明書と CRL をデバイスにローカルに保存せず必要なと
きに取得するよう指定するには、クエリ モードを有効にします。
クエリ モードの有効化は、この時点ではなく後で実施することもできます。証明書と CRL がすで
にデバイスに保存されている場合でも可能です。このような場合、クエリ モードを有効にする
と、設定を保存した後、保存済みの証明書と CRL がデバイスから削除されます（クエリ モードを
有効にする前に TFTP サイトに設定をコピーしておくと、保存されていたあらゆる証明書と CRL
を TFTP サイトで保管することができます）。
クエリ モードを無効にする前に、copy system:running-config nvram:startup-config コマンドを実
行して、現在の証明書と CRL をすべて NVRAM に保存します。そうしないと、リブート時にこれ
らが失われることがあります。
証明書と CRL をデバイスにローカルに保存せず必要なときに取得するよう指定するには、グロー
バル コンフィギュレーション モードで次のコマンドを使用して、クエリ モードを有効にします。
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（注）

クエリ モードは、CA がダウン状態にある場合、可用性に影響を及ぼす可能性があります。

手順の概要
1. crypto ca certificate query

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

crypto ca certificate query

クエリ モードを有効にします。これにより、証明書
と CRL のローカル保存が行われなくなります。

例：
Device(config)# crypto ca certificate query

デバイス ホスト名および IP ドメイン名の設定
デバイスのホスト名および IP ドメイン名が未設定の場合には、これを設定する必要があります。
これが必要になるのは、IPSec によって使用されるキーおよび証明書にデバイスが完全修飾ドメイ
ン名（FQDN）を割り当てており、デバイスに割り当てられたホスト名および IP ドメイン名に
FQDN が基づいているためです。たとえば、「device20.example.com」という名前の証明書は、
「device20」というデバイスのホスト名と「example.com」というデバイスの IP ドメイン名に基づ
いています。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. hostname name
4. ip domain-name name
5. 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。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

hostname name

デバイスのホスト名を設定します。

例：
Device(config)# hostname device1

ステップ 4

ip domain-name name

デバイスの IP ドメイン名を設定します。

例：
Device(config)# ip domain-name
domain.com

ステップ 5

end

グローバル コンフィギュレーションを終了して、特
権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

RSA キー ペアの生成
Rivest、Shamir、Adelman（RSA）キー ペアは IKE キー管理メッセージの署名および暗号化に使用
されます。また、デバイスの証明書を取得する前に必要になります。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. crypto key generate rsa [usage-keys]
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。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
994

認証局の設定方法

ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

crypto key generate rsa [usage-keys]

RSA キー ペアを生成します。
• キーワード usage-keys を使用して、汎用キーではな

例：

く特定目的のキーを指定します。

Device(config)# crypto key generate
rsa usage-keys

ステップ 4

グローバル コンフィギュレーションを終了して、特権
EXEC モードに戻ります。

end
例：
Device(config)# end

認証局の宣言
デバイスが使用する 1 つの認証局（CA）を宣言する必要があります。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. crypto ca trustpoint name
4. enrollment url url
5. enrollment command
6. exit
7. crypto pki trustpoint name
8. crl query ldap://url:[port]
9. enrollment {mode ra | retry count number | retry period minutes | url url}
10. enrollment {mode ra | retry count number | retry period minutes | url url}
11. revocation-check method1 [method2 method3]
12. 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。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> 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：
Device# configure terminal

ステップ 3

crypto ca trustpoint name
例：

デバイスが使用する認証局（CA）を宣言し、CA プ
ロファイル登録コンフィギュレーション モードを開
始します。

Device(config)# crypto ca trustpoint ka

ステップ 4

enrollment url url

登録要求の送信先とする CA サーバの URL を指定し
ます。

例：
Device(ca-profile-enroll)# enrollment url
http://entrust:81

ステップ 5

enrollment command

登録のため CA に送信される HTTP コマンドを指定
します。

例：
Device(ca-profile-enroll)# enrollment
command

ステップ 6

exit
例：

CA プロファイル登録コンフィギュレーション モー
ドを終了してグローバル コンフィギュレーション
モードに戻ります。

Device(ca-profile-enroll)# exit

ステップ 7

crypto pki trustpoint name
例：

デバイスで使用するトラストポイントを宣言し、CA
トラストポイント コンフィギュレーション モードを
開始します。

Device(config)# crypto pki trustpoint ka

ステップ 8

crl query ldap://url:[port]

証明書失効リスト（CRL）を照会し、ピアの証明書
が失効していないことを確認します。

例：
Device(ca-trustpoint)# crl query
ldap://bar.cisco.com:3899

ステップ 9

enrollment {mode ra | retry count number |
retry period minutes | url url}

証明書要求を再試行するまでの登録待機時間を指定
します。

例：
Device(ca-trustpoint)# enrollment retry
period 2
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ステップ 10

コマンドまたはアクション

目的

enrollment {mode ra | retry count number |
retry period minutes | url url}

以前の要求への応答が得られない場合にデバイスが
証明書要求を再送信する回数を指定します。

例：
Device(ca-trustpoint)# enrollment retry
count 8

ステップ 11

revocation-check method1 [method2 method3] 証明書の失効ステータスをチェックします。
例：
Device(ca-trustpoint)# revocation-check
crl ocsp

ステップ 12

CA トラストポイント コンフィギュレーション モー
ドを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Device(ca-trustpoint)# end

ルート CA（Trusted Root）の設定
手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. crypto ca trustpoint name
4. revocation-check method1 [method2 method3]
5. root tftp server-hostname filename
6. enrollment http-proxy hostname port-number
7. 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。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> 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：
Device# configure terminal

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーション
ガイド
997

認証局の設定方法

ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

crypto ca trustpoint name

デバイスで使用するトラストポイントを宣言し、CA
トラストポイント コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device(config)# crypto ca trustpoint ka

ステップ 4

revocation-check method1 [method2 method3] 証明書の失効ステータスをチェックします。
例：
Device(ca-trustpoint)# revocation-check
ocsp

ステップ 5

root tftp server-hostname filename

TFTP 経由で認証局（CA）の証明書を取得します。

例：
Device(ca-trustpoint)# root tftp server1
file1

ステップ 6

enrollment http-proxy hostname port-number HTTP を使用して、プロキシ サーバ経由で認証局
（CA）にアクセスします。
例：
Device(ca-trustpoint)# enrollment
http-proxy host2 8080

ステップ 7

end

CA トラストポイント コンフィギュレーション モー
ドを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(ca-trustpoint)# end

CA の認証
デバイスは認証局（CA）を認証する必要があります。CA を認証するには、CA の公開キーが含ま
れている CA の自己署名付きの証明書を取得します。この CA の証明書は自己署名（CA が自身の
証明書に署名したもの）であるため、CA の公開キーは、この手順実行時に、CA アドミニスト
レータに連絡して CA 証明書のフィンガープリントを比較することにより、手動で認証する必要
があります。
CA の公開キーを取得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. crypto pki authenticatename
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。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> 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：
Device# configure terminal

ステップ 3

crypto pki authenticatename

CA の証明書を取得することにより CA を認証します。

例：
Device(config)# crypto pki authenticate
myca

ステップ 4

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

end
例：
Device(config)# end

署名証明書の要求
デバイスの RSA キー ペアごとに、認証局（CA）から署名付き証明書を取得する必要があります。
汎用 RSA キーを生成した場合、デバイスは 1 組の RSA キー ペアだけを持ち、1 個の証明書だけ
が必要です。特定目的の RSA キーを以前に生成している場合、デバイスは 2 組の RSA キー ペア
を持ち、2 個の証明書が必要です。
CA から署名付き証明書認証を要求するには、次の作業を実行します。

（注）

crypto pki enroll コマンドを発行した後、証明書を受信する前にデバイスがリブートされた場
合は、コマンドを再発行して CA 管理者に連絡する必要があります。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. crypto pki enroll number
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。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> 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：
Device# configure terminal

ステップ 3

crypto pki enroll number

CA からデバイスの証明書を取得します。

例：
Device(config)# crypto pki enroll myca

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、
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

次の作業
コンフィギュレーションの保存
コンフィギュレーションの変更を行った場合は、必ず作業結果を保存するようにしてください。
copy system:running-config nvram:startup-config コマンドを使用して、コンフィギュレーションを
保存します。このコマンドには、RSA キーをプライベート NVRAM に保存する命令が含まれてい
ます。copy system:running-config rcp: または copy system:running-config tftp: コマンドを使用する
と、RSA キーはコンフィギュレーションに保存されません。

認証局のモニタリングおよびメンテナンス
証明書失効リストの要求
証明書失効リスト（CRL）の要求は、認証局（CA）が登録局（RA）をサポートしていないとき
のみ実施可能です。次のタスクは、CA が RA をサポートしていないときのみ適用されます。
デバイスがピアから証明書を受信すると、デバイスは CA から CRL をダウンロードします。次
に、デバイスは CRL をチェックして、ピアから送信された証明書が無効になっていないことを確
認します（証明書が CRL に表示されている場合、デバイスは証明書を受け付けず、ピアを認証し
ません）。
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クエリ モードがオフの場合は、CRL の期限が切れるまで CRL を後続の証明書に再使用すること
ができます。該当する CRL の期限が切れた後でデバイスがピアの証明書を受信すると、デバイス
は新しい CRL をダウンロードします。
デバイスにある CRL は有効期限内だがそのコンテンツが古くなっていることが疑われる場合は、
古い CRL と置き換える最新の CRL をすぐにダウンロードするよう要求することができます。
•

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. crypto pki crl request name
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。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> 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：
Device# configure terminal

ステップ 3

crypto pki crl request name

CA から新しい証明書失効リスト（CRL）をただちに取
得するよう要求します。

例：
Device(config)# crypto pki crl request
myca

ステップ 4

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

end
例：
Device(config)# end

証明書失効リストの照会
証明書失効リスト（CRL）の照会は、信頼されたルートでデバイスを設定するときのみ実行可能
です。デバイスが別のドメイン（異なる CA）のピアから証明書を受信した場合、デバイスの CA
からダウンロードした CRL には、そのピアの証明書情報が含まれません。そのため、LDAP URL
で設定したルートにより発行された CRL をチェックして、ピアの証明書が失効していないことを
確認する必要があります。
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デバイス再起動時にルート証明書の CRL を照会したい場合は、crl query コマンドを入力する必
要があります。
LDAP URL で設定されたルートにより発行された CRL を照会するには、次の作業を実行します。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. crypto pki trustpoint name
4. crl query ldap ://url : [port]
5. 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。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> 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：
Device# configure terminal

ステップ 3

crypto pki trustpoint name
例：

デバイスで使用するトラストポイントを宣言し、CA ト
ラストポイント コンフィギュレーション モードを開始
します。

Device(ca-trustpoint)# crypto pki
trustpoint mytp

ステップ 4

crl query ldap ://url : [port]

CRL を照会し、ピアの証明書が失効していないことを
確認します。

例：
Device(ca-trustpoint)# crl query
ldap://url:[port]

ステップ 5

end

CA トラストポイント コンフィギュレーション モード
を終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(ca-trustpoint)# end

デバイスからの RSA キーの削除
特定の状況下では、デバイスから RSA キーを削除することが必要になる場合があります。たとえ
ば、何らかの原因で RSA キーペアの信用性が失われ、使用しなくなった場合、そのキー ペアを削
除します。
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]

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. crypto key zeroize rsa [key-pair-label]
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。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> 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：
Device# configure terminal

ステップ 3

crypto key zeroize rsa [key-pair-label]

すべての Rivest、Shamir、Adelman（RSA）キーをデバ
イスから削除します。

例：
Device(config)# crypto key zeroize rsa

ステップ 4

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

end
例：
Device(config)# end

次の作業
デバイスから RSA キーを削除した後、次の 2 つの追加作業も完了する必要があります。
• CA の管理者に、CA でデバイスの証明書を無効にするよう依頼します。このとき、crypto
pki enroll コマンドを使用して初めてデバイスの証明書を取得した際に作成したチャレンジ
パスワードを、提供する必要があります。
• デバイスの設定からデバイスの証明書を手動で削除します。

ピアの公開キーの削除
特定の状況下では、デバイスの設定からピア デバイスの RSA 公開キーを削除することが必要にな
る場合があります。たとえば、ピアの公開キーの整合性が信頼できなくなった場合、キーを削除
する必要があります。
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手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. crypto key pubkey-chain rsa
4. no named key key-name [encryption | signature]
5. 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。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> 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：
Device# configure terminal

ステップ 3

crypto key pubkey-chain rsa
例：

他のデバイスの RSA 公開キーを手動で指定できるよう
にするため、公開キー チェーン コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

Device(config)# crypto key pubkey-chain
rsa

ステップ 4

no named key key-name [encryption |
signature]

リモート ピアの RSA 公開キーを削除して、公開キー コ
ンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config-pubkey-c)# no named-key
otherpeer.example.com

ステップ 5

end

公開キー コンフィギュレーション モードを終了し、特
権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-pubkey)# end

設定からの証明書の削除
必要に応じて、デバイスに保存された証明書を削除することができます。デバイスには、自身の
証明書、CA の証明書、任意の RA 証明書が保存されています。
CA の証明書を削除するには、CA のアイデンティティ全体を削除する必要があります。これによ
り、CA に関連付けられたすべての証明書（ルータの証明書、CA 証明書、任意の RA 証明書）も
削除されます。
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手順の概要
1. enable
2. show crypto pki certificates
3. configure terminal
4. crypto pki certificate chain name
5. no certificate certificate-serial-number
6. exit
7. no crypto pki import namecertificate
8. exit

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。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

show crypto pki certificates
例：

デバイスの証明書、認証局（CA）証明書、および任
意の登録局（RA）証明書に関する情報を表示しま
す。

Device# show crypto pki certificates

ステップ 3

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 4

crypto pki certificate chain name

証明書チェーン コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device(config)# crypto pki certificate
chain myca

ステップ 5

no certificate certificate-serial-number

証明書を削除します。

例：
Device(config-cert-chain)# no certificate
0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF

ステップ 6

証明書チェーン コンフィギュレーション モードを
終了し、グローバル コンフィギュレーション モー
ドに戻ります。

exit
例：
Device(config-cert-chain)# exit

ステップ 7

no crypto pki import namecertificate

証明書を手動で削除します。

例：
Device(config)# no crypto pki import MS
certificate
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終了
し、特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# exit

キーと証明書の表示
キーと証明書を表示するには次の作業を実行します。

手順の概要
1. enable
2. show crypto key mypubkey rsa [keyname]
3. show crypto key pubkey-chain rsa
4. show crypto key pubkey-chain rsa [name key-name | address key-address]
5. showcrypto pki certificates
6. show crypto pki trustpoints

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。

例：
Device> enable

ステップ 2

show crypto key mypubkey rsa [keyname]

• パスワードを入力します（要求された場
合）。
デバイスで設定されている RSA 公開キーを表示
します。

例：
Device# show crypto key mypubkey rsa
[keyname]

ステップ 3

show crypto key pubkey-chain rsa

デバイスに保存されている、ピアの RSA公開キー
を表示します。

例：
Device# show crypto key pubkey-chain rsa

ステップ 4

show crypto key pubkey-chain rsa [name key-name 特定のキーのアドレスを表示します。
| address key-address]
例：
Device# show crypto key pubkey-chain rsa
address 209.165.202.129
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

showcrypto pki certificates

デバイスの証明書、認証局（CA）証明書、およ
び任意の登録局（RA）証明書に関する情報を表
示します。

例：
Device# show crypto pki certificates

ステップ 6

show crypto pki trustpoints

デバイスで設定されているトラストポイントを表
示します。

例：
Device# show crypto pki certificates
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章

アクセス コントロール リストの概要
アクセス リストは、パケットをデバイスのインターフェイスで転送するかブロックするかを制
御して、ネットワーク トラフィックをフィルタリングします。デバイスは各パケットを調べ、
アクセス リスト内で指定されている基準に基づいて、そのパケットの転送またはドロップを決
定します。
アクセス リストで指定できる条件には、トラフィックの発信元アドレス、トラフィックの宛先
アドレス、または上位層のプロトコルなどが含まれます。

（注）

これらのリストは認証を必要としないため、一部のユーザは基本的なアクセス リストを回避
できる可能性があります。

• 機能情報の確認, 1009 ページ
• アクセス コントロール リストについて, 1010 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表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シスコ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 からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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アクセス コントロール リストについて
アクセス リストの定義
アクセス リストとは、少なくとも 1 つの permit ステートメント、および任意の 1 つまたは複数の
deny ステートメントで構成される順次リストです。IP アドレス リストの場合、ステートメントは
IP アドレス、上位層の IP プロトコルなどの IP パケットのフィールドに適用できます。アクセス
リストは名前または番号で識別および参照されます。アクセスリストはパケットフィルタとして
動作し、アクセス リストに定義されている条件に基づいてパケットのフィルタ処理を行います。
アクセス リストを設定しても、アクセス リストがインターフェイスまたは仮想端末回線（VTY）
に適用されるか、アクセス リストを受け入れるコマンドで参照されるまでは、有効になりませ
ん。複数のコマンドから同じアクセス リストを参照できます。
次に、branchoffices という名前の IP アクセス リストを作成するための設定例を示します。ACL は
着信パケットのシリアル インターフェイス 0 に適用されます。このインターフェイスにアクセス
できるのは、個々の各送信元アドレスとマスク ペアで指定されているネットワーク上の送信元の
みです。ネットワーク 172.20.7.0 上の送信元から発信されるパケットの宛先に、制限はありませ
ん。ネットワーク 172.29.2.0 上の送信元から発信されるパケットの宛先は、172.25.5.4 にする必要
があります。
ip access-list extended branchoffices
10 permit 172.20.7.0 0.0.0.3 any
20 permit 172.29.2.0 0.0.0.255 host 172.25.5.4
!
interface serial 0
ip access-group branchoffices in

アクセス コントロール リストの機能
アクセスリストを設定する理由は多数あります。たとえば、ルーティングアップデートのコンテ
ンツの制限や、トラフィックフローの制御などです。アクセスリストを設定する最も重要な理由
の 1 つは、このモジュールの要であるネットワークにセキュリティを提供することです。
アクセスリストを使用することで、ネットワークにアクセスするための基本的なセキュリティレ
ベルが実現します。デバイスでアクセス リストを設定しないと、デバイスを通過するすべてのパ
ケットに、ネットワーク全体へのアクセスが許可されます。
アクセス リストでは、あるホストにはネットワークの一部へのアクセスを許可する一方、別のホ
ストにはそれと同じ領域へのアクセスを禁止するという定が可能です。次の図では、ホスト A に
はヒューマン リソース ネットワークへのアクセスが許可されていますが、ホスト B にはヒューマ
ン リソース ネットワークへのアクセスが禁止されています。
また、アクセス リストを使用して、デバイス インターフェイスで転送またはブロックするトラ
フィックの種類を定義することもできます。たとえば、電子メール トラフィックのルーティング
を許可し、同時にすべての Telnet トラフィックをブロックすることができます。
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IP アクセス リストの目的
アクセスリストは、パケットフィルタリングを実行して、ネットワークを介して移動するパケッ
トとその場所を制御します。この処理は、ネットワーク トラフィックを制限し、ユーザやデバイ
スによるネットワークへのアクセスを制限するのに役立ちます。アクセス リストの用途は多様な
ので、多くのコマンドの構文でアクセスリストが参照されます。アクセスリストを使用して、次
のようなことを実行できます。
• インターフェイスでの着信パケットのフィルタリング
• インターフェイスでの発信パケットのフィルタリング
• アドレスまたはプロトコルに基づくデバッグ出力の制限
• 仮想端末回線アクセスの制御
• 輻輳回避、輻輳管理、プライオリティおよびカスタム キューイングなどの高度な機能に使用
されるトラフィックの特定または分類

ACL を設定する理由
アクセスリストを設定する理由は多数あります。たとえば、アクセスリストを使用して、スイッ
チングアップデートのコンテンツを制限したり、トラフィックフローを制御したりできます。ア
クセス リストを設定する最も重要な理由の 1 つは、ネットワークに対するアクセスを制御するこ
とで、ネットワークに基本レベルのセキュリティを提供することです。デバイスでアクセス リス
トを設定しない場合、デバイスを通過するすべてのパケットは、ネットワークのすべての部分で
許可される可能性があります。
アクセス リストで、ネットワークの一部に対してアクセスを許可するホストと、同じ領域に対し
てアクセスを禁止するホストを設定できます。たとえば、適切なアクセス リストをデバイスのイ
ンターフェイスに適用することで、ホスト A にはヒューマン リソース ネットワークへのアクセ
スが許可され、ホスト B にはヒューマン リソース ネットワークへのアクセスが禁止されます。
ネットワークの 2 つの部分の間に配置されたデバイスにアクセス リストを使用して、内部ネット
ワークの特定の部分で発着信するトラフィックを制御できます。
アクセス リストのセキュリティ上の利点を実現するために、少なくとも境界デバイスでアクセス
リストを設定する必要があります。境界デバイスとは、ネットワークのエッジにあるデバイスで
す。このようなアクセス リストは、外部ネットワークから、または内部ネットワークのあまり制
御されていない領域から、内部ネットワークの機密性が高い領域に対する基本的なバッファとし
て機能します。このような境界デバイスでは、デバイスのインターフェイスに設定されている各
ネットワーク プロトコルに合わせてアクセス リストを設定する必要があります。インバウンド
トラフィック、アウトバウンド トラフィック、またはその両方がインターフェイスでフィルタさ
れるように、アクセス リストを設定できます。
アクセスリストは個々のプロトコルベースで定義されます。つまり、各プロトコルのトラフィッ
クフローを制御する場合、インターフェイスでイネーブルにするプロトコルごとにアクセスリス
トを定義する必要があります。
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アクセス リストのソフトウェア処理
アクセス リストがインターフェイス、vty に適用されるとき、あるいはコマンドで参照されると
きの処理方法を説明した一般的な手順を次に示します。この手順は、アクセスリストエントリが
13 以下のアクセス リストに適用されます。
• ソフトウェアが IP パケットや各パケットのテスト部分を受け取ります。これらは、アクセス
リストの条件に一度に 1 つずつ（permit または deny ステートメント）照らし合わせてフィ
ルタリングされます。たとえば、ソフトウェアは、permit あるいは deny ステートメントの
送信元アドレスおよび宛先アドレスに照らし合わせてパケットの送信元アドレスおよび宛先
アドレスをテストします。
• パケットがアクセス リストのステートメントに一致しないと、そのパケットはリスト内の次
のステートメントに対してテストされます。
• パケットとアクセス リスト ステートメントが一致すると、リスト内の残りのステートメン
トはスキップされ、パケットは一致したステートメントに指定されたとおりに許可または拒
否されます。パケットが許可されるか拒否されるかは、パケットが一致する最初のエントリ
によって決まります。つまり、一致すると、それ以降のエントリは考慮されません。
• いずれの条件とも一致しなかった場合、パケットは廃棄されます。これは、各アクセス リス
トが暗黙の deny ステートメントで終了するためです。言い換えると、パケットが各ステー
トメントに対してテストされたときまでに許可されないと、このパケットは拒否されます。
13 を超えるエントリが含まれるアクセス リストは、trie ベースのルックアップ アルゴリズムを使
用して処理されます。このプロセスは自動的に行われます。設定する必要はありません。

アクセス リストのルール
アクセス コントロール リスト（ACL）には、次のルールが適用されます。
• 1 つのインターフェイス、1 つのプロトコル、1 つの方向につき、許可されるアクセス リス
トは 1 つだけです。
• アクセス リストには少なくとも 1 つの permit ステートメントが含まれる必要があります。
そうしないと、ネットワークに入るすべてのパケットが拒否されます。
• アクセス リスト条件または一致基準の構成順序は重要です。パケットを転送するかブロック
するかを決定するときに、Cisco ソフトウェアは、それぞれの条件ステートメントに対して
ステートメントの作成順にパケットをテストします。一致が見つかると、条件ステートメン
トはそれ以上チェックされません。同じ permit または deny ステートメントでも、順序が異
なる場合、ある状況では通過し、別の状況では拒否されるパケットが生じる可能性がありま
す。
• アクセス リストを名前によって参照したときに、そのアクセス リストが存在しない場合は、
すべてのパケットが通過します。インターフェイスまたはコマンドに空のアクセス リストを
適用すると、ネットワークに対するすべてのトラフィックが許可されます。
• 標準のアクセス リストと拡張のアクセス リストの名前は同じにできません。
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• パケットがアウトバウンド インターフェイスに送信される前に、インバウンド アクセス リ
ストがパケットを処理します。ネットワークへのパケット アクセスを拒否するフィルタ条件
があるインバウンド アクセス リストは、ルート ルックアップ時のオーバーヘッドを削減し
ます。構成されたフィルタ基準に基づいてネットワークへのアクセスを許可されたパケット
はルーティング処理されます。着信アクセス リストの場合、permit ステートメントを構成す
るとパケットは受信後に処理され、deny ステートメントを構成するとパケットは破棄されま
す。
• 発信アクセス リストの場合、パケットの処理後にデバイスから送信されます。着信パケット
は発信インターフェイスにルーティングされてから、発信アクセス リストで処理されます。
発信アクセス リストの場合、permit ステートメントを構成するとパケットは出力バッファに
送信され、deny ステートメントを構成するとパケットは破棄されます。

（注）

• アクセス リストで、デバイスに到達するトラフィック、またはデバイス経由で送信されるト
ラフィックは制御できますが、デバイスが送信元のトラフィックは制御できません。

IP アクセス リストを作成する際に役立つヒント
意図しない結果を回避し、より効率的なアクセス リストを作成するために役立つヒントを紹介し
ます。
• アクセス リストを作成してから、インターフェイス（または別の対象）に適用します。その
理由は、存在しないアクセス リストをインターフェイスに適用してから、アクセス リスト
を設定すると、最初のステートメントが有効になり、それに続く暗黙の deny ステートメン
トによって即時のアクセスに問題が発生するおそれがあるためです。
• アクセス リストを設定してから適用するもう 1 つの理由は、空のアクセス リストが適用さ
れたインターフェイスはすべてのトラフィックを許可するためです。
• すべてのアクセス リストには、少なくとも 1 つの permit ステートメントが必要です。そう
でない場合、すべてのパケットは拒否され、トラフィックはまったく通過しません。
• 最初に（permit または deny ステートメントに対する）一致が見つかった後は条件のテスト
が終了するため、パケットが一致する可能性の高いステートメントをアクセス リストの先頭
に配置すると処理にかかる時間とリソースが削減されます。最も頻繁に発生する条件を発生
頻度の低い条件より前に配置します。
• ネットワークまたはサブネットのより具体的な参照が、より全般的な参照よりも前に出現す
るように、アクセス リストを構成します。
• まだ拒否されていないその他のパケットすべてを許可する場合、ステートメント permit any
any を使用します。ステートメント permit any any を使用すると、実質的に、アクセス リス
トの末尾にある暗黙の deny ステートメントでその他すべてのパケットが拒否されることを防
ぎます。最初のアクセス リスト エントリは、permit any any にしないでください。すべての
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トラフィックが通過し、以降のテストに到達するパケットがなくなります。permit any any
を指定すると、まだ拒否されていないすべてのトラフィックが通過します。
• すべてのアクセス リストは、暗黙の deny ステートメントで終わりますが、明示的な deny ス
テートメント（たとえば、deny ip any any など）を使用することを推奨します。ほとんどの
プラットフォームでは、show access-list コマンドを発行して拒否されるパケット数を表示し、
アクセス リストが許可していないパケットに関する詳細情報を調査できます。明示的な deny
ステートメントで拒否されたパケットのみがカウントされます。これは、明示的な deny ス
テートメントによって、より詳細なデータが生成されるためです。
• アクセス リストの作成中、または作成後に、エントリを削除する場合があります。
• 番号付きアクセス リストからはエントリを削除できません。削除しようとすると、アク
セス リスト全体が削除されます。エントリを削除する必要がある場合、アクセス リス
ト全体を削除してから最初から作り直す必要があります。
• 名前付きアクセス リストからはエントリを削除できます。no permit または no deny コ
マンドを使用して、該当するエントリを削除します。
• 個々のステートメントの用途をひと目で確認および理解しやすくするために、remark コマン
ドを使用して、ステートメントの前後に役立つ注記を書き込むことができます。
• 特定のホストまたはネットワークに対するアクセスを拒否し、そのネットワークまたはホス
トの誰かがアクセスしようとしたかどうかを検出する場合、対応する log ステートメントを
指定した deny キーワードを含めます。それによって、その送信元からの拒否されたパケッ
トがログに記録されます。
• このヒントは、アクセス リストの配置に適用されます。リソースを保存しようとすると、着
信アクセス リストでは常にフィルタ条件を適用した後に、ルーティング テーブルの検索を
行います。発信アクセス リストではフィルタ条件を適用する前に、ルーティング テーブル
の検索を行います。

アクセスを制御するためにフィルタできる IP パケット フィールド
拡張アクセス リストを使用すると、IP パケットに含まれる次の任意のフィールドについてフィル
タできます。送信元アドレスおよび宛先アドレスは、アクセス リストの基礎として最もよく指定
される 2 つのフィールドです。
• 送信元アドレス - 特定のネットワーキング デバイスまたはホストから送信されるパケットを
制御するために、送信元アドレスを指定します。
• 宛先アドレス - 特定のネットワーキング デバイスまたはホストに対して送信されるパケット
を制御するために、宛先アドレスを指定します。
•
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送信元アドレスと宛先アドレス
IP パケットの送信元アドレスと宛先アドレスのフィールドは、アクセス リストの基礎となる典型
的な 2 つのフィールドです。送信元アドレスを指定して、特定のネットワーキング デバイスまた
はホストから送信されるパケットを制御します。宛先アドレスを指定して、特定のネットワーキ
ング デバイスまたはホストに送信されるパケットを制御します。

アクセス リストのアドレスに対するワイルドカード マスク
アドレス フィルタリングでは、アクセス リスト エントリ内のアドレス ビットとアクセス リスト
に送信されるパケットを比較するときに、対応する IP アドレスを確認するか無視するかをソフト
ウェアに示すために、ワイルドカードマスクを使用します。注意してワイルドカードマスクを設
定することで、許可または拒否テストのために 1 つまたは複数の IP アドレスを指定できます。
IP アドレス ビット用のワイルドカード マスクでは、数値 1 と数値 0 を使用して、対応する IP ア
ドレス ビットをどのように扱うかを指定します。1 と 0 は、サブネット（ネットワーク）マスク
で意味する内容が対照的なため、ワイルドカード マスクは逆マスクとも呼ばれます。
• ワイルドカード マスク ビット 0 は、対応するビット値を確認することを示します。ビット
値は一致する必要があります。
• ワイルドカード マスク ビット 1 は、対応するビット値を無視することを示します。ビット
値が一致する必要はありません。
アクセス リスト ステートメントの送信元アドレスまたは宛先アドレスでワイルドカード マスク
を指定しない場合、0.0.0.0（すべての値が一致する必要があることを示します）という暗黙的な
ワイルドカード マスクが想定されます。
サブネット マスクでは、ネットワークとサブネットを示す隣接ビットをマスクにする必要があり
ますが、それとは異なり、ワイルドカード マスクではマスクに非隣接ビットを使用できます。
次の表に、アクセス リストの IP アドレスおよびマスクと、それに一致すると見なされる対応する
アドレスの例を示します。
表 87：IP アドレス、ワイルドカード マスク、および一致する結果の例

アドレス

Wildcard Mask

一致する結果

0.0.0.0

255.255.255.255

すべてのアドレスはアクセス
リスト条件に一致します

172.18.0.0/16

0.0.255.255

ネットワーク 172.18.0.0

172.18.5.2/16

0.0.0.0

ホスト 172.18.5.2 のみが一致し
ます

172.18.8.0

0.0.0.7

サブネット 172.18.8.0/29 のみが
一致します
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アドレス

Wildcard Mask

一致する結果

172.18.8.8

0.0.0.7

サブネット 172.18.8.8/29 のみが
一致します

172.18.8.15

0.0.0.3

サブネット 172.18.8.15/30 のみ
が一致します

10.1.2.0

0.0.254.255（マスクの非隣接
ビット）

10.1.2.0 ～ 10.1.254.0 に含まれ
る偶数のネットワークに一致し
ます

アクセス リストのシーケンス番号
IP アクセス リスト エントリにシーケンス番号を適用する機能によって、アクセス リストの変更
が簡易になります。IP アクセス リスト エントリ シーケンス番号機能の前には、アクセス リスト
内のエントリの位置を指定する方法はありませんでした。以前は、既存のリストの途中にエント
リを挿入する場合、目的の位置の後にあるすべてのエントリを削除してから、新しいエントリを
追加し、削除したすべてのエントリを再入力する必要がありました。これは手間がかかり、エラー
が起こりやすい方法です。
この新しい機能を使用すると、アクセスリストエントリにシーケンス番号を追加し、順序を変更
することができます。新しいエントリを追加する場合、アクセス リストの目的の位置に挿入され
るようにシーケンス番号を指定します。必要に応じて、アクセス リストの現在のエントリを並べ
替えて、新しいエントリを挿入できる場所を作成できます。

ACL でサポートされるタイプ
スイッチは、IP ACL とイーサネット（MAC）ACL をサポートしています。
• IP ACL は、TCP、ユーザ データグラム プロトコル（UDP）、インターネット グループ管理
プロトコル（IGMP）、およびインターネット制御メッセージ プロトコル（ICMP）などの
IPv4 トラフィックをフィルタリングします。
• イーサネット ACL は非 IP トラフィックをフィルタリングします。

サポートされる ACL
スイッチでは、トラフィックをフィルタリングするために、次に示す 3 種類の ACL がサポートさ
れています。
• ポート ACL は、レイヤ 2 インターフェイスに入るトラフィックをアクセス コントロールし
ます。レイヤ 2 インターフェイスに適用できるのは IP アクセス リストを 1 つと MAC アドレ
ス リストを 1 つだけです。
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ポート ACL
ポート ACL は、スイッチのレイヤ 2 インターフェイスに適用される ACL です。ポート ACL を使
用できるのは、物理インターフェイスだけです。EtherChannel インターフェイスでは使用できま
せん。ポート ACLは、インバウンド方向のインターフェイスにのみ適用できます。次のアクセス
リストがサポートされています。
• 送信元アドレスを使用する IP アクセス リスト
• 送信元および宛先のアドレスと任意でプロトコル タイプ情報を使用できる拡張 IP アクセス
リスト
• 送信元および宛先の MAC アドレスと任意でプロトコル タイプ情報を使用できる MAC 拡張
アクセス リスト
スイッチは、インターフェイス上の ACL を調べ、パケットが ACL 内のエントリとどのように一
致するかに基づいてパケットの転送を許可または拒否します。このように、ACL がネットワーク
またはネットワークの部分へのアクセスを制御します。
次に、すべてのワークステーションが同じ VLAN にある場合にポート ACL を使用してネットワー
クへのアクセスを制御する例を示します。レイヤ 2 の着信方向に適用された ACL は、ホスト A
がヒューマン リソース ネットワークにアクセスすることを許可しますが、ホスト B が同一のネッ
トワークにアクセスすることは拒否します。ポート ACL は、着信方向のレイヤ 2 インターフェイ
スだけに適用できます。
図 57：ACL によるネットワーク内のトラフィックの制御
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ポート ACL をトランク ポートに適用すると、ACL はそのトランク ポート上のすべての VLAN で
トラフィックをフィルタリングします。ポート ACL を音声 VLAN ポートに適用すると、ACL は
データ VLAN と音声 VLAN の両方でトラフィックをフィルタリングします。
ポート ACL では、IP アクセス リストを使用して IP トラフィックをフィルタリングでき、MAC
アドレスを使用して非 IP トラフィックをフィルタリングできます。同じレイヤ 2 インターフェイ
ス上で IP トラフィックと非 IP トラフィックの両方をフィルタリングするには、そのインターフェ
イスに IP アクセス リストと MAC アクセス リストの両方を適用します。

（注）

レイヤ 2 インターフェイスに適用できるのは、IP アクセス リスト 1 つと MAC アクセス リス
ト 1 つだけです。すでに IP アクセス リストまたは MAC アクセス リストが設定されているレ
イヤ 2 インターフェイスに、新しい IP アクセス リストまたは MAC アクセス リストを適用す
ると、前に設定した ACL が新しい ACL に置き換わります。

アクセス コントロール エントリ
ACL には、アクセス コントロール エントリ（ACE）の順序付けられたリストが含まれています。
各 ACE には、permit または deny と、パケットが ACE と一致するために満たす必要のある一連の
条件を指定します。permit または deny の意味は、ACL が使用されるコンテキストによって変わり
ます。

ACE およびフラグメント化されるトラフィックとフラグメント化されていないトラフィック
IPパケットは、ネットワークを通過するときにフラグメント化されることがあります。その場合、
TCP または UDP ポート番号や ICMP タイプおよびコードなどのレイヤ 4 情報は、パケットの最初
の部分があるフラグメントだけに含まれます。他のフラグメントには、この情報はありません。
アクセス コントロール エントリ（ACE）には、レイヤ 4 情報をチェックしないため、すべてのパ
ケット フラグメントに適用されるものがあります。レイヤ 4 情報を調べる ACE は、フラグメン
ト化された IP パケットのほとんどのフラグメントに標準的な方法では適用できません。フラグメ
ントにレイヤ 4 情報が含まれておらず、ACE が一部のレイヤ 4 情報をチェックする場合、一致
ルールは次のように変更されます。
• フラグメント内のレイヤ 3 情報（TCP や UDP などのプロトコル タイプを含む）をチェック
する許可 ACE は、含まれていないレイヤ 4 情報の種類にかかわらず、フラグメントと一致
すると見なされます。
• レイヤ 4 情報をチェックする拒否 ACE は、フラグメントにレイヤ 4 情報が含まれていない
限り、フラグメントと一致しません。
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ACE およびフラグメント化されたトラフィックとフラグメント化されていないトラフィックの例
次のコマンドで構成され、フラグメント化された 3 つのパケットに適用されるアクセス リスト
102 を例に取って説明します。
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config)#

（注）

access-list
access-list
access-list
access-list

102
102
102
102

permit tcp any host 10.1.1.1 eq smtp
deny tcp any host 10.1.1.2 eq telnet
permit tcp any host 10.1.1.2
deny tcp any any

最初の 2 つの ACE には宛先アドレスの後に eq キーワードがありますが、これは既知の TCP
宛先ポート番号がそれぞれシンプル メール転送プロトコル（SMTP）および Telnet と一致する
かどうかをチェックすることを意味します。
• パケット A は、ホスト 10.2.2.2 のポート 65000 からホスト 10.1.1.1 の SMTP ポートに送信さ
れる TCP パケットです。このパケットがフラグメント化された場合、レイヤ 4 情報がすべて
揃っているため、完全なパケットである場合と同じように最初のフラグメントが最初の ACE
（permit）と一致します。残りのフラグメントも最初の ACE と一致します。これは、それら
のフラグメントに SMTP ポート情報が含まれていなくても、最初の ACE が適用されたとき
にレイヤ 3 情報だけをチェックするからです。この例の情報は、パケットが TCP であること
と、宛先が 10.1.1.1 であることです。
• パケット B は、ホスト 10.2.2.2 のポート 65001 からホスト 10.1.1.2 の Telnet ポートに送信さ
れます。このパケットがフラグメント化された場合、レイヤ 3 情報とレイヤ 4 情報がすべて
揃っているため、最初のフラグメントが 2 つめの ACE（deny）と一致します。残りのフラグ
メントは、レイヤ 4 情報が含まれていないため、2 つめの ACE と一致しません。残りのフラ
グメントは 3 つめの ACE（permit）と一致します。
最初のフラグメントが拒否されたため、ホスト 10.1.1.2 は完全なパケットを再構成できず、
その結果、パケット B は拒否されます。ただし、以降の許可されたフラグメントがネット
ワークの帯域幅を使用し、ホスト 10.1.1.2 がパケットを再構成しようとするときにホストの
リソースが消費されます。
• フラグメント化されたパケット C は、ホスト 10.2.2.2 のポート 65001 からホスト 10.1.1.3 の
ポート ftp に送信されます。このパケットがフラグメント化された場合、最初のフラグメン
トが 4 つめの ACE（deny）と一致します。ACE はレイヤ 4 情報をチェックせず、すべてのフ
ラグメントのレイヤ 3 情報に宛先がホスト 10.1.1.3 であることが示され、前の permit ACE は
異なるホストをチェックしていたため、他のフラグメントもすべて 4 つめの ACE と一致し
ます。
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IPv4 アクセス コントロール リストの設定
アクセス コントロール リスト（ACL）は、パケット フィルタリングを実行して、ネットワーク
を介して移動するパケットとその場所を制御します。このような制御によって、ネットワーク
トラフィックを制限し、ユーザおよびデバイスのネットワークに対するアクセスを制限し、トラ
フィックがネットワークから外部に送信されるのを防ぐことで、セキュリティを実現します。IP
アクセス リストによって、スプーフィングやサービス拒否攻撃の可能性を軽減し、ファイア
ウォールを介したダイナミックで一時的なユーザ アクセスが可能になります。
また、IP アクセス リストは、セキュリティ以外の用途にも使用できます。たとえば、帯域幅制
御、デバッグ出力の制限、Quality of Service（QoS）機能のためのトラフィックの識別または分類
などです。このモジュールでは、IP アクセス リストの概要について説明します。
• 機能情報の確認, 1021 ページ
• IPv4 アクセス コントロール リストを設定するための前提条件, 1022 ページ
• IPv4 アクセス コントロール リストの設定に関する制約事項, 1022 ページ
• IPv4 アクセス コントロール リストの設定について, 1023 ページ
• ACL の設定方法, 1032 ページ
• IPv4 ACL のモニタリング, 1052 ページ
• ACL の設定例, 1053 ページ
• 例：ACL のトラブルシューティング, 1060 ページ
• その他の参考資料, 1062 ページ
• IPv4 アクセス コントロール リストに関する機能情報, 1063 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
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ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表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シスコ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 からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

IPv4 アクセス コントロール リストを設定するための前提条件
ここでは、アクセス コントロール リスト（ACL）によるネットワーク セキュリティの設定の前
提条件を示します。
• LAN ベース フィーチャ セットが実行しているスイッチでは、VLAN マップはサポートされ
ません。

IPv4 アクセス コントロール リストの設定に関する制約事項
一般的なネットワーク セキュリティ
次は、ACL によるネットワーク セキュリティの設定の制約事項です。
• 番号付き ACL で使用できるすべてのコマンドが名前付き ACL でも使用できるわけではあり
ません。インターフェイスのパケット フィルタおよびルート フィルタ用の ACL では、名前
を使用できます。また、VLAN マップでも名前を指定できます。
• 標準 ACL と拡張 ACL に同じ名前は使用できません。
• appletalk は、コマンドラインのヘルプ ストリングに表示されますが、deny および permit
MAC アクセス リスト コンフィギュレーション モード コマンドの一致条件としてサポート
されていません。
• ACL ワイルドカードは、ダウンストリーム クライアント ポリシーではサポートされていま
せん。
IPv4 ACL ネットワーク インターフェイス
次の制限事項が、ネットワーク インターフェイスへの IPv4 ACL に適用されます。
• インターフェイスへのアクセスを制御する場合、名前付き ACL または番号付き ACL を使用
できます。
• レイヤ 3 インターフェイスに ACL が適用され、スイッチ上でルーティングがイネーブルに
なっていない場合は、SNMP、Telnet、Web トラフィックなど、CPU で処理されるパケット
だけがフィルタリングされます。
• レイヤ 2 インターフェイスに ACL を適用する場合、ルーティングをイネーブルにする必要
はありません。
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レイヤ 2 インターフェイスの MAC ACL
MAC ACL を作成し、それをレイヤ 2 インターフェイスに適用すると、そのインターフェイスに
着信する非 IP トラフィックをフィルタリングできます。MAC ACL を適用するときには、次の注
意事項に留意してください。
• 同じレイヤ 2 インターフェイスには、IP アクセス リストと MAC アクセス リストを 1 つずつ
しか適用できません。IP アクセス リストは IP パケットだけをフィルタリングし、MAC アク
セス リストは非 IP パケットをフィルタリングします。
• 1 つのレイヤ 2 インターフェイスに適用できる MAC アドレス リストは 1 つだけです。すで
に MAC ACL が設定されているレイヤ 2 インターフェイスに MAC アクセス リストを適用す
ると、設定済みの ACL が新しい ACL に置き換えられます。

（注）

mac access-group インターフェイス コンフィギュレーション コマンドは、物理レイヤ 2 イン
ターフェイスに適用される場合のみ有効です。このコマンドは、EtherChannel ポート チャネル
では使用できません。

IP アクセス リスト エントリ シーケンス番号
• この機能は、ダイナミック アクセス リスト、再帰アクセス リスト、またはファイアウォー
ル アクセス リストをサポートしていません。

IPv4 アクセス コントロール リストの設定について
ACL の概要
パケットフィルタリングは、ネットワークトラフィックを限定し、特定のユーザまたはデバイス
によるネットワークの使用を制限するうえで役立ちます。ACL はルータまたはスイッチを通過す
るトラフィックをフィルタリングし、特定のインターフェイスまたは VLAN（仮想 LAN）でパ
ケットを許可、または拒否します。ACL は、パケットに適用される許可条件および拒否条件の順
序付けられた集まりです。パケットがインターフェイスに着信すると、スイッチはパケット内の
フィールドを適用される ACL と比較し、アクセス リストに指定された基準に基づいて、パケッ
トが転送に必要な権限を持っているかどうかを確認します。アクセス リスト内の条件を 1 つずつ
調べ、パケットをテストします。最初に一致した条件によって、スイッチがパケットを受け入れ
るか拒否するかが決定されます。スイッチは最初に一致した時点でテストを中止するので、リス
トに条件を指定する順序が重要です。一致する条件がない場合、スイッチはパケットを拒否しま
す。スイッチは、制限条件がない場合はパケットを転送し、制限条件がある場合はパケットをド
ロップします。スイッチは、VLAN 内でブリッジングされるパケットを含めて、転送されるすべ
てのパケットに ACL を使用します。
ネットワークに基本的なセキュリティを導入する場合は、ルータまたはレイヤ 3 スイッチにアク
セス リストを設定します。ACLを設定しなければ、スイッチを通過するすべてのパケットがネッ
トワークのあらゆる部分で許可される可能性があります。ACL を使用すると、ネットワークの場
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所ごとにアクセス可能なホストを制御したり、ルータ インターフェイスで転送またはブロックさ
れるトラフィックの種類を決定したりできます。たとえば、電子メール トラフィックの転送を許
可し、Telnet トラフィックの転送を拒否することもできます。ACL を着信トラフィック、発信ト
ラフィック、またはその両方をブロックするように設定することもできます。

標準 IPv4 ACL および拡張 IPv4 ACL
ここでは、IP ACL について説明します。
ACLは、許可条件と拒否条件の順序付けられた集まりです。スイッチは、アクセス リスト内の条
件を 1 つずつ調べ、パケットをテストします。最初に一致した条件によって、スイッチがパケッ
トを受け入れるか拒否するかが決定されます。スイッチは一致する最初の条件が見つかった時点
でパケットのテストを停止するため、条件の順序が重要な意味を持ちます。一致する条件がない
場合、スイッチはパケットを拒否します。
このソフトウェアは、IPv4 について次の ACL（アクセス リスト）をサポートします。
• 標準 IP アクセス リストでは、照合操作に送信元アドレスを使用します。
• 拡張 IP アクセス リストでは、照合操作に送信元アドレスと宛先アドレスを使用し、任意で
プロトコル タイプ情報を使用して制御のきめ細かさを高めることもできます。

IPv4 ACL スイッチでサポートされていない機能
このスイッチで IP v4ACL を設定する手順は、他の Cisco スイッチやルータで IP v4ACL を設定す
る手順と同じです。
以下の ACL 関連の機能はサポートされていません。
• 非 IP プロトコル ACL またはブリッジ グループ ACL
• IP アカウンティング
• 着信および発信レート制限（QoS ACL によるレート制限を除く）
• 再帰 ACL およびダイナミック ACL はサポートされていません。（スイッチのクラスタリン
グ機能で使用される一部の特別なダイナミック ACL を除く）
• VLAN マップの ACL ロギング

アクセス リスト番号
ACL を識別するために使用する番号は、作成するアクセス リストのタイプを表します。
次の一覧に、アクセス リスト番号と対応するアクセス リスト タイプを挙げ、このスイッチでサ
ポートされているかどうかを示します。このスイッチは、IPv4 標準アクセス リストおよび拡張ア
クセス リスト（1 ～ 199 および 1300 ～ 2699）をサポートします。
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表 88：アクセス リスト番号

アクセス リスト番号

タイプ

サポート

1 ～ 99

IP 標準アクセス リスト

あり

100 ～ 199

IP 拡張アクセス リスト

あり

200 ～ 299

プロトコル タイプコード アクセス リスト

なし

300 ～ 399

DECnet アクセス リスト

なし

400 ～ 499

XNS 標準アクセス リスト

なし

500 ～ 599

XNS 拡張アクセス リスト

なし

600 ～ 699

AppleTalk アクセス リスト

なし

700 ～ 799

48 ビット MAC アドレス アクセス リスト

なし

800 ～ 899

IPX 標準アクセス リスト

なし

900 ～ 999

IPX 拡張アクセス リスト

なし

1000 ～ 1099

IPX SAP アクセス リスト

なし

1100 ～ 1199

拡張 48 ビット MAC サマリー アドレス アクセス リ なし
スト

1200 ～ 1299

IPX サマリー アドレス アクセス リスト

なし

1300 ～ 1999

IP 標準アクセス リスト（拡張範囲）

あり

2000 ～ 2699

IP 拡張アクセス リスト（拡張範囲）

あり

番号付き標準 ACL および番号付き拡張 ACL に加え、サポートされる番号を使用して名前付き標
準 ACL および名前付き拡張 ACL も作成できます。標準 IP ACL の名前は 1 ～ 99 で、拡張 IP ACL
の名前は 100 ～ 199 です。番号付きリストの代わりに名前付き ACL を使用することには、エント
リを個別に削除できるという利点があります。

番号付き標準 IPv4 ACL
ACL を作成するときには、ACL の末尾にデフォルトで暗黙的な deny ステートメントが追加され、
ACL の終わりに到達するまで一致する条件が見つからなかったすべてのパケットに適用されるこ
とに注意してください。標準アクセス リストでは、関連付けられた IP ホスト アドレス ACL の指
定からマスクを省略すると、0.0.0.0 がマスクと見なされます。
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スイッチは、host 一致条件があるエントリと don't care マスク 0.0.0.0 を含む一致条件があるエン
トリがリストの先頭に移動し、0 以外の don't care マスクを含むエントリよりも前に位置するよう
に、標準アクセス リストの順序を書き換えます。そのため、show コマンドの出力やコンフィギュ
レーション ファイルでは、ACE が必ずしも入力されたとおりの順序で配置されません。
作成した番号付き標準 IPv4 ACL を VLAN、端末回線、またはインターフェイスに適用できます。

番号付き拡張 IPv4 ACL
標準 ACL では照合に送信元アドレスだけを使用しますが、拡張 ACL では、照合操作に送信元ア
ドレスと宛先アドレスを使用でき、任意でプロトコル タイプ情報を使用して制御のきめ細かさを
高めることができます。番号付き拡張アクセス リストの ACE を作成するときには、作成した ACE
がリストの末尾に追加されることに注意してください。番号付きリストでは、ACE の順序を変更
したり、リスト内の特定の場所に対して ACE を追加または削除したりできません。
このスイッチは、ダイナミックまたはリフレクシブアクセスリストをサポートしていません。ま
た、タイプ オブ サービス（ToS）の minimize-monetary-cost ビットに基づくフィルタリングもサ
ポートしていません。
一部のプロトコルには、特定のパラメータやキーワードも適用されます。
拡張 TCP、UDP、ICMP、IGMP、またはその他の IP ACL を定義できます。また、このスイッチは
これらの IP プロトコルをサポートします。

（注）

ICMP エコー応答はフィルタリングできません。他の ICMP コードまたはタイプは、すべてフィ
ルタリングできます。
これらの IP プロトコルがサポートされます。
• 認証ヘッダー プロトコル（ahp）
• 暗号ペイロード（esp）
• Enhanced Interior Gateway Routing Protocol（eigrp）
• 総称ルーティング カプセル化（gre）
• インターネット制御メッセージ プロトコル（icmp）
• インターネット グループ管理プロトコル（igmp）
• すべての内部プロトコル（ip）
• IP in IP トンネリング（ipinip）
• KA9Q NOS 互換 IP over IP トンネリング（nos）
• Open Shortest Path First ルーティング（ospf）
• ペイロード圧縮プロトコル（pcp）
• プロトコル独立型マルチキャスト（pim）
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• 伝送制御プロトコル（tcp）
• ユーザ データグラム プロトコル（udp）

名前付き IPv4 ACL
IPv4 ACL を識別する手段として、番号ではなく英数字のストリング（名前）を使用できます。名
前付き ACL を使用すると、ルータ上で番号付きアクセス リストの場合より多くの IPv4 アクセス
リストを設定できます。アクセス リストの識別手段として名前を使用する場合のモードとコマン
ド構文は、番号を使用する場合とは多少異なります。ただし、IP アクセス リストを使用するすべ
てのコマンドを名前付きアクセス リストで使用できるわけではありません。

（注）

標準 ACL または拡張 ACL に指定する名前は、アクセス リスト番号のサポートされる範囲内
の番号にすることもできます。標準 IP ACL の名前は 1 ～ 99 で、。番号付きリストの代わりに
名前付き ACL を使用することには、エントリを個別に削除できるという利点があります。
名前付き ACL を設定するときには、次の注意事項に留意してください。
• また、番号付き ACL も使用できます。
• 標準 ACL と拡張 ACL に同じ名前は使用できません。
• VLAN マップには、標準 ACL または拡張 ACL（名前付きまたは番号付き）を使用できます。

アクセス コントロール エントリ機能での非隣接ポートに関する名前付き ACL サポートを使用する利点
アクセス コントロール エントリ機能での非隣接ポートに関する名前付き ACL サポートを使用す
ると、1 つのアクセス コントロール エントリで非隣接ポートを指定できるため、複数のエントリ
が同じ送信元アドレス、宛先アドレス、およびプロトコルを持ち、ポートのみが異なる場合に、
アクセス コントロール リストで必要なエントリ数を大幅に減らすことができます。
この機能によって、同じ送信元アドレス、宛先アドレス、およびプロトコルに関して複数のエン
トリを処理するために、アクセス コントロール リストで必要なアクセス コントロール エントリ
（ACE）の数が大幅に削減されます。大量の ACEを保守している場合、可能な限り、新しいアク
セス リスト エントリを作成するときは、この機能を使用して既存のアクセス リスト エントリの
グループを統合します。非隣接ポートを使用するアクセスリストエントリを設定すると、保守す
るアクセス リスト エントリ数が少なくなります。

IP アクセス リスト エントリ シーケンス番号の利点
IP アクセス リスト エントリにシーケンス番号を適用する機能によって、アクセス リストの変更
が簡易になります。IP アクセス リスト エントリ シーケンス番号機能の前には、アクセス リスト
内のエントリの位置を指定する方法はありませんでした。以前は、既存のリストの途中にエント
リ（ステートメント）を挿入する場合、目的の位置の後にあるすべてのエントリを削除してから、
新しいエントリを追加し、削除したすべてのエントリを再入力する必要がありました。これは手
間がかかり、エラーが起こりやすい方法です。
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この新しい機能を使用すると、アクセスリストエントリにシーケンス番号を追加し、順序を変更
することができます。新しいエントリを追加するとき、アクセス リストの目的の位置に配置され
るように、シーケンス番号を選択します。必要に応じて、アクセス リストの現在のエントリを並
べ替えて、新しいエントリを挿入できる場所を作成できます。

シーケンス番号の動作
• 以前のリリースとの下位互換性を保つため、シーケンス番号のないエントリが適用された場
合には、最初のエントリにはシーケンス番号 10 が割り当てられます。連続してエントリを
追加すると、シーケンス番号は 10 ずつ増分されます。最大シーケンス番号は 2147483647 で
す。生成したシーケンス番号がこの最大値を超えると、次のメッセージが表示されます。
Exceeded maximum sequence number.

• シーケンス番号のないエントリを入力すると、アクセス リストの最後のシーケンス番号に
10 を加えたシーケンス番号が割り当てられ、リストの末尾に配置されます。
• （シーケンス番号以外が）既存のエントリに一致するエントリを入力すると、何も変更され
ません。
• 既存のシーケンス番号を入力すると、次のエラー メッセージが表示されます。
Duplicate sequence number.

• グローバル コンフィギュレーション モードで新しいアクセス リストを入力すると、そのア
クセス リストのシーケンス番号が自動的に生成されます。
• 分散サポートが提供されます。ルート プロセッサ（RP）とライン カードにあるエントリの
シーケンス番号は、常に同期されます。
• シーケンス番号が不揮発性生成（NVGEN）されることはありません。つまり、シーケンス
番号自体は保存されません。システムのリロード時には、設定されたシーケンス番号はデ
フォルトのシーケンス開始番号と増分に戻されます。この機能は、シーケンス番号をサポー
トしないソフトウェア リリースとの下位互換性を保つために提供されています。
• この機能は、名前付きおよび番号付きの標準および拡張 IP アクセス リストと連動します。

ACL へのコメントの挿入
remark キーワードを使用すると、任意の IP 標準または拡張 ACL にエントリに関するコメント
（注釈）を追加できます。コメントを使用すると、ACL の理解とスキャンが容易になります。1
つのコメント行の最大長は 100 文字です。
コメントは、permit ステートメントまたは deny ステートメントの前後どちらにでも配置できま
す。コメントがどの permit ステートメントまたは deny ステートメントの説明であるのかが明確に
なるように、コメントの位置に関して一貫性を保つ必要があります。たとえば、あるコメントは
対応する permit または deny ステートメントの前にあり、他のコメントは対応するステートメント
の後ろにあると、混乱を招く可能性があります。
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番号付き IP 標準または拡張 ACL にコメントを挿入するには、access-list access-list numberremark
remark グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。コメントを削除するには、こ
のコマンドの no 形式を使用します。
後続の deny ステートメントの機能を説明する注釈の例を次に示します。
ip access-list extended telnetting
remark Do not allow host1 subnet to telnet out
deny tcp host 172.16.2.88 any eq telnet

ハードウェアおよびソフトウェアによる IP ACL の処理
ACL の処理は、ハードウェアの側で実行されます。ハードウェアで ACL の設定を保存する容量
が不足すると、パケットは CPU に送られ、ACL の処理はソフトウェア側で行われます。ACL を
ソフトウェアで処理するためにデータ パケットが転送される場合、転送速度はレート制限によ
り、ライン レートよりもかなり低下します。

（注）

スイッチまたはスタック メンバーのリソース不足が原因でハードウェアに ACL を設定できな
い場合、影響を受けるのは、スイッチに着信した該当 VLAN 内のトラフィックだけです。パ
ケットのソフトウェア転送が発生すると、消費される CPU サイクル数に応じて、スイッチま
たはスイッチ スタックのパフォーマンスが低下することがあります。
トラフィック フローのロギングと転送の両方を行う場合、転送はハードウェアで処理されます
が、ロギングはソフトウェアで処理する必要があります。ハードウェアとソフトウェアではパケッ
ト処理能力が異なるため、ロギング中であるすべてのフロー（許可フローと拒否フロー）の合計
帯域幅が非常に大きい場合は、転送されたパケットの一部をロギングできません。
show ip access-lists 特権 EXEC コマンドを入力した場合、表示される一致カウントには、ハード
ウェアでアクセスが制御されるパケットは含まれません。ACL の機能は、次のとおりです。
• 標準 ACL および拡張 ACL（入力および出力）の許可アクションや拒否アクションをハード
ウェアで制御し、アクセス コントロールのセキュリティを強化します。
• ip unreachables がディセーブルの場合、log を指定しないと、セキュリティ ACL の deny ス
テートメントと一致するフローがハードウェアによってドロップされます。許可ステートメ
ントと一致するフローは、ハードウェアでスイッチングされます。
• ACL の ACE に log キーワードを追加すると、パケットのコピーが CPU に送信され、ロギン
グだけが行われます。ACE が permit ステートメントの場合も、パケットはハードウェアでス
イッチングされます。

ACL の時間範囲
time-range グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用することによって、時刻および曜
日に基づいて拡張 ACLを選択的に適用できます。まず、時間範囲の名前を定義し、その時間範囲
内の時刻および日付または曜日を設定します。次に、ACLを適用してアクセス リストに制限を設
定するときに時間範囲を入力します。時間範囲を使用すると、ACL の許可ステートメントまたは
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拒否ステートメントの有効期間（指定期間内や指定曜日など）を定義できます。time-range キー
ワードおよび引数については、名前付きおよび番号付き拡張 ACL タスクの表を参照してくださ
い。
時間範囲を使用するいくつかの利点を次に示します。
• アプリケーションなどのリソース（IPアドレスとマスクのペア、およびポート番号で識別）
へのユーザ アクセスをより厳密に許可または拒否できます。
• ログ メッセージを制御できます。ACL エントリを使用して特定の時刻に関してのみトラ
フィックをロギングできるため、ピーク時間に生成される多数のログを分析しなくても、簡
単にアクセスを拒否できます。
時間ベースのアクセス リストを使用すると、CPU に負荷が生じます。これは、アクセス リストの
新規設定を他の機能や、ハードウェア メモリにロードされた結合済みの設定とマージする必要が
あるためです。そのため、複数のアクセス リストが短期間に連続して（互いに数分以内に）有効
となるような設定とならないように注意する必要があります。

（注）

時間範囲は、スイッチのシステム クロックに基づきます。したがって、信頼できるクロック
ソースが必要です。ネットワーク タイム プロトコル（NTP）を使用してスイッチ クロックを
同期させることを推奨します。

IPv4 ACL のインターフェイスに関する注意事項
ip access-group インターフェイス コンフィギュレーション コマンドをレイヤ 3 インターフェイス
（SVI、レイヤ 3 EtherChannel、またはルーテッド ポート）に適用するには、そのインターフェイ
スに IP アドレスが設定されている必要があります。レイヤ 3 アクセス グループは、CPU のレイ
ヤ 3 プロセスによってルーティングまたは受信されるパケットをフィルタリングします。このグ
ループは、VLAN 内でブリッジングされるパケットに影響を与えません。
着信 ACL の場合、パケットの受信後スイッチはパケットを ACL と照合します。ACL がパケット
を許可する場合、スイッチはパケットの処理を継続します。ACL がパケットを拒否する場合、ス
イッチはパケットを廃棄します。
発信 ACLの場合、パケットを受信し制御対象インターフェイスにルーティングしたあと、スイッ
チはパケットを ACL と照合します。ACL がパケットを許可した場合は、スイッチはパケットを
送信します。ACL がパケットを拒否する場合、スイッチはパケットを廃棄します。
未定義の ACL をインターフェイスに適用すると、スイッチは ACL がインターフェイスに適用さ
れていないと判断し、すべてのパケットを許可します。ネットワーク セキュリティのために未定
義の ACL を使用する場合は、このような結果が生じることに注意してください。

（注）

VLAN アクセス リスト（VACL）はサポートされません。
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インターフェイスへのアクセス コントロール リストの適用
一部のプロトコルでは、インターフェイスに最大 2 つのアクセス リスト（インバウンド アクセス
リスト 1 つとアウトバウンド アクセス リスト 1 つ）を適用できます。そのほか、インバウンドと
アウトバウンドの両方のパケットをチェックする 1 つのアクセス リストのみを適用するプロトコ
ルもあります。
インバウンド アクセス リストの場合、デバイスがパケットを受信すると、Cisco ソフトウェアは
アクセス リストの条件ステートメントをチェックして一致がないか確認します。パケットが許可
されると、ソフトウェアはパケットの処理を継続します。パケットが拒否されると、ソフトウェ
アはパケットを廃棄します。
アウトバウンド アクセス リストの場合、Cisco ソフトウェアは、パケットの受信およびアウトバ
ウンドインターフェイスへのルーティング後に、アクセスリストの条件ステートメントをチェッ
クして一致がないか確認します。パケットが許可されると、ソフトウェアはパケットを送信しま
す。パケットが拒否されると、ソフトウェアはパケットを廃棄します。

（注）

デバイスのインターフェイスに適用されるアクセス リストは、そのデバイスから送信された
トラフィックにはフィルタ処理を行いません。

図 58：アクセス コントロール リスト適用のためのトポロジ

上の図では、デバイス 2 が、デバイス 1 とデバイス 3 に接続されるバイパス デバイスになってい
ます。デバイス 1 のギガビット イーサネット インターフェイス 0/0/0 にアウトバウンド アクセス
リストが適用されています。デバイス 1 からデバイス 3 を ping すると、トラフィックがローカル
に生成されるため、アクセス リストは発信されるパケットのチェックを行いません。
ローカルに生成されたパケット（常にアウトバウンド）ではアクセス リストによるチェックがバ
イパスされます。
デフォルトでは、ローカルに生成されたトラフィックのマッチングのためにアウトバウンド イン
ターフェイスに適用されるアクセス リストは、アウトバウンド アクセス リストのチェックをバ
イパスします。しかし、中継トラフィックはアウトバウンドアクセスリストのチェックを受けま
す。
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（注）

上で説明した動作は、Cisco ソフトウェアを実行するすべての単一 CPU プラットフォームに適
用されます。

ACL ロギング
標準 IP アクセス リストによって許可または拒否されたパケットに関するログ メッセージが、ス
イッチのソフトウェアによって表示されます。つまり、ACL と一致するパケットがあった場合
は、そのパケットに関するログ通知メッセージがコンソールに送信されます。コンソールに表示
されるメッセージのレベルは、syslog メッセージを管理する logging console logging consoleコマン
ドで管理されます。

（注）

ルーティングはハードウェアで、ロギングはソフトウェアで実行されます。したがって、log
キーワードを含む許可（permit）または拒否（deny）ACE と一致するパケットが多数存在する
場合、ソフトウェアはハードウェアの処理速度に追いつくことができないため、一部のパケッ
トはロギングされない場合があります。
ACLを起動した最初のパケットについては、ログ メッセージがすぐに表示されますが、それ以降
のパケットについては、5 分間の収集時間が経過してから表示またはロギングされます。ログ メッ
セージにはアクセス リスト番号、パケットの許可または拒否に関する状況、パケットの送信元 IP
アドレス、および直前の 5 分間に許可または拒否された送信元からのパケット数が示されます。

（注）

ロギング メッセージが多すぎて処理できない場合、または 1 秒以内に処理する必要があるロ
ギング メッセージが複数ある場合、ロギング設備ではロギング メッセージ パケットの一部を
ドロップすることがあります。この動作によって、ロギング パケットが多すぎてルータがク
ラッシュすることを回避します。そのため、課金ツールや、アクセス リストと一致する数の
正確な情報源としてロギング設備を使用しないでください。

ACL の設定方法
IPv4 ACL の設定
このスイッチで IP ACL を使用する手順は次のとおりです。

手順の概要
1. アクセス リストの番号または名前とアクセス条件を指定して、ACL を作成します。
2. その ACL をインターフェイスまたは端末回線に適用します。標準および拡張 IP ACL を VLAN
マップに適用することもできます。
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手順の詳細
コマンドまたはアクション
ステップ 1

アクセス リストの番号または名前とアクセス条件を指定して、ACL を作成しま
す。

ステップ 2

その ACL をインターフェイスまたは端末回線に適用します。標準および拡張 IP
ACL を VLAN マップに適用することもできます。

目的

番号付き標準 ACL の作成
番号付き標準 ACL を作成するには、次の手順に従ってください。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. access-list access-list-number {deny | permit} source source-wildcard [log]
4. end
5. show running-config
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。パスワードを入力しま
す（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

access-list access-list-number {deny 送信元アドレスとワイルドカードを使用して標準 IPv4 アクセス リ
| permit} source source-wildcard
ストを定義します。
[log]
access-list-number には、1 ～ 99 または 1300 ～ 1999 の 10 進数値を
指定します。
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コマンドまたはアクション

目的

例：

条件が一致した場合にアクセスを拒否する場合は deny、許可する
場合は permit を指定します。

Switch(config)# access-list 2
deny your_host

source には、パケットの送信元となるネットワークまたはホストの
アドレスを次の形式で指定します。
• ドット付き 10 進表記による 32 ビット長の値。
• キーワード any は 0.0.0.0 255.255.255.255 という source および
source-wildcard の省略形です。source-wildcard を入力する必要
はありません。
• キーワード host は送信元および source 0.0.0.0 の source-wildcard
の省略形です。
（任意）source-wildcard は、ワイルドカード ビットを送信元アド
レスに適用します。
（任意）log を入力すると、エントリと一致するパケットの詳細を
示すロギング メッセージがコンソールに送信されます。
（注）

ステップ 4

ロギングは、レイヤ 3 インターフェイスに割り当てられ
た ACL でだけサポートされます。

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 5

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 6

copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
例：
Switch# copy running-config
startup-config

番号付き拡張 ACL の作成
番号付き拡張 ACL を作成するには、次の手順に従ってください。
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手順の概要
1. configureterminal
2. access-list access-list-number {deny | permit} protocol source source-wildcard destination
destination-wildcard [precedence precedence] [tos tos] [fragments] [log [log-input] [time-range
time-range-name] [dscp dscp]
3. access-list access-list-number {deny | permit} tcp source source-wildcard [operator port] destination
destination-wildcard [operator port] [established] [precedence precedence] [tos tos] [fragments] [log
[log-input] [time-range time-range-name] [dscp dscp] [flag]
4. access-list access-list-number {deny | permit} udp source source-wildcard [operator port] destination
destination-wildcard [operator port] [precedence precedence] [tos tos] [fragments] [log [log-input]
[time-range time-range-name] [dscp dscp]
5. access-list access-list-number {deny | permit} icmp source source-wildcard destination
destination-wildcard [icmp-type | [[icmp-type icmp-code] | [icmp-message]] [precedence precedence]
[tos tos] [fragments] [time-range time-range-name] [dscp dscp]
6. access-list access-list-number {deny | permit} igmp source source-wildcard destination
destination-wildcard [igmp-type] [precedence precedence] [tos tos] [fragments] [log [log-input]
[time-range time-range-name] [dscp dscp]
7. 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

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステッ
プ2

access-list access-list-number {deny |
permit} protocol source
source-wildcard destination
destination-wildcard [precedence
precedence] [tos tos] [fragments] [log
[log-input] [time-range
time-range-name] [dscp dscp]
例：
Switch(config)# access-list 101
permit ip host 10.1.1.2 any
precedence 0 tos 0 log

拡張 IPv4 アクセス リストおよびアクセス条件を定義します。
access-list-number には、100 ～ 199 または 2000 ～ 2699 の 10 進数を指定
します。
条件が一致した場合にパケットを拒否する場合は deny、許可する場合
は permit を指定します。
protocol には、IP プロトコルの名前または番号を指定します。ahp、
eigrp、esp、gre、icmp、igmp、igrp、ip、ipinip、nos、ospf、pcp、pim、
tcp、または udp、あるいは IP プロトコル番号を表す 0 ~ 255 の範囲の整
数を使用できます。一致条件としてインターネットプロトコル（ICMP、
TCP、UDP など）を指定するには、キーワード ip を使用します。
この手順には、ほとんどの IP プロトコルのオプションが含ま
れています。TCP、UDP、ICMP、および IGMP の追加の特定
パラメータについては、次のステップを参照してください。
source には、パラメータの送信元であるネットワークまたはホストの番
号を指定します。
（注）
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コマンドまたはアクション

目的
source-wildcard は、ワイルドカード ビットを送信元アドレスに適用しま
す。
destination には、パラメータの宛先であるネットワークまたはホストの
番号を指定します。
destination-wildcard は、ワイルドカード ビットを宛先アドレスに適用し
ます。
source、source-wildcard、destination、および destination-wildcard の値は、
次の形式で指定します。
• ドット付き 10 進表記による 32 ビット長の値。
• 0.0.0.0 255.255.255.255（任意のホスト）を表すキーワード any。
• 単一のホスト 0.0.0.0 を表すキーワード host。
その他のキーワードはオプションであり、次の意味を持ちます。
• precedence：パケットを 0 ～ 7 の番号または名前で指定する優先度
と一致させる場合に入力します。指定できる値は、routine（0）、
priority（1）、immediate（2）、flash（3）、flash-override（4）、
critical（5）、internet（6）、network（7）です。
• fragments：2 つ目以降のフラグメントをチェックする場合に入力
します。
• tos：パケットを 0 ～ 15 の番号または名前で指定するサービス タイ
プレベルと一致させる場合に入力します。指定できる値は、normal
（0）、max-reliability（2）、max-throughput（4）、min-delay（8）
です。
• log：エントリと一致するパケットに関するログ通知メッセージを
作成し、コンソールに送信します。log-input を指定すると、ログ
エントリに入力インターフェイスが追加されます。
• time-range：時間範囲の名前を特定します。
• dscp：パケットを 0 ～ 63 の番号で指定する DSCP 値と一致させる
場合に入力します。また、指定できる値のリストを表示するには、
疑問符（?）を使用します。
（注）

ステッ
プ3

access-list access-list-number {deny |
permit} tcp source source-wildcard

dscp 値を入力した場合、tos または precedence は入力できま
せん。dscp を入力しない場合は、tos と precedence 値の両方
を入力できます。

拡張 TCP アクセス リストおよびアクセス条件を定義します。
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コマンドまたはアクション

目的

[operator port] destination
destination-wildcard [operator port]
[established] [precedence precedence]
[tos tos] [fragments] [log [log-input]
[time-range time-range-name] [dscp
dscp] [flag]

次に示す例外を除き、拡張 IPv4 ACL に対して説明するパラメータと同
じパラメータを使用します。

例：
Switch(config)# access-list 101
permit tcp any any eq 500

（任意）operator および port を入力すると、送信元ポート（source
source-wildcard の後に入力した場合）または宛先ポート（destination
destination-wildcard の後に入力した場合）が比較されます。使用可能な
演算子は、eq（等しい）、gt（より大きい）、lt（より小さい）、neq
（等しくない）、range（包含範囲）などです。演算子にはポート番号
を指定する必要があります（range の場合は 2 つのポート番号をスペー
スで区切って指定する必要があります）。
port には、10 進数（0 ～ 65535）のポート番号または TCP ポート名を入
力します。TCP をフィルタリングするときには、TCP ポートの番号また
は名前だけを使用します。
他のオプションのキーワードの意味は次のとおりです。
• established：確立された接続と照合する場合に入力します。この
キーワードは、ack または rst フラグでの照合と同じ機能を果たし
ます。
• flag：指定された TCP ヘッダー ビットを基準にして照合します。
入力できるフラグは、ack（確認応答）、fin（終了）、psh（プッ
シュ）、rst（リセット）、syn（同期）、または urg（緊急）です。

ステッ
プ4

access-list access-list-number {deny |
permit} udp source source-wildcard
[operator port] destination
destination-wildcard [operator port]
[precedence precedence] [tos tos]
[fragments] [log [log-input]
[time-range time-range-name] [dscp
dscp]

（任意）拡張 UDP アクセス リストおよびアクセス条件を定義します。
UDP パラメータは TCP の説明にあるパラメータと同じです。ただし、
[operator [port]] ポート番号またはポート名は、UDP ポートの番号または
名前でなければなりません。また、UDP では、flag および established
キーワードは無効です。

例：
Switch(config)# access-list 101
permit udp any any eq 100

ステッ
プ5

access-list access-list-number {deny |
permit} icmp source source-wildcard
destination destination-wildcard
[icmp-type | [[icmp-type icmp-code] |
[icmp-message]] [precedence
precedence] [tos tos] [fragments]
[time-range time-range-name] [dscp
dscp]

拡張 ICMP アクセス リストおよびアクセス条件を定義します。
ICMP パラメータは拡張 IPv4 ACL の IP プロトコルの説明にあるパラメー
タとほとんど同じですが、ICMP メッセージ タイプおよびコード パラ
メータが追加されています。オプションのキーワードの意味は次のとお
りです。
• icmp-type：ICMP メッセージ タイプでフィルタリングする場合に入
力します。指定できる値の範囲は、0 ～ 255 です。
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コマンドまたはアクション

目的
• icmp-code：ICMP パケットを ICMP メッセージ コード タイプでフィ

例：
Switch(config)# access-list 101
permit icmp any any 200

ルタリングする場合に入力します。指定できる値の範囲は、0 ～
255 です。
• icmp-message：ICMP パケットを ICMP メッセージ タイプ名または
ICMP メッセージ タイプとコード名でフィルタリングする場合に入
力します。

ステッ
プ6

access-list access-list-number {deny |
permit} igmp source source-wildcard
destination destination-wildcard
[igmp-type] [precedence precedence]
[tos tos] [fragments] [log [log-input]
[time-range time-range-name] [dscp
dscp]
例：

（任意）拡張 IGMP アクセス リストおよびアクセス条件を定義します。
IGMP パラメータは拡張 IPv4 ACL の IP プロトコルの説明にあるパラ
メータとほとんど同じですが、次に示すオプションのパラメータが追加
されています。
igmp-type：IGMP メッセージ タイプと照合するには、0 ～ 15 の番号を入
力するか、またはメッセージ名である dvmrp、host-query、host-report、
pim、または trace を入力します。

Switch(config)# access-list 101
permit igmp any any 14

ステッ
プ7

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

名前付き標準 ACL の作成
名前を使用して標準 ACL を作成するには、次の手順に従ってください。
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手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ip access-list standard name
4. 次のいずれかを使用します。
• deny {source [source-wildcard] | host source | any} [log]
• permit {source [source-wildcard] | host source | any} [log]
5. end
6. show running-config
7. 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。パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

ステップ 4

ip access-list standard name
例：

名前を使用して標準 IPv4 アクセス リストを定義し、
アクセス リスト コンフィギュレーション モードを開
始します。

Switch(config)# ip access-list standard 20

名前には、1 ～ 99 の番号を使用できます。

次のいずれかを使用します。

アクセス リスト コンフィギュレーション モードで、
パケットを転送するのかドロップするのかを決定する
• deny {source [source-wildcard] | host source
1 つ以上の拒否条件または許可条件を 指定します。
| any} [log]
• permit {source [source-wildcard] | host
source | any} [log]

• host source：source 0.0.0.0 の送信元および送信元
ワイルドカード。
• any：0.0.0.0 255.255.255.255 の送信元および送信
元ワイルドカード。

例：
Switch(config-std-nacl)# deny 192.168.0.0
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コマンドまたはアクション

目的

0.0.255.255 255.255.0.0 0.0.255.255

または
Switch(config-std-nacl)# permit 10.108.0.0
0.0.0.0 255.255.255.0 0.0.0.0

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config-std-nacl)# end

ステップ 6

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 7

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を
保存します。

例：
Switch# copy running-config startup-config

名前付き拡張 ACL の作成
名前を使用して拡張 ACL を作成するには、次の手順に従ってください。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ip access-list extended name
4. {deny | permit} protocol {source [source-wildcard] | host source | any} {destination [destination-wildcard]
| host destination | any} [precedence precedence] [tos tos] [established] [log] [time-range
time-range-name]
5. end
6. show running-config
7. 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。パスワードを
入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

ip access-list extended name
例：

ステップ 4

名前を使用して拡張 IPv4 アクセス リストを定義し、ア
クセス リスト コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

Switch(config)# ip access-list extended
150

名前には、100 ～ 199 の番号を使用できます。

{deny | permit} protocol {source
[source-wildcard] | host source | any}
{destination [destination-wildcard] | host
destination | any} [precedence precedence]
[tos tos] [established] [log] [time-range
time-range-name]

アクセス リスト コンフィギュレーション モードで、許
可条件または拒否条件を指定します。log キーワードを使
用して、違反を含む、アクセス リスト ロギング メッセー
ジを取得します。
• host source：source 0.0.0.0 の送信元および送信元ワ
イルドカード。

例：

• host destintation：destination 0.0.0.0 の宛先および宛

Switch(config-ext-nacl)# permit 0 any
any

先ワイルドカード。
• any：source および source wildcard の値または
destination および destination wildcard の値である
0.0.0.0 255.255.255.255

ステップ 5

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config-ext-nacl)# end

ステップ 6

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

copy running-config startup-config

（任意）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：
Switch# copy running-config
startup-config

拡張 ACL を作成するときには、ACL の末尾にデフォルトで暗黙的な deny ステートメントが追加
され、ACL の終わりに到達するまで一致する条件が見つからなかったすべてのパケットに適用さ
れることに注意してください。標準 ACL では、関連付けられた IP ホスト アドレス アクセス リス
トの指定からマスクを省略すると、0.0.0.0 がマスクと見なされます。
ACL の作成後に追加したエントリは、リストの末尾に追加されます。ACL エントリを特定の ACL
に選択的に追加できません。ただし、no permit および no deny アクセス リスト コンフィギュレー
ション モード コマンドを使用すると、名前付き ACL からエントリを削除できます。
番号付き ACL ではなく名前付き ACL を使用する理由の 1 つとして、名前付き ACL では行を選択
して削除できることがあります。

次の作業
作成した名前付き ACL は、インターフェイスまたは VLAN に適用できます。

アクセス リスト エントリの順序付けとアクセス リストの変更
ここでは、名前付き IP アクセス リストのエントリにシーケンス番号を割り当てる方法と、アクセ
ス リストに対するエントリの追加または削除を行う方法を説明します。この作業を実行する場合
は、次の点に注意してください。
• アクセス リスト エントリの並べ替えは任意です。この作業での並べ替えのステップは、機
能の目的の 1 つであり、またその機能の説明が必要と思われることから、必要に応じて説明
します。
• 次の手順で、permit コマンドはステップ 5 に、deny コマンドはステップ 6 に記載されていま
す。ただし、その順番を入れ替えることもできます。設定のニーズに合わせた順番を使用し
ます。
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手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. ipaccess-listresequence access-list-name starting-sequence-number increment
4. ipaccess-list {standard| extended} access-list-name
5. 次のいずれかを実行します。
• sequence-number permit source source-wildcard
• sequence-number permit protocol source source-wildcard destination destination-wildcard
[precedence precedence][tos tos] [log] [time-range time-range-name] [fragments]
6. 次のいずれかを実行します。
• sequence-number deny source source-wildcard
• sequence-number deny protocol source source-wildcard destination destination-wildcard
[precedence precedence][tos tos] [log] [time-range time-range-name] [fragments]
7. 次のいずれかを実行します。
• sequence-number permit source source-wildcard
• sequence-number permit protocol source source-wildcard destination destination-wildcard
[precedence precedence][tos tos] [log] [time-range time-range-name] [fragments]
8. 次のいずれかを実行します。
• sequence-number deny source source-wildcard
• sequence-number deny protocol source source-wildcard destination destination-wildcard
[precedence precedence][tos tos] [log] [time-range time-range-name] [fragments]
9. 必要に応じてシーケンス番号ステートメントを追加するには、ステップ 5 とステップ 6 を繰り
返します。
10. end
11. showipaccess-lists access-list-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。パスワードを入
力します（要求された場合）。

例：
Device> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ipaccess-listresequence access-list-name
starting-sequence-number increment

開始シーケンス番号と、シーケンス番号の増分を使用して、
指定した IP アクセス リストを並べ替えます。

例：
Device(config)# ip access-list resequence
kmd1 100 15

ステップ 4

ipaccess-list {standard| extended}
access-list-name
例：
Device(config)# ip access-list standard
kmd1

名前で IP アクセス リストを指定し、名前付きアクセス リス
トのコンフィギュレーション モードを開始します。
• standard を指定する場合は、標準アクセス リスト構文
を使用して、permit または deny ステートメント（場合
によっては両方）を指定します。
• extended を指定する場合は、拡張アクセス リスト構文
を使用して、permit または deny ステートメント（場合
によっては両方）を指定します。

ステップ 5

次のいずれかを実行します。
• sequence-number permit source
source-wildcard
• sequence-number permit protocol source
source-wildcard destination
destination-wildcard [precedence
precedence][tos tos] [log] [time-range
time-range-name] [fragments]

例：
Device(config-std-nacl)# 105 permit
10.5.5.5 0.0.0 255

ステップ 6

次のいずれかを実行します。
• sequence-number deny source
source-wildcard
• sequence-number deny protocol source
source-wildcard destination
destination-wildcard [precedence

名前付き IP アクセス リスト モードで permit ステートメン
トを指定します。
• このアクセス リストでは、permit ステートメントを最
初に使用していますが、必要なステートメントの順序
に応じて、deny ステートメントが最初に使用される可
能性もあります。
• プロンプトに示されるとおり、このアクセス リストは
標準アクセス リストでした。ステップ 4 で extended を
指定した場合は、このステップのプロンプトは
Device(config-ext-nacl) となり、拡張 permit コマンド構
文を使用します。

（任意）名前付き IP アクセス リスト モードで deny ステー
トメントを指定します。
• このアクセス リストでは、permit ステートメントを最
初に使用していますが、必要なステートメントの順序
に応じて、deny ステートメントが最初に使用される可
能性もあります。
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コマンドまたはアクション
precedence][tos tos] [log] [time-range
time-range-name] [fragments]

例：

目的
• プロンプトに示されるとおり、このアクセス リストは
標準アクセス リストでした。ステップ 4 で extended を
指定した場合は、このステップのプロンプトは
Device(config-ext-nacl) となり、拡張 deny コマンド構文
を使用します。

Device(config-std-nacl)# 105 deny 10.6.6.7
0.0.0 255

ステップ 7

次のいずれかを実行します。
• sequence-number permit source
source-wildcard
• sequence-number permit protocol source
source-wildcard destination
destination-wildcard [precedence
precedence][tos tos] [log] [time-range
time-range-name] [fragments]

名前付き IP アクセス リスト モードで permit ステートメン
トを指定します。
• このアクセス リストでは、permit ステートメントを最
初に使用していますが、必要なステートメントの順序
に応じて、deny ステートメントが最初に使用される可
能性もあります。
• 上位層プロトコル（ICMP、IGMP、TCP、および UDP）
を許可するその他のコマンド構文については、permit
（IP）コマンドを参照してください。

例：

• エントリを削除するには、no sequence-number コマンド

Device(config-ext-nacl)# 150 permit tcp
any any log

ステップ 8

次のいずれかを実行します。
• sequence-number deny source
source-wildcard
• sequence-number deny protocol source
source-wildcard destination
destination-wildcard [precedence
precedence][tos tos] [log] [time-range
time-range-name] [fragments]

を使用します。
（任意）名前付き IP アクセス リスト モードで deny ステー
トメントを指定します。
• このアクセス リストでは、permit ステートメントを最
初に使用していますが、必要なステートメントの順序
に応じて、deny ステートメントが最初に使用される可
能性もあります。
• 上位層プロトコル（ICMP、IGMP、TCP、および UDP）
を許可するその他のコマンド構文については、deny
（IP）コマンドを参照してください。

例：

• エントリを削除するには、no sequence-number コマンド

Device(config-ext-nacl)# 150 deny tcp any
any log

を使用します。

ステップ 9

必要に応じてシーケンス番号ステートメン アクセス リストは変更できます。
トを追加するには、ステップ 5 とステップ
6 を繰り返します。

ステップ 10

end

（任意）コンフィギュレーション モードを終了し、特権
EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-std-nacl)# end
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ステップ 11

コマンドまたはアクション

目的

showipaccess-lists access-list-name

（任意）IP アクセス リストの内容を表示します。

例：
Device# show ip access-lists kmd1

例
アクセス リストに新しいエントリが含まれていることを確認するには、showipaccess-lists コマン
ドの出力を確認します。
Device# show ip access-lists kmd1
Standard IP access list kmd1
100 permit 10.4.4.0, wildcard
105 permit 10.5.5.0, wildcard
115 permit 10.0.0.0, wildcard
130 permit 10.5.5.0, wildcard
145 permit 10.0.0.0, wildcard

bits
bits
bits
bits
bits

0.0.0.255
0.0.0.255
0.0.0.255
0.0.0.255
0.0.0.255

コメント付き IP ACL エントリの設定
名前付きまたは番号付きアクセスリスト設定を使用します。作業する設定用にアクセスリストを
作成したら、アクセス リストをインターフェイスまたは端末回線に適用する必要があります。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. ip access-list {standard | extended} {name | number}
4. remark 注記
5. deny protocolhost host-addressany eq port
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。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ip access-list {standard | extended} {name |
number}

名前または番号でアクセス リストを特定し、拡張名前
付きアクセス リスト コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device(config)# ip access-list extended
telnetting

ステップ 4

remark 注記
例：
Device(config-ext-nacl)# remark Do not
allow host1 subnet to telnet out

ステップ 5

deny protocolhost host-addressany eq port

名前付き IP アクセス リストのエントリに注釈を追加し
ます。
• 注釈は、permit または deny ステートメントの目
的を示します。
パケットを拒否する名前付き IP アクセス リストの条件
を設定します。

例：
Device(config-ext-nacl)# deny tcp host
172.16.2.88 any eq telnet

ステップ 6

拡張名前付きアクセス リスト コンフィギュレーション
モードを終了し、特権 EXEC モードを開始します。

end
例：
Device(config-ext-nacl)# end

ACL の時間範囲の設定
ACL の時間範囲パラメータを設定するには、次の手順に従ってください。
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手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. time-range time-range-name
4. 次のいずれかを使用します。
• absolute [start time date] [end time date]
• periodic day-of-the-week hh:mm to [day-of-the-week] hh:mm
• periodic {weekdays | weekend | daily} hh:mm to hh:mm
5. end
6. show running-config
7. 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。パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Switch(config)# enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

time-range time-range-name

Switch(config)# time-range workhours

作成する時間範囲には意味のある名前（workhours な
ど）を割り当て、時間範囲コンフィギュレーションモー
ドを開始します。名前にスペースや疑問符を含めること
はできません。また、文字から始める必要があります。

次のいずれかを使用します。

適用対象の機能がいつ動作可能になるかを指定します。

例：

ステップ 4

• absolute [start time date] [end time date]
• periodic day-of-the-week hh:mm to
[day-of-the-week] hh:mm
• periodic {weekdays | weekend | daily}
hh:mm to hh:mm

• 時間範囲には、absolute ステートメントを 1 つだ
け使用できます。複数の absolute ステートメント
を設定した場合は、最後に設定したステートメン
トだけが実行されます。
• 複数の periodic ステートメントを入力できます。
たとえば、平日と週末に異なる時間を設定できま
す。
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コマンドまたはアクション

目的
設定例を参照してください。

例：
Switch(config-time-range)# absolute start
00:00 1 Jan 2006 end 23:59 1 Jan 2006

または
Switch(config-time-range)# periodic
weekdays 8:00 to 12:00

ステップ 5

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 6

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 7

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保
存します。

例：
Switch# copy running-config startup-config

次の作業
複数の項目をそれぞれ異なる時間に有効にする場合は、上記の手順を繰り返してください。

端末回線への IPv4 ACL の適用
番号付き ACL を使用して、1 つまたは複数の端末回線へのアクセスを制御できます。端末回線に
は名前付き ACL を適用できません。すべての仮想端末回線にユーザが接続する可能性があるた
め、すべてに同じ制限を設定する必要があります。
仮想端末回線と ACLに指定されたアドレス間の着信接続および発信接続を制限するには、次の手
順を実行します。
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手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. line [console | vty] line-number
4. access-class access-list-number {in | out}
5. end
6. show running-config
7. 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。パスワードを入
力します（要求された場合）。

例：
Switch(config)# enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

line [console | vty] line-number
例：
Switch(config)# line console 0

設定する回線を指定し、インライン コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。
• console：コンソール端末回線を指定します。コンソー
ル ポートは DCE です。
• vty：リモート コンソール アクセス用の仮想端末を指
定します。
line-number は、回線タイプを指定する場合に、設定する連
続グループ内で最初の回線番号です。指定できる範囲は 0
～ 16です。

ステップ 4

access-class access-list-number {in | out} （デバイスへの）特定の仮想端末回線とアクセス リストに
指定されたアドレス間の着信接続および発信接続を制限し
例：
ます。
Switch(config-line)# access-class 10
in
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ステップ 5

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：
Switch(config-line)# end

ステップ 6

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 7

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存し
ます。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

インターフェイスへの IPv4 ACL の適用
ここでは、IPv4 ACL をネットワーク インターフェイスへ適用する方法について説明します。

（注）

Catalyst 2960-L スイッチでは、VLAN アクセス リスト（VACL）はサポートされません。
インターフェイスへのアクセスを制御する管理には、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順の概要
1. configureterminal
2. interface interface-id
3. ip access-group {access-list-number | name} {in | out}
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

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id
例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 3

ip access-group {access-list-number | name}
{in | out}

設定するインターフェイスを指定し、インターフェイ
ス コンフィギュレーション モードを開始します。
インターフェイスには、レイヤ 2 インターフェイス
（ポート ACL）またはレイヤ 3 インターフェイス
（ルータ ACL）を指定できます。
指定されたインターフェイスへのアクセスを制御しま
す。

例：
Switch(config-if)# ip access-group 2 in

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config-if)# end

ステップ 5

show running-config

アクセス リストの設定を表示します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を
保存します。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

IPv4 ACL のモニタリング
スイッチに設定されている ACL、およびインターフェイスと VLAN に適用された ACL を表示し
て IPv4 ACL をモニタできます。
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ip access-group インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して、レイヤ 2 または
レイヤ 3 インターフェイスに ACL を適用した場合は、そのインターフェイスのアクセス グルー
プを表示できます。また、レイヤ 2 インターフェイスに適用された MAC ACL も表示できます。
この情報を表示するには、次の表に記載された特権 EXEC コマンドを使用します。
表 89：アクセス リストおよびアクセス グループを表示するコマンド

コマンド

目的

show access-lists [number | name]

最新の IP および MAC アドレス アクセス リストの全体や
その一部、または特定のアクセス リスト（番号付きまた
は名前付き）の内容を表示します。

show ip access-lists [number | name]

最新の IP アクセス リスト全体、または特定の IP アクセ
ス リスト（番号付きまたは名前付き）を表示します。

show ip interface interface-id

インターフェイスの詳細設定およびステータスを表示し
ます。IPがイネーブルになっているインターフェイスに、
ip access-group インターフェイス コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用して ACL を適用した場合は、アクセ
ス グループも表示されます。

show running-config [interface
interface-id]

スイッチまたは指定されたインターフェイスのコンフィ
ギュレーション ファイルの内容（設定されたすべての
MAC および IP アクセス リストや、どのアクセス グルー
プがインターフェイスに適用されたかなど）を表示しま
す。

show mac access-group [interface
interface-id]

すべてのレイヤ 2 インターフェイスまたは指定されたレ
イヤ 2 インターフェイスに適用されている MAC アクセ
ス リスト
を表示します。

ACL の設定例
小規模ネットワークが構築されたオフィス用の ACL
次に、小規模ネットワークが構築されたオフィス環境を示します。ルーテッド ポート 2 に接続さ
れたサーバ A には、すべての従業員がアクセスできる収益などの情報が格納されています。ルー
テッド ポート 1 に接続されたサーバ B には、機密扱いの給与支払いデータが格納されています。
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サーバ A にはすべてのユーザがアクセスできますが、サーバ B にアクセスできるユーザは制限さ
れています。
図 59：ルータ ACL によるトラフィックの制御

ルータ ACL を使用して上記のように設定するには、次のいずれかの方法を使用します。
• 標準 ACL を作成し、ポート 1 からサーバに着信するトラフィックをフィルタリングします。
• 拡張 ACL を作成し、サーバからポート 1 に着信するトラフィックをフィルタリングします。

例：番号付き ACL
次の例のネットワーク 36.0.0.0 は、2 番めのオクテットがサブネットを指定するクラス A ネット
ワークです。つまり、サブネット マスクは 255.255.0.0 です。ネットワーク アドレス 36.0.0.0 の 3
番めおよび 4 番めのオクテットは、特定のホストを指定します。アクセス リスト 2 を使用して、
サブネット 48 のアドレスを 1 つ許可し、同じサブネットの他のアドレスはすべて拒否します。こ
のアクセス リストの最終行は、ネットワーク 36.0.0.0 の他のすべてのサブネット上のアドレスが
許可されることを示します。この ACL は、ポートに着信するパケットに適用されます。
Switch(config)# access-list 2 permit 36.48.0.3
Switch(config)# access-list 2 deny 36.48.0.0 0.0.255.255
Switch(config)# access-list 2 permit 36.0.0.0 0.255.255.255
Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Switch(config-if)# ip access-group 2 in
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例：拡張 ACL
次の例の先頭行は、1023 よりも大きい宛先ポートへの着信 TCP 接続を許可します。2 番めの行
は、ホスト 128.88.1.2 の SMTP ポートへの着信 TCP 接続を許可します。3 番めの行は、エラー
フィードバック用の着信 ICMP メッセージを許可します。
Switch(config)# access-list 102 permit tcp any 128.88.0.0 0.0.255.255 gt 1023
Switch(config)# access-list 102 permit tcp any host 128.88.1.2 eq 25
Switch(config)# access-list 102 permit icmp any any
Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Switch(config-if)# ip access-group 102 in

次の例では、インターネットに接続されたネットワークがあり、そのネットワーク上の任意のホ
ストがインターネット上の任意のホストと TCP 接続を確立できるようにする場合を想定していま
す。ただし、IP ホストからは、専用メール ホストのメール（SMTP）ポートを除き、ネットワー
ク上のホストと TCP 接続を確立できないようにします。
SMTP は、接続の一端では TCP ポート 25、もう一端ではランダムなポート番号を使用します。接
続している間は、同じポート番号が使用されます。インターネットから着信するメール パケット
の宛先ポートは 25 です。発信パケットのポート番号は予約されています。安全なネットワーク
システムでは常にポート25でのメール接続が使用されているため、着信サービスと発信サービス
を個別に制御できます。ACL は発信インターフェイスの入力 ACL および着信インターフェイス
の出力 ACL として設定される必要があります。
Switch(config)# access-list 102 permit tcp any 128.88.0.0 0.0.255.255 eq 23
Switch(config)# access-list 102 permit tcp any 128.88.0.0 0.0.255.255 eq 25
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# ip access-group 102 in

次の例では、ネットワークはアドレスが 128.88.0.0 のクラス B ネットワークで、メール ホストの
アドレスは 128.88.1.2 です。established キーワードは、確立された接続を表示する TCP 専用のキー
ワードです。TCP データグラムに ACK または RST ビットが設定され、パケットが既存の接続に
属していることが判明すると、一致と見なされます。スタック メンバー 1 のギガビット イーサ
ネット インターフェイス 1 は、ルータをインターネットに接続するインターフェイスです。
Switch(config)# access-list 102 permit tcp any 128.88.0.0 0.0.255.255 established
Switch(config)# access-list 102 permit tcp any host 128.88.1.2 eq 25
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# ip access-group 102 in

例：名前付き ACL
名前付き標準 ACL および名前付き拡張 ACL の作成
次に、Internet_filter という名前の標準 ACL および marketing_group という名前の拡張 ACL を作成
する例を示します。Internet_filter ACL は、送信元アドレス 1.2.3.4 から送信されるすべてのトラ
フィックを許可します。
Switch(config)# ip access-list standard Internet_filter
Switch(config-ext-nacl)# permit 1.2.3.4
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Switch(config-ext-nacl)# exit

marketing_group ACL は、宛先アドレスとワイルドカードの値 171.69.0.0 0.0.255.255 への任意の
TCP Telnet トラフィックを許可し、その他の TCP トラフィックを拒否します。ICMP トラフィッ
クを許可し、任意の送信元から、宛先ポートが 1024 より小さい 171.69.0.0 ～ 179.69.255.255 の宛
先アドレスへ送信される UDP トラフィックを拒否します。それ以外のすべての IP トラフィック
を拒否して、結果を示すログが表示されます。
Switch(config)# ip access-list extended marketing_group
Switch(config-ext-nacl)# permit tcp any 171.69.0.0 0.0.255.255 eq telnet
Switch(config-ext-nacl)# deny tcp any any
Switch(config-ext-nacl)# permit icmp any any
Switch(config-ext-nacl)# deny udp any 171.69.0.0 0.0.255.255 lt 1024
Switch(config-ext-nacl)# deny ip any any log
Switch(config-ext-nacl)# exit

Internet_filter ACL は発信トラフィックに適用され、marketing_group ACL はレイヤ 3 ポートの着信
トラフィックに適用されます。
Switch(config)# interface gigabitethernet3/0/2
Switch(config-if)# no switchport
Switch(config-if)# ip address 2.0.5.1 255.255.255.0
Switch(config-if)# ip access-group Internet_filter out
Switch(config-if)# ip access-group marketing_group in

名前付き ACL からの個別 ACE の削除
次に、名前付きアクセス リスト border-list から ACE を個別に削除する例を示します。
Switch(config)# ip access-list extended border-list
Switch(config-ext-nacl)# no permit ip host 10.1.1.3 any

例：アクセス リストのエントリの並べ替え
次に、並べ替える前と後のアクセス リストの例を示します。開始値は 1、増分値は 2 です。後続
のエントリはユーザ指定の増分値に基づいて並べられています。範囲は 1 ～ 2147483647 です。
シーケンス番号のないエントリが入力されると、デフォルトで、アクセス リストの最後のエント
リのシーケンス番号に 10 を加えたシーケンス番号が割り当てられます。
Router# show access-list carls
Extended IP access list carls
10 permit ip host 10.3.3.3 host 172.16.5.34
20 permit icmp any any
30 permit tcp any host 10.3.3.3
40 permit ip host 10.4.4.4 any
50 Dynamic test permit ip any any
60 permit ip host 172.16.2.2 host 10.3.3.12
70 permit ip host 10.3.3.3 any log
80 permit tcp host 10.3.3.3 host 10.1.2.2
90 permit ip host 10.3.3.3 any
100 permit ip any any
Router(config)# ip access-list extended carls
Router(config)# ip access-list resequence carls 1 2
Router(config)# end
Router# show access-list carls
Extended IP access list carls
1 permit ip host 10.3.3.3 host 172.16.5.34
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3 permit icmp any any
5 permit tcp any host 10.3.3.3
7 permit ip host 10.4.4.4 any
9 Dynamic test permit ip any any
11 permit ip host 172.16.2.2 host 10.3.3.12
13 permit ip host 10.3.3.3 any log
15 permit tcp host 10.3.3.3 host 10.1.2.2
17 permit ip host 10.3.3.3 any
19 permit ip any any

例：シーケンス番号を指定したエントリの追加
次の例では、新しいエントリ（シーケンス番号 15）がアクセス リストに追加されます。
Router# show ip access-list
Standard IP access list tryon
2 permit 10.4.4.2, wildcard bits 0.0.255.255
5 permit 10.0.0.44, wildcard bits 0.0.0.255
10 permit 10.0.0.1, wildcard bits 0.0.0.255
20 permit 10.0.0.2, wildcard bits 0.0.0.255
Router(config)# ip access-list standard tryon
Router(config-std-nacl)# 15 permit 10.5.5.5 0.0.0.255
Router# show ip access-list
Standard IP access list tryon
2 permit 10.4.0.0, wildcard bits 0.0.255.255
5 permit 10.0.0.0, wildcard bits 0.0.0.255
10 permit 10.0.0.0, wildcard bits 0.0.0.255
15 permit 10.5.5.0, wildcard bits 0.0.0.255
20 permit 10.0.0.0, wildcard bits 0.0.0.255

例：シーケンス番号を指定しないエントリの追加
次に、シーケンス番号が指定されていないエントリをアクセス リストの末尾に追加する方法を示
します。シーケンス番号のないエントリを追加すると、自動的にシーケンス番号が割り当てられ、
アクセス リストの末尾に配置されます。デフォルトの増分値は 10 であるため、エントリには、
既存のアクセス リストの最後のエントリのシーケンス番号に 10 を加えたシーケンス番号が割り
当てられます。
Router(config)# ip access-list standard resources
Router(config-std-nacl)# permit 10.1.1.1 0.0.0.255
Router(config-std-nacl)# permit 10.2.2.2 0.0.0.255
Router(config-std-nacl)# permit 10.3.3.3 0.0.0.255
Router# show access-list
Standard IP access list resources
10 permit 10.1.1.1, wildcard bits 0.0.0.255
20 permit 10.2.2.2, wildcard bits 0.0.0.255
30 permit 10.3.3.3, wildcard bits 0.0.0.255
Router(config)# ip access-list standard resources
Router(config-std-nacl)# permit 10.4.4.4 0.0.0.255
Router(config-std-nacl)# end
Router# show access-list
Standard IP access list resources
10 permit 10.1.1.1, wildcard bits 0.0.0.255
20 permit 10.2.2.2, wildcard bits 0.0.0.255
30 permit 10.3.3.3, wildcard bits 0.0.0.255
40 permit 10.4.4.4, wildcard bits 0.0.0.255
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例：コメント付き IP ACL エントリの設定
次に示す番号付き ACL の例では、Jones が所有するワークステーションにはアクセスを許可し、
Smith が所有するワークステーションにはアクセスを許可しません。
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config)#

access-list
access-list
access-list
access-list

1
1
1
1

remark Permit only Jones workstation through
permit 171.69.2.88
remark Do not allow Smith workstation through
deny 171.69.3.13

次に示す番号付き ACL の例では、Winter および Smith のワークステーションに Web 閲覧を許可
しません。
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config)#

access-list
access-list
access-list
access-list

100
100
100
100

remark Do
deny host
remark Do
deny host

not allow Winter to browse the web
171.69.3.85 any eq www
not allow Smith to browse the web
171.69.3.13 any eq www

次に示す名前付き ACL の例では、Jones のサブネットにアクセスを許可しません。
Switch(config)# ip access-list standard prevention
Switch(config-std-nacl)# remark Do not allow Jones subnet through
Switch(config-std-nacl)# deny 171.69.0.0 0.0.255.255

次に示す名前付き ACL の例では、Jones のサブネットに発信 Telnet の使用を許可しません。
Switch(config)# ip access-list extended telnetting
Switch(config-ext-nacl)# remark Do not allow Jones subnet to telnet out
Switch(config-ext-nacl)# deny tcp 171.69.0.0 0.0.255.255 any eq telnet

例：ACL での時間範囲を使用
次の例に、workhours（営業時間）の時間範囲および会社の休日（2006 年 1 月 1 日）を設定し、設
定を確認する例を示します。
Switch# show time-range
time-range entry: new_year_day_2003 (inactive)
absolute start 00:00 01 January 2006 end 23:59 01 January 2006
time-range entry: workhours (inactive)
periodic weekdays 8:00 to 12:00
periodic weekdays 13:00 to 17:00

時間範囲を適用するには、時間範囲を実装できる拡張 ACL内に時間範囲名を入力します。次に、
拡張アクセス リスト 188 を作成して確認する例を示します。このアクセス リストでは、定義され
た休業時間中はすべての送信元からすべての宛先への TCP トラフィックを拒否し、営業時間中は
すべての TCP トラフィックを許可します。
Switch(config)# access-list 188 deny tcp any any time-range new_year_day_2006
Switch(config)# access-list 188 permit tcp any any time-range workhours
Switch(config)# end
Switch# show access-lists
Extended IP access list 188
10 deny tcp any any time-range new_year_day_2006 (inactive)
20 permit tcp any any time-range workhours (inactive)
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次に、名前付き ACL を使用して同じトラフィックを許可および拒否する例を示します。
Switch(config)# ip access-list extended deny_access
Switch(config-ext-nacl)# deny tcp any any time-range new_year_day_2006
Switch(config-ext-nacl)# exit
Switch(config)# ip access-list extended may_access
Switch(config-ext-nacl)# permit tcp any any time-range workhours
Switch(config-ext-nacl)# end
Switch# show ip access-lists
Extended IP access list lpip_default
10 permit ip any any
Extended IP access list deny_access
10 deny tcp any any time-range new_year_day_2006 (inactive)
Extended IP access list may_access
10 permit tcp any any time-range workhours (inactive)

例：IP ACL に適用される時間範囲
次に、月曜日から金曜日の午前 8 時 ～午後 6 時（18 時）の間、IP の HTTP トラフィックを拒否す
る例を示します。UDP トラフィックは、土曜日および日曜日の正午～午後 8 時（20 時）の間だけ
許可されます。
Switch(config)# time-range no-http
Switch(config)# periodic weekdays 8:00 to 18:00
!
Switch(config)# time-range udp-yes
Switch(config)# periodic weekend 12:00 to 20:00
!
Switch(config)# ip access-list extended strict
Switch(config-ext-nacl)# deny tcp any any eq www time-range no-http
Switch(config-ext-nacl)# permit udp any any time-range udp-yes
!
Switch(config-ext-nacl)# exit
Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Switch(config-if)# ip access-group strict in

例：ACL ロギング
ルータ ACL では、2 種類のロギングがサポートされています。log キーワードを指定すると、エ
ントリと一致するパケットに関するログ通知メッセージがコンソールに送信されます。log-input
キーワードを指定すると、ログ エントリに入力インターフェイスが追加されます。
次の例では、名前付き標準アクセス リスト stan1 は 10.1.1.0 0.0.0.255 からのトラフィックを拒否
し、その他のすべての送信元からのトラフィックを許可します。log キーワードも指定されていま
す。
Switch(config)# ip access-list standard stan1
Switch(config-std-nacl)# deny 10.1.1.0 0.0.0.255 log
Switch(config-std-nacl)# permit any log
Switch(config-std-nacl)# exit
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# ip access-group stan1 in
Switch(config-if)# end
Switch# show logging
Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 0 flushes, 0 overruns)
Console logging: level debugging, 37 messages logged
Monitor logging: level debugging, 0 messages logged
Buffer logging: level debugging, 37 messages logged
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File logging: disabled
Trap logging: level debugging, 39 message lines logged
Log Buffer (4096 bytes):
00:00:48: NTP: authentication delay calculation problems
<output truncated>
00:09:34:%SEC-6-IPACCESSLOGS:list stan1 permitted 0.0.0.0 1 packet
00:09:59:%SEC-6-IPACCESSLOGS:list stan1 denied 10.1.1.15 1 packet
00:10:11:%SEC-6-IPACCESSLOGS:list stan1 permitted 0.0.0.0 1 packet

次に、名前付き拡張アクセス リスト ext1 によって、任意の送信元から 10.1.1.0 0.0.0.255 への ICMP
パケットを許可し、すべての UDP パケットを拒否する例を示します。
Switch(config)# ip access-list extended ext1
Switch(config-ext-nacl)# permit icmp any 10.1.1.0 0.0.0.255 log
Switch(config-ext-nacl)# deny udp any any log
Switch(config-std-nacl)# exit
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config-if)# ip access-group ext1 in

次に、拡張 ACL のログの例を示します。
01:24:23:%SEC-6-IPACCESSLOGDP:list ext1 permitted icmp 10.1.1.15 -> 10.1.1.61 (0/0), 1
packet
01:25:14:%SEC-6-IPACCESSLOGDP:list ext1 permitted icmp 10.1.1.15 -> 10.1.1.61 (0/0), 7
packets
01:26:12:%SEC-6-IPACCESSLOGP:list ext1 denied udp 0.0.0.0(0) -> 255.255.255.255(0), 1 packet
01:31:33:%SEC-6-IPACCESSLOGP:list ext1 denied udp 0.0.0.0(0) -> 255.255.255.255(0), 8 packets

IP ACL のすべてのロギング エントリは %SEC-6-IPACCESSLOG で開始します。エントリの形式
は、一致した ACL やアクセス エントリの種類に応じて若干異なります。
次に、log-input キーワードを指定した場合の出力メッセージの例を示します。
00:04:21:%SEC-6-IPACCESSLOGDP:list inputlog permitted icmp 10.1.1.10 (Vlan1 0001.42ef.a400)
->
10.1.1.61 (0/0), 1 packet

log キーワードを指定した場合、同様のパケットに関するログ メッセージには入力インターフェ
イス情報が含まれません。
00:05:47:%SEC-6-IPACCESSLOGDP:list inputlog permitted icmp 10.1.1.10 -> 10.1.1.61 (0/0), 1
packet

例：ACL のトラブルシューティング
次の ACL マネージャ メッセージが表示されて [chars] がアクセス リスト名である場合は、
ACLMGR-2-NOVMR: Cannot generate hardware representation of access list [chars]

スイッチには、ACL のハードウェア表現を作成するのに使用可能なリソースが不足しています。
このリソースには、ハードウェア メモリおよびラベル スペースが含まれますが、CPU メモリは含
まれません。この問題の原因は、使用可能な論理演算ユニットまたは専用のハードウェア リソー
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スの不足です。論理演算ユニットは、TCP フラグの一致、または TCP、UDP、SCTP ポート番号
での eq 以外（ne、gt、lt、または range）のテストで必要です。
次のいずれかの回避策を使用します。
• ACL 設定を変更して使用するリソースを減らします。
• 他の ACL 名または番号よりも英数字順で先に表示される名前または番号に ACL の名前を変
更します。
専用のハードウェア リソースを識別するには、show platform layer4 acl map 特権 EXEC コマンド
を入力します。スイッチに使用可能なリソースがない場合は、出力に index 0 ～ index 15 が使用で
きないことが示されます。
十分なリソースがない ACL の設定の詳細については、Bug Toolkit の CSCsq63926 を参照してくだ
さい。
たとえば、次の ACL をインターフェイスに適用します。
permit
permit
permit
permit

tcp
tcp
tcp
tcp

source
source
source
source

source-wildcard
source-wildcard
source-wildcard
source-wildcard

destination
destination
destination
destination

destination-wildcard range 5 60
destination-wildcard range 15 160
destination-wildcard range 115 1660
destination-wildcard

なおかつ次のメッセージが表示される場合は次のようにします。
ACLMGR-2-NOVMR: Cannot generate hardware representation of access list [chars]

フラグ関連の演算子は使用できません。この問題を回避するには、
• ip access-list resequence グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用することによっ
て、4 つ目の ACE を 1 つ目の ACE の前に移動させます。
permit
permit
permit
permit

tcp
tcp
tcp
tcp

source
source
source
source

source-wildcard
source-wildcard
source-wildcard
source-wildcard

destination
destination
destination
destination

destination-wildcard
destination-wildcard range 5 60
destination-wildcard range 15 160
destination-wildcard range 115 1660

または
• 他の ACL 名または番号よりも英数字順で先に表示される名前または番号に ACL の名前を変
更します（たとえば、ACL 79 を ACL 1 に変更します）。
これで、ACL 内の 1 つめの ACE をインターフェイスに適用できます。スイッチによって、ACE
が、Opselect インデックス内の利用可能なマッピング ビットに割り当てられ、次に、ハードウェ
ア メモリ内の同じビットを使用するフラグ関連演算子が割り当てられます。
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その他の参考資料

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

IPv4 アクセス コントロール リストのトピック 『Securing the Data Plane Configuration Guide
Library, Cisco IOS XE Release 3SE (Catalyst 3850
Switches)』
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/
security/config_library/xe-3se/3850/
secdata-xe-3se-3850-library.html

エラー メッセージ デコーダ
説明

リンク

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探して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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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

IPv4 アクセス コントロール リストに関する機能情報
リリース

機能情報

Cisco IOS Release 15.0(2)EXCisco IOS Release
15.2(5)E

IPv4 アクセス コントロール リストは、パケッ
ト フィルタリングを実行して、ネットワークを
介して移動するパケットとその場所を制御しま
す。このような制御によって、ネットワーク ト
ラフィックを制限し、ユーザおよびデバイスの
ネットワークに対するアクセスを制限し、トラ
フィックがネットワークから外部に送信される
のを防ぐことで、セキュリティを実現します。
この機能が導入されました。

Cisco IOS 15.2(2)E

アクセス コントロール エントリの非隣接ポー
トに対する名前付き ACL のサポート機能を使
用すると、1 つのアクセス コントロール エント
リで非隣接ポートを指定できるため、複数のエ
ントリが同じ送信元アドレス、宛先アドレス、
およびプロトコルを持ち、ポートのみが異なる
場合に、アクセス コントロール リストで必要
なエントリ数を大幅に減らすことができます。
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リリース

機能情報

Cisco IOS 15.2(2)E

IP アクセス リスト エントリ シーケンス番号機
能により、permit または deny ステートメントに
シーケンス番号を適用したり、名前付き IP ア
クセス リストでそのようなステートメントを順
序変更、追加、削除することができます。この
機能により、IP アクセス リストを簡単に変更
できるようになります。この機能が実装される
前は、アクセス リストの最後にエントリを追加
することしかできませんでした。そのため、末
尾以外の任意の場所にステートメントを追加す
る必要があるときは、アクセス リスト全体を再
設定する必要がありました。
次のコマンドが導入または変更されました。
deny (IP)、ip access-list resequence deny (IP)、
permit (IP)

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
1064

第

42

章

IPv6 アクセス コントロール リスト
アクセス リストによって、デバイス インターフェイスでブロックされるトラフィックおよび転
送されるトラフィックが決定され、送信元アドレスと宛先アドレスに基づくトラフィックのフィ
ルタリング、および特定のインターフェイスへの着信および発信トラフィックのフィルタリング
を行うことができます。標準の IPv6 ACL 機能が拡張されて、IPv6 オプション ヘッダー、および
任意でより細かい制御を行うための上位層プロトコル タイプ情報に基づくトラフィック フィル
タリングがサポートされています。標準の IPv6 ACL 機能が拡張されて、IPv6 オプション ヘッ
ダー、および任意でより細かい制御を行うための上位層プロトコル タイプ情報に基づくトラ
フィック フィルタリングがサポートされています。
このモジュールは、仮想端末回線へのアクセスを制御する IPv6 トラフィック フィルタリングの
設定方法について説明します。
• 機能情報の確認, 1065 ページ
• IPv6 ACL の制限, 1066 ページ
• IPv6 ACL の設定に関する情報, 1067 ページ
• IPv6 ACL の設定方法, 1069 ページ
• IPv6 ACL の設定例, 1079 ページ
• その他の参考資料, 1080 ページ
• IPv6 アクセス コントロール リストに関する機能情報, 1082 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
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プラットフォームのサポートおよびシスコ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 からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

IPv6 ACL の制限
IPv4 では、番号制の標準 IP ACL および拡張 IP ACL、名前付き IP ACL、および MAC ACL を設定
できます。IPv6 がサポートするのは名前付き ACL だけです。
スイッチは Cisco IOS がサポートする IPv6 ACL の大部分をサポートしますが、一部例外もありま
す。
• スイッチは、flowlabel、routing header、および undetermined-transport というキーワードの
照合をサポートしません。
• スイッチは再起 ACL（reflect キーワード）をサポートしません。
• このリリースが IPv6 用にサポートしているのは、ポート ACL およびルータ ACL だけです。
VLAN ACL（VLAN マップ）はサポートしていません。
• スイッチは IPv6 フレームに MAC ベース ACL を適用しません。
• レイヤ 2 EtherChannel に IPv6 ポート ACL を適用できません。
• ACL を設定する場合、ACL に入力されるキーワードには、それがプラットフォームでサポー
トされるかどうかにかかわらず、制限事項はありません。ハードウェア転送が必要なイン
ターフェイス（物理ポートまたは SVI）に ACL を適用する場合、スイッチはインターフェイ
スで ACL がサポートされるかどうか判別します。サポートされない場合、ACL の付加は拒
否されます。
• インターフェイスに適用される ACL に、サポートされないキーワードを持つアクセス コン
トロール エントリ（ACE）を追加しようとする場合、スイッチは現在インターフェイスに適
用されている ACL に ACE が追加されるのを許可しません。
スイッチの IPv6 ACL には、次の特性があります。
• IPv6 ACL では、IPv4 と同じ統計情報がサポートされます。
• スイッチのハードウェア スペースがなくなった場合、ACL に関連付けられたパケットはイ
ンターフェイスでドロップされます。
• ホップバイホップ オプションがあるルーテッド パケットまたはブリッジド パケットには、
ソフトウェアで適用される IPv6 ACL が設定されます。
• スイッチは、プレフィックス長の最大範囲の IPv6 アドレス一致をサポートしません。
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IPv6 ACL の設定に関する情報
IP バージョン 6（IPv6）アクセス コントロール リスト（ACL）を作成し、それをインターフェイ
スに適用することによって、IPv6 トラフィックをフィルタリングできます。これは、IP バージョ
ン 4（IPv4）の名前付き ACL を作成し、適用する方法と同じです。

ACL の概要
パケットフィルタリングは、ネットワークトラフィックを限定し、特定のユーザまたはデバイス
によるネットワークの使用を制限するうえで役立ちます。ACL はルータまたはスイッチを通過す
るトラフィックをフィルタリングし、特定のインターフェイスまたは VLAN（仮想 LAN）でパ
ケットを許可、または拒否します。ACL は、パケットに適用される許可条件および拒否条件の順
序付けられた集まりです。パケットがインターフェイスに着信すると、スイッチはパケット内の
フィールドを適用される ACL と比較し、アクセス リストに指定された基準に基づいて、パケッ
トが転送に必要な権限を持っているかどうかを確認します。アクセス リスト内の条件を 1 つずつ
調べ、パケットをテストします。最初に一致した条件によって、スイッチがパケットを受け入れ
るか拒否するかが決定されます。スイッチは最初に一致した時点でテストを中止するので、リス
トに条件を指定する順序が重要です。一致する条件がない場合、スイッチはパケットを拒否しま
す。スイッチは、制限条件がない場合はパケットを転送し、制限条件がある場合はパケットをド
ロップします。スイッチは、VLAN 内でブリッジングされるパケットを含めて、転送されるすべ
てのパケットに ACL を使用します。
ネットワークに基本的なセキュリティを導入する場合は、ルータまたはレイヤ 3 スイッチにアク
セス リストを設定します。ACLを設定しなければ、スイッチを通過するすべてのパケットがネッ
トワークのあらゆる部分で許可される可能性があります。ACL を使用すると、ネットワークの場
所ごとにアクセス可能なホストを制御したり、ルータ インターフェイスで転送またはブロックさ
れるトラフィックの種類を決定したりできます。たとえば、電子メール トラフィックの転送を許
可し、Telnet トラフィックの転送を拒否することもできます。ACL を着信トラフィック、発信ト
ラフィック、またはその両方をブロックするように設定することもできます。

IPv6 ACL の概要
IP Version 6（IPv6）アクセス コントロール リスト（ACL）を作成し、それをインターフェイスに
適用することによって、IPv6 トラフィックをフィルタリングできます。これは、IP Version 4（IPv4）
の名前付き ACL を作成し、適用する方法と同じです。
スイッチは、IPv6 トラフィックの Virtual LAN（VLAN）ACL（VLAN マップ）をサポートしませ
ん。
1 つのインターフェイスに、IPv4 ACL および IPv6 ACL の両方を適用できます。

他の機能およびスイッチとの相互作用
• ブリッジド フレームがポート ACL によってドロップされる場合、このフレームはブリッジ
ングされません。
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• IPv4 ACL および IPv6 ACL の両方を 1 つのスイッチまたはスイッチ スタックに作成したり、
同一インターフェイスに適用できます。各 ACL には一意の名前が必要です。設定済みの名
前を使用しようとすると、エラー メッセージが表示されます。
IPv4 ACL と IPv6 ACL の作成、および同一のレイヤ 2 インターフェイスまたはレイヤ 3 イン
ターフェイスへの IPv4 ACL または IPv6 ACL の適用には、異なるコマンドを使用します。
ACL を付加するのに誤ったコマンドを使用すると（例えば、IPv6 ACL の付加に IPv4 コマン
ドを使用するなど）、エラー メッセージが表示されます。
• MAC ACL を使用して、IPv6 フレームをフィルタリングできません。MAC ACL は非 IP フ
レームだけをフィルタリングできます。
• ハードウェア メモリに空きがない場合、パケットはインターフェイスでドロップされ、アン
ロードのエラー メッセージが記録されます。

IPv6 ACL のデフォルト設定
デフォルトの IPv6 ACL 設定は次のとおりです。
Switch# show access-lists preauth_ipv6_acl
IPv6 access list preauth_ipv6_acl (per-user)
permit udp any any eq domain sequence 10
permit tcp any any eq domain sequence 20
permit icmp any any nd-ns sequence 30
permit icmp any any nd-na sequence 40
permit icmp any any router-solicitation sequence 50
permit icmp any any router-advertisement sequence 60
permit icmp any any redirect sequence 70
permit udp any eq 547 any eq 546 sequence 80
permit udp any eq 546 any eq 547 sequence 90
deny ipv6 any any sequence 100

サポートされる ACL 機能
スイッチの IPv6 ACL には、次の特性があります。
• 分割フレーム（IPv4 では fragments キーワード）がサポートされます。
• IPv6 ACL では、IPv4 と同じ統計情報がサポートされます。
• スイッチの Ternary CAM（TCAM）スペースが不足している場合、ACL ラベルに対応付けら
れたパケットは CPU に転送され、ACL はソフトウェアで適用されます。
• ホップバイホップ オプションがあるルーテッド パケットまたはブリッジド パケットには、
ソフトウェアで適用される IPv6 ACL が設定されます。

IPv6 ポートベースのアクセス コントロール リスト サポート
IPv6 PACL 機能は、IPv6 トラフィック用のレイヤ 2 スイッチ ポートでアクセス コントロール（許
可または拒否）を提供する機能を備えています。IPv6 PACL は、IPv4 トラフィック用の レイヤ 2
スイッチ ポートでアクセス コントロールを提供する IPv4 PACL と似ています。これらは、入力方
向とハードウェアだけでサポートされます。
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PACL は、レイヤ 3 およびレイヤ 4 のヘッダー情報または IP 以外のレイヤ 2 情報に基づいて、レ
イヤ 2 インターフェイスの入力トラフィックをフィルタリングできます。

ACL およびトラフィック転送
ホップ バイ ホップ フィルタリングに対応するための IPv6 ACL の拡張機能により、ホップ バイ
ホップ拡張ヘッダーを含む可能性がある IPv6 トラフィックを制御することができます。アクセス
コントロール リスト（ACL）を設定して、すべてのホップ バイ ホップ トラフィックを拒否する
か、またはプロトコルに基づいて選択的にトラフィックを許可することができます。
IPv6 アクセス コントロール リスト（ACL）は、デバイス インターフェイスでブロックされるト
ラフィックと転送されるトラフィックを決定します。ACL を使用すると、特定のインターフェイ
スへの着信および発信を、送信元アドレスと宛先アドレスに基づいてフィルタリングできます。
ipv6 access-list コマンドを使用して、IPv6 ACL を定義し、deny および permit コマンドを使用し
てその条件を構成します。
ホップ バイ ホップ フィルタリングに対応するための IPv6 ACL の拡張機能は、上位層プロトコル
タイプでのトラフィック フィルタリングをサポートするために RFC 2460 を実装します。

IPv6 ACL の設定方法
IPv6 ACL の設定
IPv6 トラフィックをフィルタリングする場合は、次の手順を実行します。
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手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. {ipv6 access-list list-name
4. {deny | permit} protocol {source-ipv6-prefix/|prefix-length|any| host source-ipv6-address} [ operator [
port-number ]] { destination-ipv6-prefix/ prefix-length | any | host destination-ipv6-address} [operator
[port-number]][dscp value] [fragments] [log] [log-input] [routing] [sequence value] [time-range name]
5. {deny | permit} tcp {source-ipv6-prefix/prefix-length | any | host source-ipv6-address} [operator
[port-number]] {destination-ipv6- prefix/prefix-length | any | host destination-ipv6-address} [operator
[port-number]] [ack] [dscp value] [established] [fin] [log] [log-input] [neq {port | protocol}] [psh]
[range {port | protocol}] [rst] [routing] [sequence value] [syn] [time-range name] [urg]
6. {deny | permit} udp {source-ipv6-prefix/prefix-length | any | host source-ipv6-address} [operator
[port-number]] {destination-ipv6-prefix/prefix-length | any | host destination-ipv6-address} [operator
[port-number]] [dscp value] [log] [log-input] [neq {port | protocol}] [range {port | protocol}] [routing]
[sequence value] [time-range name]]
7. {deny | permit} icmp {source-ipv6-prefix/prefix-length | any | host source-ipv6-address} [operator
[port-number]] {destination-ipv6-prefix/prefix-length | any | host destination-ipv6-address} [operator
[port-number]] [icmp-type [icmp-code] | icmp-message] [dscp value] [log] [log-input] [routing] [sequence
value] [time-range name]
8. end
9. show ipv6 access-list
10. show running-config
11. 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。パスワードを入力します
（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステッ
プ2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステッ
プ3

{ipv6 access-list list-name

IPv6 ACL 名を定義し、IPv6 アクセス リスト コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

例：
Switch(config)# ipv6 access-list
example_acl_list
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コマンドまたはアクション
ステッ
プ4

目的

{deny | permit} protocol
条件が一致した場合にパケットを拒否する場合は deny、許可する場
{source-ipv6-prefix/|prefix-length|any| 合は permit を指定します。次に、条件について説明します。
host source-ipv6-address} [ operator [
• protocol には、インターネット プロトコルの名前または番号を
port-number ]] { destination-ipv6-prefix/
prefix-length | any | host
入力します。ahp、esp、icmp、ipv6、pcp、stcp、tcp、udp、ま
destination-ipv6-address} [operator
たは IPv6 プロトコル番号を表す 0 ～ 255 の整数を使用できま
[port-number]][dscp value] [fragments]
す。
[log] [log-input] [routing] [sequence
• source-ipv6-prefix/prefix-length または destination-ipv6-prefix/
value] [time-range name]
prefix-length は、拒否条件または許可条件を設定する送信元また
は宛先 IPv6 ネットワークあるいはネットワーク クラスで、コロ
ン区切りの 16 ビット値を使用した 16 進形式で指定します（RFC
2373 を参照）。
• IPv6 プレフィックス ::/0 の短縮形として、any を入力します。
• host source-ipv6-address または destination-ipv6-address には、拒
否条件または許可条件を設定する送信元または宛先 IPv6 ホスト
アドレスを入力します。アドレスはコロン区切りの 16 ビット値
を使用した 16 進形式で指定します。
• （任意）operator には、指定のプロトコルの送信元ポートまたは
宛先ポートを比較するオペランドを指定します。オペランドに
は、lt（より小さい）、gt（より大きい）、eq（等しい）、neq
（等しくない）、range（包含範囲）があります。
source-ipv6-prefix/prefix-length 引数のあとの operator は、送信元
ポートに一致する必要があります。destination-ipv6prefix/prefix-length 引数のあとの operator は、宛先ポートに一致
する必要があります。
• （任意）port-number は、0 ～ 65535 の 10 進数または TCP ある
いは UDP ポートの名前です。TCP ポート名を使用できるのは、
TCP のフィルタリング時だけです。UDP ポート名を使用できる
のは、UDP のフィルタリング時だけです。
• （任意）dscp value を入力して、各 IPv6 パケット ヘッダーの
Traffic Class フィールド内のトラフィック クラス値と DiffServ
コード ポイント値を照合します。指定できる範囲は 0 ～ 63 で
す。
• （任意）fragments を入力して、先頭ではないフラグメントを確
認します。このキーワードが表示されるのは、プロトコルがipv6
の場合だけです。
• （任意）log を指定すると、エントリと一致するパケットに関す
るログ メッセージがコンソールに送信されます。log-input を指
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コマンドまたはアクション

目的
定すると、ログ エントリに入力インターフェイスが追加されま
す。ロギングはルータ ACL でだけサポートされます。
• （任意）routing を入力して、IPv6 パケットのルーティングを指
定します。
• （任意）sequence value を入力して、アクセス リスト ステート
メントのシーケンス番号を指定します。指定できる範囲は 1 ～
4,294,967,295 です。
• （任意）time-range name を入力して、拒否または許可ステート
メントに適用される時間の範囲を指定します。

ステッ
プ5

{deny | permit} tcp
{source-ipv6-prefix/prefix-length | any |
host source-ipv6-address} [operator
[port-number]] {destination-ipv6prefix/prefix-length | any | host
destination-ipv6-address} [operator
[port-number]] [ack] [dscp value]
[established] [fin] [log] [log-input] [neq
{port | protocol}] [psh] [range {port |
protocol}] [rst] [routing] [sequence
value] [syn] [time-range name] [urg]

（任意）TCP アクセス リストおよびアクセス条件を定義します。
TCP の場合は tcp を入力します。パラメータはステップ 3a で説明さ
れているパラメータと同じですが、次に示すオプションのパラメー
タが追加されています。
• ack：確認応答（ACK）ビット セット
• established：確立された接続。TCP データグラムに ACK または
RST ビットが設定されている場合、照合が行われます。
• fin：終了ビット セット。送信元からのデータはそれ以上ありま
せん。
• neq {port | protocol}：所定のポート番号上にないパケットだけを
照合します。
• psh：プッシュ機能ビット セット
• range {port | protocol}：ポート番号の範囲内のパケットだけを照
合します。
• rst：リセット ビット セット
• syn：同期ビット セット
• urg：緊急ポインタ ビット セット

ステッ
プ6

{deny | permit} udp
{source-ipv6-prefix/prefix-length | any |
host source-ipv6-address} [operator
[port-number]]
{destination-ipv6-prefix/prefix-length |
any | host destination-ipv6-address}
[operator [port-number]] [dscp value]
[log] [log-input] [neq {port | protocol}]

（任意）UDP アクセス リストおよびアクセス条件を定義します。
ユーザ データグラム プロトコルの場合は、udp を入力します。UDP
パラメータは TCP に関して説明されているパラメータと同じです。
ただし、[operator [port]] のポート番号またはポート名は、UDP ポー
トの番号または名前でなければなりません。UDP の場合、established
パラメータは無効です。
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コマンドまたはアクション

目的

[range {port | protocol}] [routing]
[sequence value] [time-range name]]
ステッ
プ7

{deny | permit} icmp
{source-ipv6-prefix/prefix-length | any |
host source-ipv6-address} [operator
[port-number]]
{destination-ipv6-prefix/prefix-length |
any | host destination-ipv6-address}
[operator [port-number]] [icmp-type
[icmp-code] | icmp-message] [dscp value]
[log] [log-input] [routing] [sequence
value] [time-range name]

（任意）ICMP アクセス リストおよびアクセス条件を定義します。
インターネット制御メッセージ プロトコルの場合は、icmp を入力し
ます。ICMP パラメータはステップ 1 の IP プロトコルの説明にある
パラメータとほとんど同じですが、ICMP メッセージ タイプおよび
コード パラメータが追加されています。オプションのキーワードの
意味は次のとおりです。
• icmp-type：ICMP メッセージ タイプでフィルタリングする場合
に入力します。指定できる値の範囲は、0 ～ 255 です。
• icmp-code：ICMP パケットを ICMP メッセージ コード タイプで
フィルタリングする場合に入力します。指定できる値の範囲は、
0 ～ 255 です。
• icmp-message：ICMP パケットを ICMP メッセージ タイプ名また
は ICMP メッセージ タイプとコード名でフィルタリングする場
合に入力します。ICMP メッセージのタイプ名およびコード名の
リストについては、? キーを使用するか、またはこのリリースの
コマンド リファレンスを参照してください。

ステッ
プ8

end

特権 EXEC モードに戻ります。

ステッ
プ9

show ipv6 access-list

アクセス リストの設定を確認します。

ステッ
プ 10

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステッ
プ 11

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

次の作業
インターフェイスに IPv6 ACL をアタッチします。
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インターフェイスへの IPv6 ACL の付加
レイヤ 3 インターフェイスで発信または着信トラフィックに、あるいはレイヤ 2 インターフェイ
スで着信トラフィックに ACL を適用できます。レイヤ 3 インターフェイスで着信トラフィックに
だけ ACL を適用できます。
インターフェイスへのアクセスを制御するには、次の手順を実行します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. interface interface-id
4. no switchport
5. ipv6 address ipv6-address
6. ipv6traffic-filter access-list-name {in | out}
7. end
8. show running-config
9. 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。パスワードを入力
します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id

アクセス リストを適用するレイヤ 2 インターフェイス（ポー
ト ACL 用）またはレイヤ 3 インターフェイス（ルータ ACL
用）を特定して、インターフェイス コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

ステップ 4

no switchport

ルータ ACL を適用する場合は、これによってインターフェ
イスがレイヤ 2 モード（デフォルト）からレイヤ 3 モードに
変化します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 5

ipv6 address ipv6-address

レイヤ 3 インターフェイス（ルータ ACL 用）で IPv6 アドレ
スを設定します。

ステップ 6

ipv6traffic-filter access-list-name {in インターフェイスの着信トラフィックまたは発信トラフィッ
| out}
クにアクセス リストを適用します。
out キーワードはレイヤ 2 インターフェイス（ポー
ト ACL）ではサポートされません。
特権 EXEC モードに戻ります。
（注）

ステップ 7

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 8

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 9

copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存し
ます。
例：
Switch# copy running-config
startup-config

IPv6 ACL のモニタリング
次の表に示された 1 つまたは複数の特権 EXEC コマンドを使用して、設定済みのすべてのアクセ
ス リスト、すべての IPv6 アクセス リスト、または特定のアクセス リストに関する情報を表示で
きます。
コマンド

目的

show access-lists

スイッチに設定されたすべてのアクセス リスト
を表示します。

show ipv6 access-list [access-list-name]

設定済みのすべての IPv6 アクセス リストまた
は名前で指定されたアクセス リストを表示しま
す。
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次に、show access-lists 特権 EXEC コマンドの出力例を示します。出力には、スイッチまたはス
イッチ スタックに設定済みのすべてのアクセス リストが表示されます。
Switch # show access-lists
Extended IP access list hello
10 permit ip any any
IPv6 access list ipv6
permit ipv6 any any sequence 10

次に、show ipv6 access-lists 特権 EXEC コマンドの出力例を示します。出力には、スイッチまたは
スイッチ スタックに設定済みの IPv6 アクセス リストだけが表示されます。
Switch# show ipv6 access-list
IPv6 access list inbound
permit tcp any any eq bgp (8 matches) sequence 10
permit tcp any any eq telnet (15 matches) sequence 20
permit udp any any sequence 30
IPv6 access list outbound
deny udp any any sequence 10
deny tcp any any eq telnet sequence 20

インターフェイスでの PACL モードの設定および IPv6 PACL の適用
はじめる前に
IPv6 PACL 機能を設定する前に、IPv6 アクセス リストを設定する必要があります。IPv6 アクセス
リストを設定した後、指定された IPv6 レイヤ 2 インターフェイスでポートベース アクセス コン
トロール リスト（PACL）モードを設定する必要があります。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. ipv6 access-list access-list-name
4. exit
5. interface type number
6. ipv6traffic-filter access-list-name {in | out}
7. 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。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> 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：
Device# 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

ipv6 access-list access-list-name

IPv6 ACL を定義し、IPv6 アクセス リスト コンフィギュ
レーション モードを開始します。

例：
Device(config)# ipv6 access-list
list1

ステップ 4

IPv6 アクセス リスト コンフィギュレーション モードを終
了し、グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

exit
例：
Device(config-ipv6-acl)# exit

ステップ 5

interface type number

インターフェイスのタイプと番号を指定し、インターフェ
イス コンフィギュレーション モードを開始します。

例：

ステップ 6

ipv6traffic-filter access-list-name {in |
out}

インターフェイス上の着信および発信 IPv6 トラフィック
をフィルタリングします。

例：
Device(config-if)# ipv6
traffic-filter list1 in

ステップ 7

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、特権 EXEC モードを開始します。

end
例：
Device(config-if)# end
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ホップ バイ ホップ フィルタリングに対応するための IPv6 ACL の拡張の設定
手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. ipv6access-list access-list-name
4. permit protocol {source-ipv6-prefix/prefix-length | any | host source-ipv6-address | auth} [operator
[port-number]] {destination-ipv6-prefix/prefix-length | any | host destination-ipv6-address | auth} [operator
[port-number]] [dest-option-type [header-number | header-type]] [dscp value] [flow-label value]
[fragments] [hbh] [log] [log-input] [mobility] [mobility-type [mh-number | mh-type]] [reflect name
[timeout value]] [routing] [routing-type routing-number] [sequence value] [time-range name]
5. deny protocol {source-ipv6-prefix/prefix-length | any |host source-ipv6-address | auth} [operator
[port-number]] {destination-ipv6-prefix/prefix-length | any |host destination-ipv6-address | auth} [operator
[port-number]] [dest-option-type [header-number | header-type]] [dscp value] [flow-label value]
[fragments] [hbh] [log] [log-input] [mobility] [mobility-type [mh-number | mh-type]] [routing]
[routing-type routing-number] [sequence value] [time-range name] [undetermined-transport]
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。

例：
Device> enable

• パスワードを入力します（要求
された場合）。

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：
Device# configure terminal

ステップ 3

ipv6access-list access-list-name
例：

IPv6 ACL を定義し、IPv6 アクセス リ
スト コンフィギュレーション モード
を開始します。

Device(config)# ipv6 access-list hbh-acl

ステップ 4

permit protocol {source-ipv6-prefix/prefix-length | any | host
IPv6 ACL の許可条件を設定します。
source-ipv6-address | auth} [operator [port-number]]
{destination-ipv6-prefix/prefix-length | any | host
destination-ipv6-address | auth} [operator [port-number]]
[dest-option-type [header-number | header-type]] [dscp value]
[flow-label value] [fragments] [hbh] [log] [log-input] [mobility]
[mobility-type [mh-number | mh-type]] [reflect name [timeout value]]
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コマンドまたはアクション

目的

[routing] [routing-type routing-number] [sequence value] [time-range
name]
例：
Device(config-ipv6-acl)# permit icmp any any dest-option-type

ステップ 5

deny protocol {source-ipv6-prefix/prefix-length | any |host
source-ipv6-address | auth} [operator [port-number]]
{destination-ipv6-prefix/prefix-length | any |host
destination-ipv6-address | auth} [operator [port-number]]
[dest-option-type [header-number | header-type]] [dscp value]
[flow-label value] [fragments] [hbh] [log] [log-input] [mobility]
[mobility-type [mh-number | mh-type]] [routing] [routing-type
routing-number] [sequence value] [time-range name]
[undetermined-transport]

IPv6 ACL の拒否条件を設定します。

例：
Device(config-ipv6-acl)# deny icmp any any dest-option-type

ステップ 6

特権 EXEC コンフィギュレーション
モードに戻ります。

end
例：
Device (config-ipv6-acl)# end

IPv6 ACL の設定例
例：IPv6 ACL の設定
次に、CISCO と名前が付けられた IPv6 アクセス リストを設定する例を示します。リスト内の最
初の拒否エントリは、宛先 TCP ポート番号が 5000 より大きいパケットをすべて拒否します。2 番
めの拒否エントリは、送信元 UDP ポート番号が 5000 未満のパケットを拒否します。また、この
2 番めの拒否エントリは、すべての一致をコンソールに表示します。リスト内の最初の許可エン
トリは、すべての ICMP パケットを許可します。リスト内の 2 番めの許可エントリは、その他の
すべてのトラフィックを許可します。暗黙の全否定の条件が各 IPv6 アクセス リストの末尾にある
ため、2 番めの許可エントリは必要です。
Switch(config)# ipv6 access-list CISCO
Switch(config-ipv6-acl)# deny tcp any any gt 5000
Switch config-ipv6-acl)# deny ::/0 lt 5000 ::/0 log
Switch(config-ipv6-acl)# permit icmp any any
Switch(config-ipv6-acl)# permit any any
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その他の参考資料

例：インターフェイスでの PACL モードの設定および IPv6 PACL の適用
Device# configure terminal
Device(config)# ipv6 access-list list1
Device(config-ipv6-acl)# exit
Device(config-if)# ipv6 traffic-filter list1 in

例：ホップ バイ ホップ フィルタリングに対応するための IPv6 ACL の拡張
Device(config)# ipv6 access-list hbh_acl
Device(config-ipv6-acl)# permit tcp any any hbh
Device(config-ipv6-acl)# permit tcp any any
Device(config-ipv6-acl)# permit udp any any
Device(config-ipv6-acl)# permit udp any any hbh
Device(config-ipv6-acl)# permit hbh any any
Device(config-ipv6-acl)# permit any any
Device(config-ipv6-acl)# hardware statistics
Device(config-ipv6-acl)# exit
! Assign an IP address and add the ACL on the interface.
Device(config)# interface FastEthernet3/1
Device(config-if)# ipv6 address 1001::1/64
Device(config-if)# ipv6 traffic-filter hbh_acl in
Device(config-if)# exit
Device(config)# exit
Device# clear counters
Clear "show interface" counters on all interfaces [confirm]
Device#
! Verify the configurations.
Device# show running-config interface FastEthernet3/1
Building configuration...
Current configuration : 114 bytes
!
interface FastEthernet3/1
no switchport
ipv6 address 1001::1/64
ipv6 traffic-filter hbh_acl
end

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

IPv6 セキュリティ設定のトピック

『IPv6 Configuration Guide, Cisco IOS XE Release
3SE (Catalyst 3850 Switches)』
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipv6/
config_library/xe-3se/3850/
ipv6-xe-3se-3850-library.html
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その他の参考資料

関連項目

マニュアル タイトル

IPv6 コマンド リファレンス

『IPv6 Command Reference, Cisco IOS XE Release
3SE (Catalyst 3850 Switches)』
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipv6/
command/ipv6-xe-3se-3850-cr-book.html

エラー メッセージ デコーダ
説明

リンク

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探して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

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。
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IPv6 アクセス コントロール リストに関する機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト
ウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだけを
示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リリースでも
サポートされます。
プラットフォームのサポートおよびシスコ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 にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
表 90：IPv6 アクセス コントロール リストに関する機能情報

機能名

リリース

機能情報

ホップバイホップ フィルタリ
ング用の IPv6 ACL 拡張

15.1(1)SG

これによって、ホップ バイ
ホップ拡張ヘッダーを含むIPv6
トラフィックを制御できます。
この機能は、CAT3560C
CAT3560CX、CAT3560X、
CAT3750X、CAT4500-X でサ
ポートされていました。
次のコマンドが導入または変更
されました。deny (IPv6)
（IPv6）、permit (IPv6)
（IPv6）

IPv6 PACL サポート

IPv6 PACL 機能は、ポートベー
スのインターフェイス、レイヤ
3（L3）サブネット、無線また
有線のクライアント、VLAN の
間、または VLAN 内の、トラ
フィックの移動を許可または拒
否します。
この機能は、CAT2960、
CAT2960S、CAT3560X、
CAT3650、CAT3560CX、
CAT4500 でサポートされてい
ました。
次のコマンドが導入または変更
されました。ipv6 traffic-filter
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機能名

リリース

機能情報

IPv6 サービス：拡張アクセス
コントロール リスト

12.2(25)SG

標準の IPv6 ACL 機能が拡張さ
れて、IPv6 オプション ヘッ
ダー、および任意でより細かい
制御を行うための上位層プロト
コル タイプ情報に基づくトラ
フィック フィルタリングがサ
ポートされています。

IPv6 サービス：標準アクセス
コントロール リスト

12.2(25)SG

アクセスリストによって、ルー
タ インターフェイスでブロッ
クされるトラフィックおよび転
送されるトラフィックが決定さ
れ、送信元アドレスと宛先アド
レスに基づいて、特定のイン
ターフェイスへの着信と発信を
フィルタリングできます。
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DHCP の設定
• 機能情報の確認, 1085 ページ
• DHCP に関する情報, 1085 ページ
• DHCP 機能の設定方法, 1093 ページ
• DHCP サーバ ポートベースのアドレス割り当ての設定, 1105 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表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シスコ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 からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

DHCP に関する情報
DHCP サーバ
DHCP サーバは、スイッチまたはルータ上の指定されたアドレス プールから DHCP クライアント
に IP アドレスを割り当て、それらのアドレスを管理します。DHCP サーバがそのデータベースか
ら要求された設定パラメータを取得して DHCP クライアントに渡すことができない場合は、ネッ
トワーク管理者が定義した 1 つまたは複数のセカンダリ DHCP サーバに要求を転送します。スイッ
チは、DHCP サーバとして機能できます。
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DHCP リレー エージェント
DHCP リレー エージェントは、クライアントとサーバの間で DHCP パケットを転送するレイヤ 3
デバイスです。リレー エージェントは、同じ物理サブネット上にないクライアントとサーバの間
で要求および応答を転送します。リレー エージェントによる転送は、IP データグラムをネット
ワーク間で透過的に交換するレイヤ 2 での通常の転送とは異なります。リレー エージェントは、
DHCP メッセージを受け取ると、新しい DHCP メッセージを生成して、出力インターフェイス上
で送信します。

DHCP スヌーピング
DHCP スヌーピングは、信頼できない DHCP メッセージのフィルタリングと DHCP スヌーピング
バインディング データベース（DHCP スヌーピング バインディング テーブルとも呼ばれる）の作
成および管理によってネットワーク セキュリティを確保する DHCP セキュリティ機能です。
DHCP スヌーピングは、信頼できないホストと DHCP サーバの間でファイアウォールに似た役割
を果たします。DHCP スヌーピングを使用することにより、エンド ユーザに接続された信頼でき
ないインターフェイスと DHCP サーバまたは別のスイッチに接続された信頼できるインターフェ
イスを区別できます。

（注）

DHCP スヌーピングを正しく機能させるためには、すべての DHCP サーバを信頼できるイン
ターフェイス経由でスイッチに接続する必要があります。
信頼できない DHCP メッセージとは、信頼できないインターフェイス経由で送信されたメッセー
ジのことです。デフォルトでは、スイッチはすべてのインターフェイスを信頼できないものと見
なします。そのため、スイッチはいくつかのインターフェイスを信頼して DHCP スヌーピングを
使用するように設定する必要があります。サービス プロバイダー環境で DHCP スヌーピングを使
用する場合は、カスタマーのスイッチなど、サービスプロバイダーネットワーク内には存在しな
いデバイスから送信されたメッセージが信頼できないメッセージとなります。不明なデバイスか
ら送信されたメッセージは、トラフィック攻撃の原因になりうるため、信頼できません。
DHCP スヌーピング バインディング データベースには、MAC アドレス、IP アドレス、リース期
間、バインディングの種類、VLAN 番号、およびスイッチの信頼できないローカル インターフェ
イスのインターフェイス情報が含まれています。このデータベースには、信頼できるインターフェ
イスに接続されたホストの情報はありません。
サービスプロバイダーネットワークでは、信頼できるインターフェイスとして設定できるものの
例として、同じネットワーク内のデバイスのポートに接続されたインターフェイスがあります。
信頼できないインターフェイスには、ネットワーク内の信頼できないインターフェイスまたはネッ
トワークに属さないデバイスのインターフェイスに接続されたインターフェイスがあります。
スイッチが信頼できないインターフェイスでパケットを受信し、そのインターフェイスが属して
いる VLAN で DHCP スヌーピングがイネーブルに設定されている場合、スイッチは送信元 MAC
アドレスと DHCP クライアントのハードウェア アドレスを比較します。アドレスが一致した場合
（デフォルト）、スイッチはパケットを転送します。アドレスが一致しない場合、スイッチはパ
ケットをドロップします。
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スイッチは、次のいずれかの状況が発生した場合に DHCP パケットをドロップします。
• DHCPOFFER パケット、DHCPACK パケット、DHCPNAK パケット、DHCPLEASEQUERY
パケットなど、DHCP サーバからのパケットがネットワークまたはファイアウォールの外側
から着信した。
• パケットが信頼できないインターフェイスに着信し、送信元 MAC アドレスと DHCP クライ
アントのハードウェア アドレスが一致しない。
• スイッチが DHCPRELEASE または DHCPDECLINE ブロードキャスト メッセージを受信し、
その MAC アドレスは DHCP スヌーピング バインディング データベースに含まれているが、
バインディング データベース内のインターフェイス情報がメッセージを受信したインター
フェイスと一致しない。
• DHCP リレー エージェントが 0.0.0.0 以外のリレー エージェント IP アドレスを含む DHCP パ
ケットを転送し、Option 82 情報が含まれないパケットを信頼できないポートに転送する。
DHCP スヌーピングをサポートする集約スイッチであり、DHCP Option 82 情報を挿入するエッジ
スイッチに接続されているスイッチは、Option 82 情報を含むパケットが信頼できないインター
フェイスに着信した場合、それらのパケットをドロップします。DHCP スヌーピングがイネーブ
ルに設定されている場合に、パケットが信頼できるポートに着信しても、集約スイッチは接続さ
れたデバイスの DHCP スヌーピング バインディングを認識せず、完全な DHCP スヌーピング バ
インディング データベースを作成できません。
集約スイッチを信頼できないインターフェイス経由でエッジ スイッチに接続できる場合、ip dhcp
snooping information option allow-untrusted グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力
すると、集約スイッチはエッジ スイッチによって挿入された Option 82 情報を含むパケットを受
け入れます。集約スイッチは、信頼できないスイッチ インターフェイスを介して接続されたホス
トのバインディングを認識します。集約スイッチで、ダイナミック ARP インスペクションや IP
ソース ガードなど、DHCP セキュリティ機能をイネーブルに設定することもできますが、その場
合でもスイッチは Option 82 情報を含むパケットをホストが接続されている信頼できない入力イン
ターフェイスで受信します。集約スイッチ上のエッジ スイッチとの接続ポートは、信頼できるイ
ンターフェイスとして設定する必要があります。
通常、ワイヤレス クライアントにパケットをブロードキャストするのは望ましくありません。し
たがって、DHCP スヌーピングは、宛先ブロードキャスト MAC アドレス（ffff.ffff.ffff）をサーバ
からワイヤレス クライアントに送信される DHCP パケットのユニキャスト MAC アドレスに置き
換えます。ユニキャスト MAC アドレスは DHCP ペイロードの CHADDR フィールドから取得され
ます。この処理は、DHCP OFFER、DHCP ACK および DHCP NACK メッセージなどのクライアン
ト パケットにサーバ用に適用されます。ip dhcp snooping wireless bootp-broadcast enable は、この
動作を戻すために使用できます。ワイヤレス BOOTP ブロードキャストがイネーブルの場合、サー
バからのブロードキャスト DHCP パケットは、宛先 MAC アドレスを変更せずにワイヤレス クラ
イアントに転送されます。
関連トピック
DHCP スヌーピングおよび Option 82 を設定するための前提条件, （1099 ページ）
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Option 82 データ挿入
住宅地域にあるメトロポリタン イーサネット アクセス環境では、DHCP は多数の加入者に対し、
IP アドレスの割り当てを一元的に管理できます。スイッチで DHCP スヌーピングの Option 82 機
能をイネーブルにすると、加入者装置は MAC アドレスだけでなく、その装置をネットワークに
接続するスイッチ ポートによっても識別されます。サブスクライバ LAN 上の複数のホストをア
クセス スイッチの同じポートに接続できます。これらのホストは一意に識別されます。

（注）

DHCP Option 82 機能は、DHCP スヌーピングがグローバルにイネーブルであり、Option 82 を
使用する加入者装置が割り当てられた VLAN でイネーブルである場合に限りサポートされま
す。
次の図に、一元的な DHCP サーバがアクセス レイヤのスイッチに接続された加入者に IP アドレ
スを割り当てるメトロポリタン イーサネット ネットワークを示します。DHCP クライアントとそ
れらに関連付けられた DHCP サーバは同じ IP ネットワークまたはサブネット内に存在しないた
め、DHCP リレー エージェント（Catalyst スイッチ）にヘルパー アドレスを設定することにより、
ブロードキャスト転送をイネーブルにし、クライアントとサーバ間で DHCP メッセージを転送し
ます。
図 60：メトロポリタン イーサネット ネットワークにおける DHCP リレー エージェント

スイッチで DHCP スヌーピング情報 Option 82 をイネーブルにすると、次のイベントがこの順序で
発生します。
• ホスト（DHCP クライアント）は DHCP 要求を生成し、これをネットワーク上にブロード
キャストします。
• スイッチは、この DHCP 要求を受信すると、パケットに Option 82 情報を追加します。デフォ
ルトでは、リモート ID サブオプションがスイッチの MAC アドレスで、回線 ID サブオプショ
ンはパケットを受信するポート ID（vlan-mod-port）です。リモート ID および回線 ID は設
定できます。
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• リレー エージェントの IP アドレスが設定されている場合、スイッチはこの IP アドレスを
DHCP パケットに追加します。
• スイッチは、オプション 82 フィールドを含む DHCP 要求を DHCP サーバに転送します。
• DHCP サーバはこのパケットを受信します。Option 82 に対応しているサーバであれば、リ
モート ID と回線 ID のいずれか一方または両方を使用して、IP アドレスを割り当てたり、1
つのリモート ID または回線 ID に割り当てることができる IP アドレスの数を制限するよう
なポリシーを実装したりできます。次に DHCP サーバは、DHCP 応答内にオプション 82
フィールドをエコーします。
• スイッチによって要求がサーバにリレーされた場合、DHCP サーバは応答をスイッチにユニ
キャストします。スイッチは、リモート ID フィールドと、場合によっては回線 ID フィール
ドを調べ、Option 82 データが挿入済みであることを確認します。スイッチは Option 82 フィー
ルドを削除してから、DHCP 要求を送信した DHCP クライアントに接続するスイッチ ポート
にパケットを転送します。
デフォルトのサブオプション設定では、前述のイベントのシーケンスが発生すると、次のフィー
ルドの値は変化しません（図「サブオプションのパケット形式」を参照）。
• 回線 ID サブオプション フィールド
◦ サブオプション タイプ
◦ サブオプション タイプの長さ
◦ 回線 ID タイプ
◦ 回線 ID タイプの長さ
• リモート ID サブオプション フィールド
◦ サブオプション タイプ
◦ サブオプション タイプの長さ
◦ リモート ID タイプ
◦ リモート ID タイプの長さ
回線 ID サブオプションのポート フィールドでは、ポート番号が 3 から始まります。たとえば、
24 個の 10/100/1000 ポートおよび 4 つの Small Form-Factor Pluggable（SFP）モジュール スロット
を搭載するスイッチでは、ポート 3 がギガビット イーサネット 1/0/1 ポート、ポート 4 がギガビッ
ト イーサネット 1/0/2 ポートとなり、以降同様に続きます。ポート 27 は SFP モジュール スロッ
トのギガビット イーサネット 1/0/25 となり、以降同様に続きます。
図「サブオプションのパケット形式」に、デフォルトのサブオプション設定が使用されている場
合のリモート ID サブオプションおよび回線 ID サブオプションのパケット形式を示します。回線
ID サブオプションでは、モジュール番号は、スタックにあるスイッチ番号に対応します。スイッ
チがこれらのパケット形式を使用するのは、DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにし、
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ip dhcp snooping information option グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力した場合で
す。
図 61：サブオプションのパケット形式

図「ユーザ設定のサブオプションのパケット形式」は、ユーザ設定のリモート ID サブオプショ
ン、および回線 ID サブオプションのパケット形式を示しています。スイッチでは、DHCP スヌー
ピングをグローバルにイネーブルにし、ip dhcp snooping information option format remote-id グ
ローバル コンフィギュレーション コマンド、および ip dhcp snooping vlan information option
format-type circuit-id string インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力した場合
に、これらのパケット形式が使用されます。
パケットでは、リモート ID および回線 ID サブオプションを次のように設定した場合、これらの
フィールドの値がデフォルト値から変更されます。
• 回線 ID サブオプション フィールド
◦ 回線 ID タイプが 1 である。
◦ 設定した文字列の長さに応じて、長さの値が変化する。
• リモート ID サブオプション フィールド
◦ リモート ID タイプが 1 である。

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
1090

DHCP に関する情報

◦ 設定した文字列の長さに応じて、長さの値が変化する。

図 62：ユーザ設定のサブオプションのパケット形式

Cisco IOS DHCP サーバ データベース
DHCP ベースの自動設定プロセスの間、指定 DHCP サーバは Cisco IOS DHCP サーバ データベー
スを使用します。これには IP アドレス、アドレス バインディング、およびブート ファイルなど
の設定パラメータが含まれます。
アドレス バインディングは、Cisco IOS DHCP サーバ データベース内のホストの IP アドレスおよ
び MAC アドレス間のマッピングです。クライアント IP アドレスを手動で割り当てること、また
は、DHCP サーバが DHCP アドレス プールから IP アドレスを割り当てることが可能です。手動
および自動アドレス バインディングの詳細については、『Cisco IOS IP Configuration Guide, Release
12.4』の「Configuring DHCP」の章を参照してください。
Cisco IOS DHCP サーバ データベースをイネーブルにして設定する手順については、『Cisco IOS
IP Configuration Guide, Release 12.4』の「Configuring DHCP」の章にある「DHCP Configuration Task
List」の項を参照してください。

DHCP スヌーピング バインディング データベース
DHCP スヌーピングをイネーブルにすると、スイッチは信頼できないインターフェイスに関する
情報を DHCP スヌーピング バインディング データベースに保存します。データベースには、64,000
のバインディングを含めることができます。
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各データベース エントリ（バインディング）は、IP アドレス、それに関連付けられた MAC アド
レス、リース期間（16 進形式）、バインディングが適用されるインターフェイス、およびイン
ターフェイスが属する VLAN で構成されます。データベース エージェントは、設定された場所の
ファイルにバインディングを保存します。各エントリの末尾にあるチェックサムは、ファイルの
先頭のバイトを含め、エントリに関連付けられたすべてのバイトを対象として計算されます。各
エントリは、まず 72 バイトのデータがあり、その後に 1 つのスペースとチェックサム値が続きま
す。
スイッチのリロード後もバインディングを保持するには、DHCP スヌーピング データベース エー
ジェントを使用する必要があります。エージェントがディセーブルで、ダイナミック ARP インス
ペクションまたは IP ソース ガードがイネーブルにされ、DHCP スヌーピング バインディング デー
タベースがダイナミックバインディングされている場合、スイッチは接続を切断されます。この
エージェントがディセーブルで、DHCP スヌーピングだけがイネーブルである場合、スイッチの
接続は切断されませんが、DHCP スヌーピングは DHCP スプーフィング攻撃を防止できないこと
があります。
リロードすると、スイッチはバインディング ファイルを読み込み、DHCP スヌーピング バイン
ディング データベースを作成します。スイッチは、データベースに変更が加えられたときにはバ
インディング ファイルを更新します。
スイッチは、新しいバインディングを認識するか、バインディングを失うと、ただちにデータベー
ス内のエントリを更新します。スイッチはバインディング ファイル内のエントリも更新します。
バインディング ファイルの更新頻度は設定可能な遅延時間によって決まり、更新はバッチ処理さ
れます。ファイルが指定された時間内（書き込み遅延および中断タイムアウトの値によって設定
される）に更新されない場合、更新は停止します。
バインディングが含まれるファイルの形式は次のとおりです。
<initial-checksum>
TYPE DHCP-SNOOPING
VERSION 1
BEGIN
<entry-1> <checksum-1>
<entry-2> <checksum-1-2>
...
...
<entry-n> <checksum-1-2-..-n>
END

このファイルの各エントリにはチェックサム値を示すタグが付けられます。スイッチは、ファイ
ルを読み取るときに、このチェックサムを使用してエントリを検証します。最初の行の
initial-checksum エントリは、最新のファイル更新に関連するエントリを以前のファイル更新に関
連するエントリと区別します。
次に、バインディング ファイルの例を示します。
2bb4c2a1
TYPE DHCP-SNOOPING
VERSION 1
BEGIN
192.1.168.1 3 0003.47d8.c91f 2BB6488E Gi1/0/4 21ae5fbb
192.1.168.3 3 0003.44d6.c52f 2BB648EB Gi1/0/4 1bdb223f
192.1.168.2 3 0003.47d9.c8f1 2BB648AB Gi1/0/4 584a38f0
END
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スイッチが起動し、計算されたチェックサム値が保存されているチェックサム値と一致した場合、
スイッチはバインディング ファイルのエントリを読み取り、バインディングを DHCP スヌーピン
グバインディングデータベースに追加します。次のいずれかの状況が発生した場合、スイッチは
エントリを無視します。
• スイッチがエントリを読み取り、計算されたチェックサム値が保存されているチェックサム
値と一致しない。この場合、そのエントリとそれ以降のエントリは無視されます。
• エントリに含まれているリース期間が終了している（スイッチはリース期間の終了時にバイ
ンディング エントリを削除しないことがある）。
• エントリに含まれるインターフェイスが現在はシステムに存在しない。
• インターフェイスがルーテッド インターフェイスまたは DHCP スヌーピングにおける信頼で
きるインターフェイスである。

DHCP 機能の設定方法
DHCP スヌーピングのデフォルト設定
表 91：DHCP のデフォルト設定

機能

デフォルト設定

DHCP サーバ

Cisco IOS ソフトウェアではイネーブル、設定が
必要8

DHCP リレー エージェント

イネーブル9

DHCP パケット転送アドレス

未設定

リレー エージェント情報の確認

イネーブル（無効なメッセージは廃棄）。

DHCP リレー エージェント転送ポリシー

既存のリレー エージェント情報を置換。

DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブル ディセーブル
DHCP スヌーピング情報オプション

イネーブル

パケットを信頼できない入力インターフェイス ディセーブル
で受け取る DHCP スヌーピング オプション10
DHCP スヌーピング レート制限

未設定

DHCP スヌーピング信頼状態

信頼できない
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機能

デフォルト設定

DHCP スヌーピング VLAN

ディセーブル

DHCP スヌーピングの MAC アドレス検証

イネーブル

Cisco IOS DHCP サーバ バインディング データ Cisco IOS ソフトウェアではイネーブル、設定が
ベース
必要。
（注）

スイッチは、DHCP サーバとして設定
されているデバイスからだけ、ネット
ワーク アドレスおよび設定パラメー
タを取得します。

DHCP スヌーピング バインディング データベー Cisco IOS ソフトウェアではイネーブル、設定が
ス エージェント
必要。この機能は宛先が設定されている場合に
限り有効。

8
スイッチは、DHCP サーバとして設定されている場合に限り DHCP 要求に応答します。
9
スイッチは、DHCP サーバの IP アドレスが DHCP クライアントの SVI に設定されている場合に限り DHCP パケットをリレーします。
10
この機能は、スイッチがエッジ スイッチによって Option 82 情報が挿入されたパケットを受信する集約スイッチである場合に使用します。

DHCP スヌーピング設定時の注意事項
• スイッチ ポートが DHCP サーバに接続されている場合は、ip dhcp snooping trustip dhcp snooping
trust interfaceインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力して、ポートを信
頼できるポートとして設定してください。
• スイッチ ポートが DHCP クライアントに接続されている場合は、no ip dhcp snooping trustno
ip dhcp snooping trustインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力して、ポー
トを信頼できないポートとして設定してください。
• show ip dhcp snooping statisticsshow ip dhcp snooping statisticsユーザ EXEC コマンドを入力し
て DHCP スヌーピング統計情報を表示したり、clear ip dhcp snooping statisticsclear ip dhcp
snooping statistics特権 EXEC コマンドを入力してスヌーピング統計情報をクリアしたりでき
るようになりました。

DHCP サーバの設定
スイッチは、DHCP サーバとして機能できます。
スイッチを DHCP サーバとして設定するときの手順については、『Cisco IOS IP Configuration Guide,
Release 12.4』の「IP Addressing and Services」の項の「Configuring DHCP」を参照してください。
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DHCP リレー エージェントの設定
スイッチ上で DHCP リレー エージェントをイネーブルにするには、次の手順を実行します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. service dhcp
4. end
5. show running-config
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。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

service dhcp
例：

スイッチ上で DHCP サーバおよび DHCP リレー エー
ジェントをイネーブルにします。デフォルトでは、
この機能はイネーブルです。

Switch(config)# service dhcp

ステップ 4

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 5

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

copy running-config startup-config

（任意）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：
Switch# copy running-config
startup-config

次の作業
これらの手順については、『Cisco IOS IP Configuration Guide, Release 12.4』の「IP Addressing and
Services」の項の「Configuring DHCP」の項を参照してください。
• リレー エージェント情報のチェック（検証）
• リレー エージェント転送ポリシーの設定

パケット転送アドレスの指定
DHCP サーバおよび DHCP クライアントが異なるネットワークまたはサブネットにある場合、ス
イッチを ip helper-address address インターフェイス コンフィギュレーション コマンドで設定す
る必要があります。一般的なルールは、クライアントに最も近いレイヤ 3 インターフェイス上に
コマンドを設定することです。ip helper-address コマンドで使用されているアドレスは、特定の
DHCP サーバ IP アドレスか、または他の DHCP サーバが宛先ネットワーク セグメントにある場
合はネットワークアドレスにすることができます。ネットワークアドレスを使用することで、ど
の DHCP サーバも要求に応答できるようになります。
パケット転送アドレスを指定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
1096

DHCP 機能の設定方法

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. interface vlan vlan-id
4. ip address ip-address subnet-mask
5. ip helper-address address
6. end
7. 次のいずれかを使用します。
• interface range port-range
• interface interface-id
8. switchport mode access
9. switchport access vlan vlan-id
10. end
11. show running-config
12. 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。パスワードを
入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グ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：
Switch# configure terminal

ステップ 3

interface vlan vlan-id
例：

VLAN ID を入力してスイッチ仮想インターフェイスを作
成し、インターフェイス コンフィギュレーション モード
を開始します。

Switch(config)# interface vlan 1

ステップ 4

ip address ip-address subnet-mask

インターフェイスに IP アドレスおよび IP サブネットを設
定します。

例：
Switch(config-if)# ip address
192.108.1.27 255.255.255.0
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

ip helper-address address

DHCP パケット転送アドレスを指定します。

例：
Switch(config-if)# ip helper-address
172.16.1.2

ヘルパー アドレスは特定の DHCP サーバ アドレスにする
か、他の DHCP サーバが宛先ネットワーク セグメントに
ある場合は、ネットワーク アドレスにすることができま
す。ネットワーク アドレスを使用することで、他のサー
バも DHCP 要求に応答できるようになります。
複数のサーバがある場合、各サーバに 1 つのヘルパー ア
ドレスを設定できます。

ステップ 6

グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

end
例：
Switch(config-if)# end

ステップ 7

次のいずれかを使用します。
• interface range port-range
• interface interface-id

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/2

ステップ 8

switchport mode access

DHCP クライアントに接続されている複数の物理ポートを
設定し、インターフェイス範囲コンフィギュレーション
モードを開始します。
または
DHCP クライアントに接続されている単一の物理ポートを
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。
ポートの VLAN メンバーシップ モードを定義します。

例：
Switch(config-if)# switchport mode
access

ステップ 9

switchport access vlan vlan-id

ステップ 2 で設定したのと同じ VLAN をポートに割り当
てます。

例：
Switch(config-if)# switchport access
vlan 1

ステップ 10

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config-if)# end
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ステップ 11

コマンドまたはアクション

目的

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 12

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存
します。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

DHCP スヌーピングおよび Option 82 を設定するための前提条件
DHCP スヌーピングおよび Option 82 の前提条件は次のとおりです。
• DHCP スヌーピングは、スイッチ上でグローバルにイネーブルにする必要があります。
• スイッチ上で DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにする前に、DHCP サーバや
DHCP リレー エージェントとして機能するデバイスが設定され、イネーブルになっているこ
とを確認してください。
• スイッチを DHCP 要求に応答するようにする場合は、DHCP サーバとして設定する必要があ
ります。
• スイッチで DHCP スヌーピング情報オプションを設定する前に、DHCP サーバとして機能す
るデバイスを設定してください。DHCP サーバが割り当てたり除外したりできる IP アドレス
を指定するか、またはそれらのデバイスの DHCP オプションを設定する必要があります。
• DHCP スヌーピングを正しく機能させるためには、すべての DHCP サーバを信頼できるイン
ターフェイス経由でスイッチに接続する必要があります。サービス プロバイダー ネットワー
クでは、同じネットワーク内のデバイスのポートに接続されたインターフェイスが信頼でき
るインターフェイスとなります。
• DHCP スヌーピングで Cisco IOS DHCP サーバ バインディング データベースを使用するには、
Cisco IOS DHCP サーバ バインディング データベースを使用するようにスイッチを設定する
必要があります。
• 信頼できない入力でパケットを受け入れる DHCP スヌーピング オプションを使用するには、
スイッチがエッジ スイッチから Option 82 情報を含むパケットを受信する集約スイッチであ
る必要があります。
• 次の前提条件が DHCP スヌーピング バインディング データベースの設定に適用されます。
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◦ DHCP スヌーピング用にスイッチを使用するには、DHCP スヌーピング バインディング
データベースで宛先を設定する必要があります。
◦ NVRAM とフラッシュ メモリは、いずれも記憶容量が限られているため、バインディン
グ ファイルを TFTP サーバに保存することを推奨します。
◦ ネットワーク ベースの URL（TFTP や FTP など）については、スイッチがバインディ
ングをその URL のバインディング ファイルに初めて書き込む前に、設定された URL に
空のファイルを作成する必要があります。空のファイルをサーバ上に作成する必要があ
るかどうかについては、TFTP サーバのマニュアルを参照してください。TFTP サーバに
よっては、そのように設定できないことがあります。
◦ データベースに正しいリース期間が記録されるように、ネットワーク タイム プロトコ
ル（NTP）をイネーブルにし、設定することを推奨します。
◦ NTP が設定されている場合、スイッチのシステム クロックが NTP と同期化されたとき
にだけ、スイッチがバインディングの変更内容をバインディング ファイルに書き込みま
す。
• スイッチで DHCP リレー エージェントを設定する前に、DHCP サーバとして機能するデバイ
スを設定してください。DHCP サーバが割り当てたり除外したりできる IP アドレスを指定す
るか、デバイスの DHCP オプションを設定するか、または DHCP データベース エージェン
トをセットアップする必要があります。
• スイッチが DHCP パケットをリレーするようにする場合は、DHCP サーバの IP アドレスは
DHCP クライアントのスイッチ仮想インターフェイス（SVI）に設定する必要があります。
• スイッチ ポートが DHCP サーバに接続されている場合は、ip dhcp snooping trustip dhcp snooping
trust interfaceインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力して、ポートを信
頼できるポートとして設定してください。
• スイッチ ポートが DHCP クライアントに接続されている場合は、no ip dhcp snooping trustno
ip dhcp snooping trustインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力して、ポー
トを信頼できないポートとして設定してください。
関連トピック
DHCP スヌーピング, （1086 ページ）

DHCP スヌーピングおよび Option 82 のイネーブル化
スイッチ上で DHCP スヌーピングをイネーブルにするには、次の手順に従います。
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手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ip dhcp snooping
4. ip dhcp snooping vlan vlan-range
5. ip dhcp snooping information option
6. ip dhcp snooping information option format remote-id [string ASCII-string | hostname]
7. ip dhcp snooping information option allow-untrusted
8. interface interface-id
9. ip dhcp snooping vlan vlaninformation option format-type circuit-id [override] string ASCII-string
10. ip dhcp snooping trust
11. ip dhcp snooping limit rate rate
12. exit
13. ip dhcp snooping verify mac-address
14. end
15. show running-config
16. 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。パスワードを入力しま
す（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

ip dhcp snooping

DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブル化します。

例：
Switch(config)# ip dhcp snooping

ステップ 4

ip dhcp snooping vlan vlan-range
例：
Switch(config)# ip dhcp snooping
vlan 10

VLAN または VLAN 範囲で DHCP スヌーピングをイネーブルにし
ます。指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。VLAN ID 番号によって
特定される単一の VLAN ID、それぞれをカンマで区切った一連の
VLAN ID、ハイフンを間に挿入した VLAN ID の範囲、または先
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コマンドまたはアクション

目的
頭および末尾の VLAN ID で区切られた VLAN ID の範囲を入力す
ることができます。これらはスペースで区切ります。
• VLAN ID 番号によって特定される単一の VLAN ID、それぞ
れをカンマで区切った一連の VLAN ID、ハイフンを間に挿
入した VLAN ID の範囲、または先頭および末尾の VLAN ID
で区切られた VLAN ID の範囲を入力することができます。
これらはスペースで区切ります。

ステップ 5

ip dhcp snooping information option スイッチが、転送された DHCP 要求メッセージにある DHCP リ
レー情報（オプション 82 フィールド）を DHCP サーバに挿入し
例：
たり削除したりできるようにイネーブルにします。これがデフォ
Switch(config)# ip dhcp snooping ルト設定です。
information option

ステップ 6

ip dhcp snooping information option （任意）リモート ID サブオプションを設定します。
format remote-id [string ASCII-string
リモート ID は次のように設定できます。
| hostname]
• 63 文字までの ASCII 文字列（スペースなし）
例：
Switch(config)# ip dhcp snooping
information option format
remote-id string acsiistring2

• スイッチに設定されたホスト名
（注）

ホスト名が 64 文字以上の場合、リモート ID 設定
で 63 文字に切り捨てられます。

デフォルトのリモート ID はスイッチ MAC アドレスです。
ステップ 7

ip dhcp snooping information option （任意）スイッチが、エッジ スイッチに接続された集約スイッチ
allow-untrusted
である場合、エッジ スイッチからのオプション 82 情報付き着信
DHCP スヌーピング パケットを受け入れるようにこのコマンドに
例：
よってスイッチをイネーブルにします。
Switch(config)# ip dhcp snooping
information option allow-untrusted

デフォルト設定では無効になっています。
このコマンドは、信頼できるデバイスに接続された集約
スイッチだけで入力してください。
設定するインターフェイスを指定し、インターフェイス コンフィ
ギュレーション モードを開始します。
（注）

ステップ 8

interface interface-id
例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet2/0/1

ステップ 9

ip dhcp snooping vlan vlaninformation （任意）指定したインターフェイスの回線 ID サブオプションを
option format-type circuit-id
設定します。
[override] string ASCII-string
1 ～ 4094 の範囲の VLAN ID を使用して、VLAN およびポート ID
を指定します。デフォルトの回線 ID はポート ID で、フォーマッ
例：
トは vlan-mod-port です。
Switch(config-if)# ip dhcp
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コマンドまたはアクション

目的

snooping vlan 1 information option
format-type curcuit-id override
string ovrride2

回線 ID は 3 ～ 63 の ASCII 文字列（スペースなし）を設定できま
す。
（任意）override キーワードは、加入者情報を定義するための
TLV 形式に回線 ID サブオプションを挿入したくない場合に使用
します。

ステップ 10

ip dhcp snooping trust
例：
Switch(config-if)# ip dhcp
snooping trust

ステップ 11

ip dhcp snooping limit rate rate
例：
Switch(config-if)# ip dhcp
snooping limit rate 100

ステップ 12

exit

（任意）インターフェイスの信頼性を trusted または untrusted に設
定します。信頼できないクライアントからのメッセージを受信す
るようにインターフェイスを設定するには、no キーワードを使用
します。デフォルト設定は untrusted です。
（任意）インターフェイスが受信できる 1 秒あたりの DHCP パ
ケット数を設定します。指定できる範囲は 1 ～ 2048 です。デフォ
ルトでは、レート制限は設定されません。
信頼できないインターフェイスのレート制限を 1 秒あた
り 100 パケット以下に設定することを推奨します。信頼
できるインターフェイスのレート制限を設定する場合、
DHCP スヌーピングを使った複数の VLAN に割り当て
られたトランク ポートでは、レート制限の値を大きく
することが必要になることがあります。
グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。
（注）

例：
Switch(config-if)# exit

ステップ 13

ip dhcp snooping verify mac-address （任意）信頼できないポートに着信した DHCP パケットの送信元
MAC アドレスがパケットのクライアント ハードウェア アドレス
例：
と一致することを確認するようにスイッチを設定します。デフォ
Switch(config)# ip dhcp snooping ルトでは、送信元 MAC アドレスがパケットのクライアント ハー
verify mac-address
ドウェア アドレスと一致することを確認します。

ステップ 14

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# end

ステップ 15

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config
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ステップ 16

コマンドまたはアクション

目的

copy running-config startup-config

（任意）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：
Switch# copy running-config
startup-config

Cisco IOS DHCP サーバ データベースのイネーブル化
Cisco IOS DHCP サーバ データベースをイネーブルにして設定する手順については、『Cisco IOS
IP Configuration Guide, Release 12.4』の「Configuring DHCP」の章にある「DHCP Configuration Task
List」の項を参照してください。

DHCP スヌーピング情報のモニタリング
表 92：DHCP 情報を表示するためのコマンド

show ip dhcp snooping

スイッチの DHCP スヌーピングの設定を表示します。

show ip dhcp snooping binding DHCP スヌーピング バインディング データベース内の動的に設
定されたバインディングだけを表示します。このようなバイン
ディングは、バインディング テーブルとも呼ばれます。

（注）

show ip dhcp snooping
database

DHCP スヌーピング バインディング データベースのステータス
および統計情報を表示します。

show ip dhcp snooping
statistics

DHCP スヌーピングの統計情報を要約または詳細形式で表示しま
す。

show ip source binding

動的および静的に設定されたバインディングを表示します。

DHCP スヌーピングがイネーブルでインターフェイスがダウン ステートに変更された場合、静
的に設定されたバインディングは削除されません。
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DHCP サーバ ポートベースのアドレス割り当ての設定
DHCP サーバ ポートベースのアドレス割り当ての設定に関する情報
DHCP サーバ ポートベースのアドレス割り当ては、接続されたデバイス クライアントの ID また
はクライアント ハードウェア アドレスに関係なく、DHCP がイーサネット スイッチ ポートで同
じ IP アドレスを維持できるようにする機能です。
ネットワークに導入されたイーサネット スイッチは、直接接続されたデバイスに接続を提供しま
す。工場の作業場など、一部の環境では、あるデバイスで不具合が発生した場合は、それと同時
に、そのネットワークで代わりのデバイスが動作を開始しなければなりません。現在の DHCP 実
装では、この代わりのデバイスに、DHCP が同じ IP アドレスを提供する保証はありません。コン
トロールやモニタリングなどを行うソフトウェアは、各デバイスに関連付けられた IP アドレスが
一定であることを期待しています。デバイスを交換した場合、DHCP クライアントが変更された
場合でも、アドレスの割り当ては一定のままでなければなりません。
DHCP サーバ ポートベースのアドレス割り当て機能が設定されている場合、この機能により、あ
る接続ポートで受信された DHCP メッセージでクライアント ID やクライアント ハードウェア ア
ドレスが変更されたとしても、同じ接続ポートには常に同じ IP アドレスが提供されることが保証
されます。DHCP プロトコルは、DHCP パケットのクライアント ID オプションにより、DHCP ク
ライアントを識別します。クライアント ID オプションを含まないクライアントは、クライアント
ハードウェア アドレスにより識別されます。この機能を設定すると、インターフェイスのポート
名が、クライアント ID またはハードウェア アドレスよりも優先され、実際の接続ポイントであ
るスイッチ ポートがクライアント ID になります。
すべてのケースで、同じポートにイーサネット ケーブルを接続することにより、接続されたデバ
イスに、DHCP 経由で同じ IP アドレスが割り当てられます。
DHCP サーバ ポートベースのアドレス割り当て機能がサポートされているのは、Cisco IOS DHCP
サーバだけです。サードパーティ製のサーバではサポートされていません。

ポートベースのアドレス テーブルのデフォルト設定
デフォルトでは、DHCP サーバ ポートベースのアドレス割り当てはディセーブルにされています。

ポートベースのアドレス割り当て設定時の注意事項
• デフォルトでは、DHCP サーバ ポートベースのアドレス割り当てはディセーブルにされてい
ます。
• DHCP プールから事前に設定された予約への割り当てを制限する（予約されていないアドレ
スはクライアントに提供されず、その他のクライアントはプールによるサービスを受けな
い）ために、reserved-only DHCP プール コンフィギュレーション コマンドを入力すること
ができます。

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーション
ガイド
1105

DHCP サーバ ポートベースのアドレス割り当ての設定

DHCP スヌーピング バインディング データベース エージェントのイネーブル化
スイッチ上で DHCP スヌーピング バインディング データベース エージェントをイネーブルにし、
設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ip dhcp snooping database {flash[number]:/filename | ftp://user:password@host/filename |
http://[[username:password]@]{hostname | host-ip}[/directory] /image-name.tar |
rcp://user@host/filename}| tftp://host/filename
4. ip dhcp snooping database timeout seconds
5. ip dhcp snooping database write-delay seconds
6. end
7. ip dhcp snooping binding mac-addressvlan vlan-id ip-addressinterface interface-idexpiry seconds
8. show ip dhcp snooping database [detail]
9. show running-config
10. 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。パスワードを入
力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

ip dhcp snooping database
次のいずれかの形式を使用して、データベース エージェン
{flash[number]:/filename |
トまたはバインディング ファイルの URL を指定します。
ftp://user:password@host/filename |
• flash[number]:/filename
http://[[username:password]@]{hostname |
host-ip}[/directory] /image-name.tar |
（任意）スタック マスターのスタック メンバ番号を
rcp://user@host/filename}| tftp://host/filename
指定するには、number パラメータを使用します。
number の指定できる範囲は 1 ～ 9 です。
例：

• ftp://user:password@host/filename
Switch(config)# ip dhcp snooping
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コマンドまたはアクション
database tftp://10.90.90.90/snooping-rp2

目的
• http://[[username:password]@]{hostname |
host-ip}[/directory] /image-name.tar
• rcp://user@host/filename
• tftp://host/filename

ステップ 4

ステップ 5

ip dhcp snooping database timeout seconds データベース転送プロセスが完了するのを待ち、それまで
に完了しない場合はプロセスを停止する時間（秒数）を指
例：
定します。
Switch(config)# ip dhcp snooping
database timeout 300

デフォルトは 300 秒です。指定できる範囲は 0 ～ 86400 で
す。無期限の期間を定義するには、0 を使用します。これ
は転送を無期限に試行することを意味します。

ip dhcp snooping database write-delay
seconds

バインディング データベースが変更されてから転送を開始
するまでの遅延時間を指定します。指定できる範囲は 15
～ 86400 秒です。デフォルトは 300 秒（5 分）です。

例：
Switch(config)# ip dhcp snooping
database write-delay 15

ステップ 6

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 7

ip dhcp snooping binding mac-addressvlan （任意）DHCP スヌーピング バインディング データベー
vlan-id ip-addressinterface interface-idexpiry スにバインディング エントリを追加します。vlan-id に指
seconds
定できる範囲は 1 ～ 4904 です。seconds の範囲は 1 ～
4294967295 です。
例：

このコマンドは、追加するエントリごとに入力します。

Switch# ip dhcp snooping binding
0001.1234.1234 vlan 1 172.20.50.5
interface gi1/1 expiry 1000

ステップ 8

show ip dhcp snooping database [detail]

このコマンドは、スイッチをテストまたはデバッグすると
きに使用します。
DHCP スヌーピング バインディング データベース エージェ
ントのステータスおよび統計情報を表示します。

例：
Switch# show ip dhcp snooping database
detail

ステップ 9

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config
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ステップ 10

コマンドまたはアクション

目的

copy running-config startup-config

（任意）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：
Switch# copy running-config
startup-config

DHCP サーバ ポートベースのアドレス割り当てのイネーブル化
ポートベースのアドレス割り当てをグローバルにイネーブル化し、インターフェイス上で加入者
ID を自動的に生成するには、次の手順を実行します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ip dhcp use subscriber-id client-id
4. ip dhcp subscriber-id interface-name
5. interface interface-id
6. ip dhcp server use subscriber-id client-id
7. end
8. show running-config
9. 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。パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Switch# 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

ip dhcp use subscriber-id client-id

すべての着信 DHCP メッセージで、加入者 ID がクラ
イアント ID としてグローバルに使用されるように
DHCP サーバを設定します。

例：
Switch(config)# ip dhcp use
subscriber-id client-id

ステップ 4

ip dhcp subscriber-id interface-name
例：
Switch(config)# ip dhcp subscriber-id
interface-name

ステップ 5

interface interface-id

インターフェイスの短い名前に基づいて、加入者 ID を
自動的に生成します。
特定のインターフェイスで設定された加入者 ID は、こ
のコマンドで優先されます。
設定するインターフェイスを指定し、インターフェイ
ス コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 6

ip dhcp server use subscriber-id client-id
例：

インターフェイス上ですべての着信 DHCP メッセージ
で、加入者 ID がクライアント ID として使用されるよ
うに DHCP サーバを設定します。

Switch(config-if)# ip dhcp server use
subscriber-id client-id

ステップ 7

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 8

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 9

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保
存します。

例：
Switch# copy running-config
startup-config
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次の作業
スイッチ上での DHCP ポートベースのアドレス割り当てをイネーブルにした後で、ip dhcp pool グ
ローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、IP アドレスの事前割り当てと、クライア
ントへの関連付けを行います。

DHCP サーバ ポートベースのアドレス割り当てのモニタリング
表 93：DHCP ポートベースのアドレス割り当て情報を表示するためのコマンド

コマンド

目的

show interface interface id

特定のインターフェイスのステータスおよび設定を表示します。

show ip dhcp pool

DHCP アドレス プールを表示します。

show ip dhcp binding

Cisco IOS DHCP サーバのアドレス バインディングを表示します。

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

DHCP 設定情報および手順

『IP Addressing: DHCP Configuration Guide, Cisco
IOS XE Release 3S』
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/
ipaddr_dhcp/configuration/xe-3s/
dhcp-xe-3s-book.html

エラー メッセージ デコーダ
説明

リンク

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi
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MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探して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

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

DHCP スヌーピングおよび Option 82 の機能情報
リリース

機能情報

Cisco IOS Release 15.0(2)EXCisco IOS Release
15.2(5)E

この機能が導入されました。
次のコマンドのサポートが導入されました。
• show ip dhcp snooping statistics DHCP ス
ヌーピングの統計情報を表示するユーザ
EXEC コマンド
• clear ip dhcp snooping statistics スヌーピン
グの統計カウンタをクリアする特権 EXEC
コマンド
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ダイナミック ARP インスペクションの設定
• 機能情報の確認, 1113 ページ
• ダイナミック ARP インスペクションの制約事項, 1114 ページ
• ダイナミック ARP インスペクションの概要, 1115 ページ
• ダイナミック ARP インスペクションのデフォルト設定, 1120 ページ
• ARP ACL および DHCP スヌーピング エントリの相対的なプライオリティ, 1120 ページ
• 非 DHCP 環境での ARP ACL の設定, 1121 ページ
• DHCP 環境でのダイナミック ARP インスペクションの設定, 1124 ページ
• 着信 ARP パケットのレート制限, 1126 ページ
• ダイナミック ARP インスペクション検証チェックの実行, 1129 ページ
• DAI のモニタリング, 1131 ページ
• DAI の設定の確認, 1132 ページ
• その他の参考資料, 1132 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表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シスコ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 からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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ダイナミック ARP インスペクションの制約事項
ここでは、スイッチにダイナミック ARP インスペクションを設定するときの制約事項および注意
事項を示します。
• ダイナミック ARP インスペクションは入力セキュリティ機能です。出力チェックはまったく
行いません。
• ダイナミック ARP インスペクションは、ダイナミック ARP インスペクションをサポートし
ていないスイッチ、またはこの機能がイネーブルにされていないスイッチに接続されるホス
トに対しては有効ではありません。中間者攻撃は単一のレイヤ 2 ブロードキャスト ドメイン
に制限されているため、チェックされないドメインと、ダイナミック ARP インスペクション
によりチェックされるドメインは区別します。このアクションは、ダイナミック ARP インス
ペクションのためにイネーブルにされているドメインでホストの ARP キャッシュを保護しま
す。
• 着信 ARP 要求、および ARP 応答で IP/MAC アドレス バインディングを検証するために、ダ
イナミック ARP インスペクション DHCP スヌーピング バインディング データベースのエン
トリに依存します。IP アドレスがダイナミックに割り当てられた ARP パケットを許可する
際は、DHCP スヌーピングをイネーブルにしてください。
DHCP スヌーピングをディセーブルにしている場合、または DHCP 以外の環境では、ARP
ACL を使用してパケットの許可または拒否を行います。
• ダイナミック ARP インスペクションは、アクセス ポート、トランク ポート、および
EtherChannel ポートでサポートされます。

（注）

RSPAN VLAN では、ダイナミック ARP インスペクションをイネーブルにしな
いでください。RSPAN VLAN でダイナミック ARP インスペクションをイネー
ブルにすると、ダイナミック ARP インスペクション パケットが RSPAN 宛先
ポートに届かない可能性があります。

• 物理ポートを EtherChannel ポート チャネルに結合するには、この物理ポートとチャネル ポー
トの信頼状態が一致する必要があります。そうでない物理ポートは、ポート チャネル内で中
断状態のままとなります。ポート チャネルは、チャネルと結合された最初の物理ポートの信
頼状態を継承します。したがって、最初の物理ポートの信頼状態は、チャネルの信頼状態と
一致する必要はありません。
逆に、ポート チャネルで信頼状態を変更すると、スイッチは、チャネルを構成するすべての
物理ポートで新しい信頼状態を設定します。
• レート制限は、スイッチ スタックの各スイッチで別々に算出されます。クロススタック
EtherChannel の場合、これは実際のレート制限が設定値よりも高い可能性があることを意味
します。たとえば、レート制限が 30 pps に設定された EtherChannel で、スイッチ 1 に 1 つの
ポート、およびスイッチ 2 に 1 つのポートがある場合、EtherChannel が errdisable にならず
に、各ポートは 29 pps でパケットを受信できます。
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• ポート チャネルの動作レートは、チャネル内のすべての物理ポートによる累積値です。たと
えば、ポート チャネルの ARP レート制限を 400 pps に設定すると、このチャネルに結合され
たすべてのインターフェイスは、合計で 400 pps を受信します。EtherChannel ポートで受信さ
れる ARP パケットのレートは、すべてのチャネル メンバーからの受信パケット レートの合
計となります。EtherChannel ポートのレート制限は、各チャネル ポート メンバーが受信する
ARP パケットのレートを確認してから設定してください。
物理ポートで受信されるパケットのレートは、物理ポートの設定ではなく、ポート チャネル
の設定に照合して検査されます。ポート チャネルのレート制限設定は、物理ポートの設定に
は依存しません。
EtherChannel が、設定したレートより多くの ARP パケットを受信すると、このチャネル（す
べての物理ポートを含む）は errdisable ステートとなります。
• 着信トランク ポートでは、ARP パケットを必ずレート制限してください。トランク ポート
の集約を反映し、複数のダイナミック ARP インスペクションがイネーブルにされた VLAN
にわたってパケットを処理するために、トランク ポートのレートをより高く設定します。ま
た、ip arp inspection limit none インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用し
て、レートを無制限に設定することもできます。1 つの VLAN に高いレート制限値を設定す
ると、ソフトウェアによってこのポートが errdisable ステートにされた場合に、他の VLAN
への DoS 攻撃を招く可能性があります。
• スイッチで、ダイナミック ARP インスペクションをイネーブルにすると、ARP トラフィッ
クをポリシングするように設定されたポリサーの有効性は失われます。この結果、すべての
ARP トラフィックは CPU に送信されます。
• VLAN ブリッジングおよび IP デバイス トラッキングの存在下では、クロススタック ARP パ
ケット転送は機能しません。

ダイナミック ARP インスペクションの概要
ARP では、IP アドレスを MAC アドレスにマッピングすることで、レイヤ 2 ブロードキャスト ド
メイン内の IP 通信を実現します。たとえば、ホスト B はホスト A に情報を送信する必要があり
ますが、ARP キャッシュにホスト A の MAC アドレスを持っていないとします。ホスト B は、ホ
スト A の IP アドレスと関連付けられた MAC アドレスを取得するために、このブロードキャスト
ドメインにあるホストすべてに対してブロードキャスト メッセージを生成します。このブロード
キャスト ドメイン内のホストはすべて ARP 要求を受信し、ホスト A は MAC アドレスで応答しま
す。しかし、ARP は、ARP 要求が受信されなった場合でも、ホストからの余分な応答を許可する
ため、ARP スプーフィング攻撃や ARP キャッシュのポイズニングが発生することがあります。攻
撃が開始されると、攻撃を受けたデバイスからのすべてのトラフィックは、攻撃者のコンピュー
タを経由してルータ、スイッチ、またはホストに送信されるようになります。
悪意のあるユーザは、サブネットに接続されているシステムの ARP キャッシュをポイズニング
し、このサブネット上の他のホストを目的とするトラフィックを代行受信することにより、レイ
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ヤ 2 ネットワークに接続されているホスト、スイッチ、およびルータを攻撃することができます。
図 26-1 に、ARP キャッシュ ポイズニングの例を示します。
図 63：ARP キャッシュ ポイズニング

ホスト A、B、および C は、インターフェイス A、B、および C 上にあるスイッチに接続されてい
ます。これらはすべて同一のサブネット上にあります。カッコ内に示されているのは、これらの
IP アドレス、および MAC アドレスです。たとえば、ホスト A が使用する IP アドレスは IA、MAC
アドレスは MA です。ホスト A が IP レイヤにあるホスト B と通信する必要がある場合、ホスト
A は IP アドレス IB と関連付けられている MAC アドレスに ARP 要求をブロードキャストします。
スイッチとホスト B は、この ARP 要求を受信すると、IP アドレスが IA で、MAC アドレスが MA
のホストに対する ARP バインディングを ARP キャッシュに読み込みます。たとえば、IP アドレ
ス IA は、MAC アドレス MA にバインドされています。ホスト B が応答すると、スイッチ、およ
びホスト A は、IP アドレスが IB で、MAC アドレスが MB のホストに対するバインディングを
ARP に読み込みます。
ホスト C は、IP アドレスが IA（または IB）で、MAC アドレスが MC のホストに対するバイン
ディングを持つ偽造 ARP 応答をブロードキャストすることにより、スイッチ、ホスト A、および
ホスト B の ARP キャッシュをポイズニングすることができます。ARP キャッシュがポイズニン
グされたホストは、IA または IB 宛てのトラフィックに、宛先 MAC アドレスとして MAC アドレ
ス MC を使用します。つまり、ホスト C がこのトラフィックを代行受信することになります。ホ
スト C は IA および IB に関連付けられた本物の MAC アドレスを知っているため、正しい MAC
アドレスを宛先として使用することで、代行受信したトラフィックをこれらのホストに転送でき
ます。ホスト C は自身をホスト A からホスト B へのトラフィック ストリームに挿入します。従
来の中間者攻撃です。
ダイナミック ARP インスペクションは、ネットワーク内の ARP パケットの正当性を確認するセ
キュリティ機能です。不正な IP/MAC アドレス バインディングを持つ ARP パケットを代行受信
し、ログに記録して、廃棄します。この機能により、ネットワークをある種の中間者攻撃から保
護することができます。
ダイナミック ARP インスペクションにより、有効な ARP 要求と応答だけが確実にリレーされる
ようになります。スイッチが実行する機能は次のとおりです。
• 信頼できないポートを経由したすべての ARP 要求および ARP 応答を代行受信します。
• 代行受信した各パケットが、IP アドレスと MAC アドレスの有効なバインディングを持つこ
とを確認してから、ローカル ARP キャッシュを更新するか、または適切な宛先にパケットを
転送します。
• 無効な ARP パケットはドロップします。
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ダイナミック ARP インスペクションは、信頼できるデータベースである DHCP スヌーピング バ
インディング データベースに格納されている有効な IP/MAC アドレス バインディングに基づい
て、ARP パケットの正当性を判断します。このデータベースは、VLAN およびスイッチ上で DHCP
スヌーピングがイネーブルになっている場合に、DHCP スヌーピングにより構築されます。信頼
できるインターフェイスで ARP パケットが受信されると、スイッチは何もチェックせずに、この
パケットを転送します。信頼できないインターフェイスでは、スイッチはこのパケットが有効で
ある場合だけ、このパケットを転送します。
ip arp inspection vlan vlan-range グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、VLAN
ごとにダイナミック ARP インスペクションをイネーブルにすることができます。
非 DHCP 環境では、ダイナミック ARP インスペクションは、静的に設定された IP アドレスを持
つホストに対するユーザ設定の ARP アクセス コントロール リスト（ACL）と照らし合わせて、
ARP パケットの正当性を確認することができます。ARP ACL を定義するには、arp access-list
acl-name グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。
パケットの IP アドレスが無効である場合、または ARP パケットの本文にある MAC アドレスが、
イーサネット ヘッダーで指定されたアドレスと一致しない場合、ARP パケットをドロップするよ
うにダイナミック ARP インスペクションを設定することができます。このためには、ip arp
inspection validate {[src-mac] [dst-mac] [ip]} グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用
します。

インターフェイスの信頼状態とネットワーク セキュリティ
ダイナミック ARP インスペクションは、スイッチの各インターフェイスに信頼状態を関連付けま
す。信頼できるインターフェイスに到着するパケットは、ダイナミック ARP インスペクションの
確認検査をすべてバイパスし、信頼できないインターフェイスに到着するパケットには、ダイナ
ミック ARP インスペクションの検証プロセスを受けます。
一般的なネットワーク構成では、ホストポートに接続されているスイッチポートすべてを信頼で
きないものに設定し、スイッチに接続されているスイッチ ポートすべてを信頼できるものに設定
します。この構成では、指定されたスイッチからネットワークに入ってくる ARP パケットはすべ
て、セキュリティ チェックをバイパスします。VLAN 内、またはネットワーク内のその他の場所
では、他の検査を実行する必要はありません。信頼状態を設定するには、ip arp inspection trust イ
ンターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

注意

信頼状態の設定は、慎重に行ってください。信頼すべきインターフェイスを信頼できないイン
ターフェイスとして設定すると、接続が失われる場合があります。
次の図では、スイッチ A とスイッチ B の両方が、ホスト 1 とホスト 2 を含む VLAN でダイナミッ
ク ARP インスペクションを実行しているとします。ホスト 1 とホスト 2 が、スイッチ A に接続し
ている DHCP サーバから IP アドレスを取得している場合、スイッチ A だけが、ホスト 1 の IP/MAC
アドレスをバインディングします。したがって、スイッチ A とスイッチ B 間のインターフェイス
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が信頼できない場合は、ホスト 1 からの ARP パケットはスイッチ B ではドロップされ、ホスト 1
およびホスト 2 の間の接続は切断されます。
図 64：ダイナミック ARP インスペクションのためにイネーブルにされた VLAN 上の ARP パケット検証

実際には信頼できないインターフェイスを信頼できるインターフェイスとして設定すると、ネッ
トワーク内にセキュリティ ホールが生じます。スイッチ A でダイナミック ARP インスペクショ
ンが実行されていない場合、ホスト 1 はスイッチ B の ARP キャッシュを簡単にポイズニングでき
ます（および、これらのスイッチの間のリンクが信頼できるものとして設定されている場合はホ
スト 2）。この状況は、スイッチ B がダイナミック ARP インスペクションを実行している場合で
も発生します。
ダイナミック ARP インスペクションは、ダイナミック ARP インスペクションを実行しているス
イッチに接続された（信頼できないインターフェイス上の）ホストが、そのネットワークにある
その他のホストの ARP キャッシュをポイズニングしていないことを保証します。しかし、ダイナ
ミック ARP インスペクションにより、ネットワークの他の部分にあるホストが、ダイナミック
ARP インスペクションを実行しているスイッチに接続されているホストのキャッシュをポイズニ
ングできないようにすることはできません。
VLAN のスイッチの一部がダイナミック ARP インスペクションを実行し、残りのスイッチは実行
していない場合、このようなスイッチに接続しているインターフェイスは信頼できないものとし
て設定します。ただし、非ダイナミック ARP インスペクションスイッチからパケットのバイン
ディングを検証するには、ARP ACL を使用して、ダイナミック ARP インスペクションを実行す
るスイッチを設定します。このようなバインディングが判断できない場合は、レイヤ 3 で、ダイ
ナミック ARP インスペクション スイッチを実行していないスイッチから、ダイナミック ARP イ
ンスペクションを実行しているスイッチを分離します。

（注）

DHCP サーバとネットワークの設定によっては、VLAN 上のすべてのスイッチで指定された
ARP パケットを検証できない可能性があります。
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ARP パケットのレート制限
スイッチの CPU は、ダイナミック ARP インスペクション確認検査を実行します。したがって、
DoS 攻撃を阻止するために、着信 ARP パケット数はレート制限されます。デフォルトでは、信頼
できないインターフェイスのレートは 15 パケット/秒（pps）です。信頼できるインターフェイス
はレート制限されません。この設定を変更するには、ip arp inspection limit インターフェイス コ
ンフィギュレーション コマンドを使用します。
着信 ARP パケットのレートが設定された制限を超えると、スイッチはポートを errdisable ステー
トにします。ユーザが介入するまで、ポートはこの状態を維持します。errdisable recovery グロー
バル コンフィギュレーション コマンドを使用すると、errdisable ステートの回復をイネーブルにで
きます。これによって、ポートは指定のタイムアウト時間が経過すると、この状態から自動的に
回復するようになります。

（注）

EtherChannel のレート制限は、スタックにある各スイッチに個別に適用されます。たとえば、
EtherChannel で 20 pps の制限が設定されている場合、EtherChannel にあるポートの各スイッチ
では、最大 20 pps まで実行できます。スイッチが制限を超過した場合、EtherChannel 全体が
errdisable ステートになります。

ARP ACL および DHCP スヌーピング エントリの相対的なプライオリティ
ダイナミック ARP インスペクションでは、有効な IP/MAC アドレス バインディングのリストとし
て、DHCP スヌーピング バインディング データベースが使用されます。
DHCP スヌーピング バインディング データベース内のエントリより、ARP ACL の方が優先され
ます。スイッチが ACL を使用するのは、ACL が ip arp inspection filter vlan グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用して設定されている場合だけです。スイッチは、まず、ARP パ
ケットをユーザ設定の ARP ACL と比較します。DHCP スヌーピングによりデータが入力された
データベースに有効なバインディングが存在していても、ARP ACL が ARP パケットを拒否する
場合、スイッチもこのパケットを拒否します。

廃棄パケットのロギング
スイッチがパケットをドロップすると、ログ バッファにエントリが記録され、その割合に応じ
て、システムメッセージが生成されます。メッセージの生成後、スイッチにより、ログバッファ
からこのエントリが消去されます。各ログ エントリには、受信側の VLAN、ポート番号、送信元
IP アドレスおよび宛先 IP アドレス、送信元 MAC アドレスおよび宛先 MAC アドレスといったフ
ロー情報が記録されます。
ip arp inspection log-buffer グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、バッファ内
のエントリ数や、システム メッセージ生成までの指定のインターバルに必要とされるエントリ数
を設定します。記録されるパケットの種類を指定するには、ip arp inspection vlan logging グロー
バル コンフィギュレーション コマンドを使用します。
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ダイナミック ARP インスペクションのデフォルト設定
機能

デフォルト設定

ダイナミック ARP インスペクション

すべての VLAN でディセーブル。

インターフェイスの信頼状態

すべてのインターフェイスは untrusted。

着信 ARP パケットのレート制限

1 秒間に 15 台の新規ホストに接続するホストが
配置されたスイッチド ネットワークの場合、信
頼できないインターフェイスのレートは 15 pps
に設定されます。
信頼できるすべてのインターフェイスでは、
レート制限は行われません。
バースト インターバルは 1 秒です。

非 DHCP 環境に対する ARP ACL

ARP ACL は定義されません。

有効性検査

検査は実行されません。

ログ バッファ

ダイナミック ARP インスペクションがイネー
ブル化されると、拒否またはドロップされた
ARP パケットはすべてが記録されます。
ログ内のエントリ数は 32 です。
システム メッセージ数は、毎秒 5 つに制限され
ます。
ロギング レート インターバルは 1 秒です。

VLAN 単位のロギング

拒否または廃棄されたすべての ARP パケット
が記録されます。

ARP ACL および DHCP スヌーピングエントリの相対的なプライオリティ
ダイナミック ARP インスペクションでは、有効な IP/MAC アドレス バインディングのリストとし
て、DHCP スヌーピング バインディング データベースが使用されます。
DHCP スヌーピング バインディング データベース内のエントリより、ARP ACL の方が優先され
ます。スイッチが ACL を使用するのは、ACL が ip arp inspection filter vlan グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用して作成されている場合だけです。スイッチは、まず、ARP パ
ケットをユーザ設定の ARP ACL と比較します。DHCP スヌーピングによりデータが入力された
データベースに有効なバインディングが存在していても、ARP ACL が ARP パケットを拒否する
場合、スイッチもこのパケットを拒否します。
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この手順は、図 2 に示すスイッチ B がダイナミック ARP インスペクション、または DHCP スヌー
ピングをサポートしていないときにダイナミック ARP インスペクションを設定する方法を示して
います。
スイッチ A のポート 1 を信頼できるものとして設定した場合、スイッチ A とホスト 1 は両方と
も、スイッチ B またはホスト 2 により攻撃される可能性があるため、セキュリティ ホールが作り
出されます。これを阻止するには、スイッチ A のポート 1 を信頼できないものとして設定する必
要があります。ホスト 2 からの ARP パケットを許可するには、ARP ACL をセットアップして、
これを VLAN 1 に適用する必要があります。ホスト 2 の IP アドレスがスタティックではない（ス
イッチ A で ACL 設定を適用することは不可能である）場合、レイヤ 3 でスイッチ A をスイッチ
B から分離し、これらの間では、ルータを使用してパケットをルートする必要があります。
スイッチ A で ARP ACL を設定するには、次の手順を実行します。この手順は、非 DHCP 環境で
は必須です。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. arp access-list acl-name
4. permit ip host sender-ipmac host sender-mac
5. exit
6. ip arp inspection filter arp-acl-name vlan vlan-range [static]
7. interface interface-id
8. no ip arp inspection trust
9. end
10. 次の show コマンドを使用します。
• show arp access-list acl-name
• show ip arp inspection vlan vlan-range
• show ip arp inspection interfaces
11. show running-config
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。パスワードを入力します（要
求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

arp access-list acl-name

ARP ACL を定義し、ARP アクセス リスト コンフィギュレーション
モードを開始します。デフォルトでは、ARP アクセス リストは定義さ
れません。
（注）

ステップ 4

permit ip host sender-ipmac
host sender-mac

ARP アクセス リストの末尾に暗黙的な deny ip any mac any
コマンドが指定されています。

指定されたホスト（ホスト 2）からの ARP パケットを許可します。
• sender-ip には、ホスト 2 の IP アドレスを入力します。
• sender-mac には、ホスト 2 の MAC アドレスを入力します。

ステップ 5

exit

グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 6

ip arp inspection filter
arp-acl-name vlan vlan-range
[static]

VLAN に ARP ACL を適用します。デフォルトでは、定義済みの ARP
ACL は、どのような VLAN にも適用されません。
• arp-acl-name には、ステップ 2 で作成した ACL の名前を指定しま
す。
• vlan-range では、スイッチとホストが存在する VLAN を指定しま
す。VLAN ID 番号により識別される単一の VLAN、ハイフンで区
切られた VLAN 範囲、またはカンマで区切られた一連の VLAN
を指定できます。指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。
• （任意）static を指定すると、ARP ACL 内の暗黙的な拒否が明示
的な拒否と見なされ、それ以前に指定された ACL 句に一致しな
いパケットは廃棄されます。DHCP バインディングは使用されま
せん。
このキーワードを指定しない場合は、ACL 内にはパケットを拒否
する明示的な拒否が存在しないことになります。この場合は、
ACL 句に一致しないパケットを許可するか拒否するかは、DHCP
バインディングによって決定されます。
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コマンドまたはアクション

目的
IP アドレスと MAC アドレスとのバインディングしか持たない ARP パ
ケットは、ACL に照合されます。パケットは、アクセス リストで許可
された場合だけに許可されます。

ステップ 7

interface interface-id

スイッチ B に接続されたスイッチ A のインターフェイスを指定し、イ
ンターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 8

no ip arp inspection trust

スイッチ B に接続されたスイッチ A のインターフェイスを untrusted と
して設定します。
デフォルトでは、すべてのインターフェイスは信頼できません。
信頼できないインターフェイスでは、スイッチはすべての ARP 要求と
応答を代行受信します。ルータは、代行受信した各パケットが、IP ア
ドレスと MAC アドレスとの有効なバインディングを持つことを確認
してから、ローカル キャッシュを更新するか、適切な宛先にパケット
を転送します。スイッチは、無効なパケットをドロップし、ip arp
inspection vlan logging グローバル コンフィギュレーション コマンドで
指定されたロギング設定に従ってログ バッファに記録します。

ステップ 9

end

ステップ 10

次の show コマンドを使用し 入力を確認します。
ます。

特権 EXEC モードに戻ります。

• show arp access-list
acl-name
• show ip arp inspection
vlan vlan-range
• show ip arp inspection
interfaces
ステップ 11

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 12

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーション
ガイド
1123

DHCP 環境でのダイナミック ARP インスペクションの設定

DHCP 環境でのダイナミック ARP インスペクションの設定
はじめる前に
この手順では、2 つのスイッチがダイナミック ARP インスペクションをサポートしているときに、
この機能を設定する方法を示します。ホスト 1 はスイッチ A に、ホスト 2 はスイッチ B にそれぞ
れ接続されています。スイッチは両方とも、ホストが配置されている VLAN 1 でダイナミック
ARP インスペクションを実行しています。DHCP サーバはスイッチ A に接続されています。両方
のホストは、同一の DHCP サーバから IP アドレスを取得します。したがって、スイッチ A はホ
スト 1 およびホスト 2 に対するバインディングを、スイッチ B はホスト 2 に対するバインディン
グを持ちます。

（注）

着信 ARP 要求、および ARP 応答で IP/MAC アドレス バインディングを検証するために、ダイ
ナミック ARP インスペクション DHCP スヌーピング バインディング データベースのエントリ
に依存します。IP アドレスがダイナミックに割り当てられた ARP パケットを許可する際は、
DHCP スヌーピングをイネーブルにしてください。
ダイナミック ARP インスペクションを設定するには、次の手順を実行します。この処理は、両方
のスイッチで行う必要があります。この手順は必須です。

手順の概要
1. enable
2. show cdp neighbors
3. configureterminal
4. ip arp inspection vlan vlan-range
5. Interfaceinterface-id
6. ip arp inspection trust
7. end
8. show ip arp inspection interfaces
9. show ip arp inspection vlan vlan-range
10. show ip dhcp snooping binding
11. show ip arp inspection statistics vlan vlan-range
12. configureterminal
13. configureterminal
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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。パスワードを入力
します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

show cdp neighbors

スイッチ間の接続を確認します。

例：
Switch(config-if)#show cdp
neighbors

ステップ 3

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 4

ip arp inspection vlan vlan-range
例：
Switch(config)# ip arp inspection
vlan 1

ステップ 5

Interfaceinterface-id
例：

VLAN 単位で、ダイナミック ARP インスペクションをイネー
ブルにします。デフォルトでは、すべての VLAN 上でダイナ
ミックARPインスペクションはディセーブルになっています。
vlan-range には、VLAN ID 番号で識別された単一の VLAN、ハ
イフンで区切られた範囲の VLAN、またはカンマで区切られ
た一連の VLAN を指定できます。指定できる範囲は 1 ～ 4094
です。両方のスイッチに同じ VLAN ID を指定します。
他のスイッチに接続されるインターフェイスを指定して、イ
ンターフェイス コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 6

ip arp inspection trust
例：
Switch(config-if)#ip arp inspection
trust

スイッチ間の接続を trusted に設定します。デフォルトでは、
すべてのインターフェイスは信頼できません。
スイッチは、信頼できるインターフェイスにあるもう 1 つの
スイッチから受信した ARP パケットは確認しません。この場
合、パケットはそのまま転送されます。
信頼できないインターフェイスでは、スイッチはすべてのARP
要求と応答を代行受信します。ルータは、代行受信した各パ
ケットが、IP アドレスと MAC アドレスとの有効なバインディ
ングを持つことを確認してから、ローカル キャッシュを更新
するか、適切な宛先にパケットを転送します。スイッチは、
無効なパケットをドロップし、ip arp inspection vlan logging グ
ローバル コンフィギュレーション コマンドで指定されたロギ
ング設定に従ってログ バッファに記録します。
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ステップ 7

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：
Switch(config-if)#end

ステップ 8

show ip arp inspection interfaces

インターフェイスでダイナミック ARP インスペクションの設
定を検証します。

例：

ステップ 9

show ip arp inspection vlan vlan-range VLAN でダイナミック ARP インスペクションの設定を検証し
ます。
例：
Switch(config-if)#show ip arp
inspection vlan 1

ステップ 10

show ip dhcp snooping binding

DHCP バインディングを確認します。

例：
Switch(config-if)#show ip dhcp
snooping binding

ステップ 11

show ip arp inspection statistics vlan
vlan-range

VLAN でダイナミック ARP インスペクションの統計情報を確
認します。

例：
Switch(config-if)#show ip arp
inspection statistics vlan 1

ステップ 12

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 13

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

着信 ARP パケットのレート制限
スイッチの CPU は、ダイナミック ARP インスペクション確認検査を実行します。したがって、
DoS 攻撃を阻止するために、着信 ARP パケット数はレート制限されます。
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着信 ARP パケットのレートが設定された制限を超えると、スイッチはポートを errdisable ステー
トにします。errordisable 回復をイネーブルにして、指定されたタイムアウト時間の後にポートが
このステートから自動的に抜け出すようにするまで、ポートはこのステートのままです。

（注）

インターフェイス上のレート制限を設定しない限り、インターフェイスの信頼状態を変更する
ことは、レート制限をその信頼状態のデフォルト値に変更することになります。レート制限を
設定すると、信頼状態が変更された場合でもインターフェイスはレート制限を保ちます。no
ip arp inspection limit インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力すると、イン
ターフェイスはデフォルトのレート制限に戻ります。
着信 ARP パケットのレートを制限するには、次の手順を実行します。この手順は任意です。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. interface interface-id
4. ip arp inspection limit {rate pps [burst interval seconds] | none}
5. exit
6. 次のコマンドを使用します。
• errdisable detect cause arp-inspection
• errdisable recovery cause arp-inspection
• errdisable recovery interval 間隔
7. exit
8. 次の show コマンドを使用します。
• show ip arp inspection interfaces
• show errdisable recovery
9. show running-config
10. 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。パスワードを入力し
ます（要求された場合）。

例：
Switch> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id

ステップ 4

ip arp inspection limit {rate pps [burst インターフェイス上の着信 ARP 要求および ARP 応答のレート
interval seconds] | none}
を制限します。デフォルト レートは、信頼できないインター
フェイスでは 15 pps、信頼できるインターフェイスでは無制限
です。バースト インターバルは 1 秒です。

レート制限されるインターフェイスを指定して、インターフェ
イス コンフィギュレーション モードを開始します。

キーワードの意味は次のとおりです。
• ratepps には、1 秒あたりに処理される着信パケット数の上
限を指定します。有効な範囲は 0 ～ 2048 pps です。
• （任意）burst intervalseconds は、レートの高い ARP パケッ
トの有無についてインターフェイスがモニタリングされる
間隔（秒）を指定します。指定できる範囲は 1 ～ 15 です。
• rate none では、処理できる着信 ARP パケットのレートの
上限を設定しません。
ステップ 5

exit

グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 6

次のコマンドを使用します。
• errdisable detect cause
arp-inspection

（任意）ダイナミック ARP インスペクションの errdisable ステー
トからのエラー回復をイネーブルにし、ダイナミック ARP イン
スペクションの回復メカニズムで使用する変数を設定します。

• errdisable recovery cause
arp-inspection

デフォルトでは、回復はディセーブルで、回復のインターバル
は 300 秒です。

• errdisable recovery interval 間 interval interval では、error-disabled ステートから回復する時間
を秒単位で指定します。指定できる範囲は 30 ～ 86400 です。
隔
ステップ 7

exit

ステップ 8

次の show コマンドを使用します。 設定を確認します。

特権 EXEC モードに戻ります。

• show ip arp inspection interfaces
• show errdisable recovery

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
1128

ダイナミック ARP インスペクション検証チェックの実行

ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 10

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存しま
す。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

ダイナミック ARP インスペクション検証チェックの実行
ダイナミック ARP インスペクションは、不正な IP/MAC アドレス バインディングを持つ ARP パ
ケットを代行受信し、ログに記録して、廃棄します。宛先 MAC アドレス、送信側および宛先の
IP アドレス、および送信元 MAC アドレスで追加検証を実行するように、スイッチを設定できま
す。
着信 ARP パケットで特定のチェックを実行するには、次の手順を実行します。この手順は任意で
す。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ip arp inspection validate {[src-mac] [dst-mac] [ip]}
4. exit
5. show ip arp inspection vlan vlan-range
6. show running-config
7. 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。パスワードを入力します（要
求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

ip arp inspection validate
{[src-mac] [dst-mac] [ip]}

着信 ARP パケットで特定の検査を実行します。デフォルトでは、検証
は実行されません。
キーワードの意味は次のとおりです。
• src-mac では、イーサネット ヘッダーの送信元 MAC アドレスと
ARP 本文の送信元 MAC アドレスが比較されます。この検査は、
ARP 要求および ARP 応答の両方に対して実行されます。イネーブ
ルにすると、異なる MAC アドレスを持つパケットは無効パケット
として分類され、廃棄されます。
• dst-mac では、イーサネット ヘッダーの宛先 MAC アドレスと ARP
本文の宛先 MAC アドレスが比較されます。この検査は、ARP 応答
に対して実行されます。イネーブルにすると、異なる MAC アドレ
スを持つパケットは無効パケットとして分類され、廃棄されます。
• ip では、ARP 本文から、無効な IP アドレスや予期しない IP アド
レスがないかを確認します。アドレスには 0.0.0.0、255.255.255.255、
およびすべての IP マルチキャスト アドレスが含まれます。送信元
IP アドレスはすべての ARP 要求および ARP 応答内で検査され、
宛先 IP アドレスは ARP 応答内だけで検査されます。
少なくとも 1 つのキーワードを指定する必要があります。コマンドを実
行するたびに、その前のコマンドの設定は上書きされます。つまり、コ
マンドが src および dst mac の検証をイネーブルにし、別のコマンドが
IP 検証だけをイネーブルにすると、2 番めのコマンドによって src およ
び dst mac の検証がディセーブルになります。

ステップ 4

exit

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5

show ip arp inspection vlan
vlan-range

設定を確認します。

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
1130

DAI のモニタリング

ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 7

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

DAI のモニタリング
DAI をモニタするには、次のコマンドを使用します。
コマンド

説明

clear ip arp inspection statistics

ダイナミック ARP インスペクション統計情報
をクリアします。

show ip arp inspection statistics [vlan vlan-range] 指定の VLAN において、転送されたパケット、
廃棄されたパケット、MAC 検証に失敗したパ
ケット、IP 検証に失敗したパケット、ACL に
よって許可および拒否されたパケット、DHCP
によって許可および拒否されたパケットの統計
情報を表示します。VLAN が指定されていない
場合、または範囲が指定されている場合は、ダ
イナミック ARP インスペクションがイネーブ
ルにされた（アクティブ）VLAN だけの情報を
表示します。
clear ip arp inspection log

ダイナミック ARP インスペクション ログ バッ
ファをクリアします。

show ip arp inspection log

ダイナミック ARP インスペクション ログ バッ
ファの設定と内容を表示します。
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show ip arp inspection statistics コマンドでは、スイッチは信頼されたダイナミック ARP インスペ
クション ポート上の各 ARP 要求および応答パケットの転送済みパケット数を増加させます。ス
イッチは、送信元 MAC、宛先 MAC、または IP 検証チェックによって拒否された各パケットの
ACL または DHCP 許可済みパケット数を増加させ、適切な失敗数を増加させます。

DAI の設定の確認
DAI の設定を表示して確認するには、次のコマンドを使用します。
コマンド

説明

show arp access-list [acl-name]

ARP ACL についての詳細情報を表示します。

show ip arp inspection interfaces [interface-id]

指定されたインターフェイスまたはすべてのイ
ンターフェイスの ARP パケットの信頼状態お
よびレート制限を表示します。

show ip arp inspection vlan vlan-range

指定された VLAN のダイナミック ARP インス
ペクションの設定および動作ステートを表示し
ます。VLAN が指定されていない場合、または
範囲が指定されている場合は、ダイナミック
ARP インスペクションがイネーブルにされた
（アクティブ）VLAN だけの情報を表示しま
す。

その他の参考資料
エラー メッセージ デコーダ
説明

リンク

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
1132

その他の参考資料

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探して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

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。
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章

IEEE 802.1x ポートベースの認証の設定
この章では、IEEE 802.1x ポート ベース認証を設定する方法について説明します。IEEE 802.1x 認
証は、不正なデバイス（クライアント）によるネットワーク アクセスを防止します。特に明記
しないかぎり、スイッチという用語はスタンドアロン スイッチまたはスイッチ スタックを意味
します。
• 機能情報の確認, 1135 ページ
• 802.1x ポートベース認証について, 1135 ページ
• 802.1x ポートベース認証の設定方法, 1174 ページ
• 802.1x の統計情報およびステータスのモニタリング, 1238 ページ
• IEEE 802.1x ポートベース認証に関するその他の参考資料, 1239 ページ
• 802.1x ポートベースの認証の機能情報, 1241 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表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シスコ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 からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

802.1x ポートベース認証について
802.1x 規格では、一般の人がアクセス可能なポートから不正なクライアントが LAN に接続しない
ように規制する（適切に認証されている場合を除く）、クライアント/サーバ型のアクセス コント
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ロールおよび認証プロトコルを定めています。認証サーバがスイッチ ポートに接続する各クライ
アントを認証したうえで、スイッチまたは LAN が提供するサービスを利用できるようにします。

（注）

TACACS は、802.1x 認証ではサポートされていません。
802.1x アクセス コントロールでは、クライアントを認証するまでの間、そのクライアントが接続
しているポート経由では Extensible Authentication Protocol over LAN（EAPOL）、Cisco Discovery
Protocol（CDP）、およびスパニングツリー プロトコル（STP）トラフィックしか許可されませ
ん。認証に成功すると、通常のトラフィックはポートを通過できるようになります。

（注）

本項で使用した構文およびコマンドの使用に関する情報は、『Cisco IOS Security Command
Reference, Release 3SE』の「RADIUS Commands」の項を参照してください。

ポートベース認証プロセス
IEEE 802.1X ポートベース認証を設定するには、認証、認可、およびアカウンティング（AAA）
を有効にし、認証方式リストを指定する必要があります。方式リストは、ユーザ認証のためにク
エリー送信を行う手順と認証方式を記述したものです。
AAA プロセスは認証から始まります。802.1x ポートベース認証がイネーブルであり、クライアン
トが 802.1x 準拠のクライアント ソフトウェアをサポートしている場合、次のイベントが発生しま
す。
• クライアント ID が有効で 802.1x 認証に成功した場合、スイッチはクライアントにネットワー
クへのアクセスを許可します。
• EAPOL メッセージ交換の待機中に 802.1x 認証がタイムアウトし、MAC 認証バイパスがイ
ネーブルの場合、スイッチはクライアント MAC アドレスを認証用に使用します。このクラ
イアント MAC アドレスが有効で認証に成功した場合、スイッチはクライアントにネットワー
クへのアクセスを許可します。クライアント MAC アドレスが無効で認証に失敗した場合、
ゲスト VLAN が設定されていれば、スイッチはクライアントに限定的なサービスを提供する
ゲスト VLAN を割り当てます。
• スイッチが 802.1x 対応クライアントから無効な ID を取得し、制限付き VLAN が指定されて
いる場合、スイッチはクライアントに限定的なサービスを提供する制限付き VLAN を割り当
てることができます。
• RADIUS認証サーバが使用できず（ダウンしていて）アクセスできない認証バイパスがイネー
ブルの場合、スイッチは、RADIUS 設定 VLAN またはユーザ指定アクセス VLAN で、ポー
トをクリティカル認証ステートにして、クライアントにネットワークのアクセスを許可しま
す。

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
1136

802.1x ポートベース認証について

（注）

アクセスできない認証バイパスは、クリティカル認証、または AAA 失敗ポリ
シーとも呼ばれます。

ポートで Multi Domain Authentication（MDA）がイネーブルになっている場合、音声許可に該当す
る例外をいくつか伴ったフローを使用できます。
次の図は認証プロセスを示します。
図 65：認証フローチャート

次の状況のいずれかが発生すると、スイッチはクライアントを再認証します。
• 定期的な再認証がイネーブルで、再認証タイマーの期限が切れている場合。
スイッチ固有の値を使用するか、RADIUS サーバからの値に基づいて再認証タイマーを設定
できます。
RADIUS サーバを使用した 802.1x 認証の後で、スイッチは Session-Timeout RADIUS 属性
（Attribute[27]）、および Termination-Action RADIUS 属性（Attribute[29]）に基づいてタイ
マーを使用します。
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Session-Timeout RADIUS 属性（Attribute[27]）には再認証が行われるまでの時間を指定しま
す。
Termination-Action RADIUS 属性（Attribute[29]）には、再認証中に行われるアクションを指定
します。アクションは Initialize および ReAuthenticate に設定できます。アクションに Initialize
（属性値は DEFAULT）を設定した場合、802.1x セッションは終了し、認証中、接続は失わ
れます。アクションに ReAuthenticate（属性値は RADIUS-Request）を設定した場合、セッショ
ンは再認証による影響を受けません。

（注）

認証設定およびセッションがあるインターフェイスでは、セッションが準備
されているインターフェイスをデフォルトにしないことを推奨します。スタッ
ク内の各種インターフェイスをデフォルトにすると、コンソールがハングし
ます。

• クライアントを手動で再認証するには、dot1x re-authenticate interface interface-id 特権 EXEC
コマンドを入力します。

ポートベース認証の開始およびメッセージ交換
802.1x 認証中に、スイッチまたはクライアントは認証を開始できます。authentication port-control
auto インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用してポート上で認証をイネーブル
にすると、スイッチは、リンク ステートがダウンからアップに移行したときに認証を開始し、
ポートがアップしていて認証されていない場合は定期的に認証を開始します。スイッチはクライ
アントに EAP-Request/Identity フレームを送信し、その ID を要求します。クライアントはフレー
ムを受信すると、EAP-Response/Identity フレームで応答します。
ただし、クライアントが起動時にスイッチからの EAP-Request/Identity フレームを受信しなかった
場合、クライアントは EAPOL-Start フレームを送信して認証を開始できます。このフレームはス
イッチに対し、クライアントの識別情報を要求するように指示します。

（注）

ネットワーク アクセス デバイスで 802.1x 認証がイネーブルに設定されていない、またはサ
ポートされていない場合には、クライアントからの EAPOL フレームはすべて廃棄されます。
クライアントが認証の開始を 3 回試みても EAP-Request/Identity フレームを受信しなかった場
合、クライアントはポートが許可ステートであるものとしてフレームを送信します。ポートが
許可ステートであるということは、クライアントの認証が成功したことを実質的に意味しま
す。
クライアントが自らの識別情報を提示すると、スイッチは仲介デバイスとしての役割を開始し、
認証が成功または失敗するまで、クライアントと認証サーバの間で EAP フレームを送受信しま
す。認証が成功すると、スイッチ ポートは許可ステートになります。認証に失敗した場合、認証
が再試行されるか、ポートが限定的なサービスを提供する VLAN に割り当てられるか、あるいは
ネットワーク アクセスが許可されないかのいずれかになります。
実際に行われる EAP フレーム交換は、使用する認証方式によって異なります。
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次の図に、クライアントが RADIUS サーバとの間で OTP（ワンタイム パスワード）認証方式を使
用する際に行われるメッセージ交換を示します。
図 66：メッセージ交換

EAPOL メッセージ交換の待機中に 802.1x 認証がタイムアウトし、MAC 認証バイパスがイネーブ
ルの場合、スイッチはクライアントからイーサネット パケットを検出するとそのクライアントを
認証できます。スイッチは、クライアントの MAC アドレスを ID として使用し、RADIUS サーバ
に送信される RADIUS Access/Request フレームにこの情報を保存します。サーバがスイッチに
RADIUS Access/Accept フレームを送信（認証が成功）すると、ポートが許可されます。認証に失
敗してゲスト VLAN が指定されている場合、スイッチはポートをゲスト VLAN に割り当てます。
イーサネット パケットの待機中にスイッチが EAPOL パケットを検出すると、スイッチは MAC
認証バイパス プロセスを停止して、802.1x 認証を開始します。
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次の図に、MAC 認証バイパス中のメッセージ交換を示します。
図 67：MAC 認証バイパス中のメッセージ交換

ポートベース認証の認証マネージャ
Port-Based 認証方法
表 94：802.1x 機能

Authentication method

802.1x

モード
シングル ホス
ト

マルチ ホスト

MDA

複数認証

VLAN 割り当
て

VLAN 割り当
て

VLAN 割り当
て

VLAN 割り当
て

ユーザ単位
ACL

ユーザ単位
ACL

ユーザ単位
ACL

Filter-ID 属性

Filter-ID 属性

Filter-ID 属性

ダウンロード可
能 ACL11

ダウンロード可 ダウンロード可
能 ACL
能 ACL

リダイレクト
URL

リダイレクト
URL
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Authentication method

MAC 認証バイパス

モード
シングル ホス
ト

マルチ ホスト

MDA

複数認証

VLAN 割り当
て

VLAN 割り当
て

VLAN 割り当
て

VLAN 割り当
て

ユーザ単位
ACL

ユーザ単位
ACL

ユーザ単位
ACL

Filter-ID 属性

Filter-ID 属性

Filter-ID 属性

ダウンロード可
能 ACL

ダウンロード可 ダウンロード可
能 ACL
能 ACL

リダイレクト
URL

リダイレクト
URL

リダイレクト
URL

スタンドアロン Web 認証

プロキシ ACL、Filter-ID 属性、ダウンロード可能 ACL

NAC レイヤ 2 IP 検証

Filter-ID 属性

Filter-ID 属性

Filter-ID 属性

Filter-ID 属性

ダウンロード可 ダウンロード可 ダウンロード可 ダウンロード可
能 ACL
能 ACL
能 ACL
能 ACL
リダイレクト
URL
フォールバック方式としての Proxy ACL
Web 認証12
Filter-ID 属性

リダイレクト
URL

リダイレクト
URL

リダイレクト
URL

Proxy ACL

Proxy ACL

Proxy ACL

Filter-ID 属性

Filter-ID 属性

Filter-ID 属性

ダウンロード可 ダウンロード可 ダウンロード可 ダウンロード可
能 ACL
能 ACL
能 ACL
能 ACL

11
Cisco IOS Release 12.2(50)SE 以降でサポートされています。
12
802.1x 認証をサポートしないクライアント用。

ユーザ単位 ACL および Filter-Id

（注）

any は、ACL の発信元としてだけ設定できます。

（注）

マルチホスト モードで設定された ACL では、ステートメントの発信元部分は any でなければ
なりません。（たとえば、permit icmp anyhost 10.10.1.1）
定義された ACL の発信元ポートには any を指定する必要があります。指定しない場合、ACL は
適用できず、認証は失敗します。シングル ホストは唯一例外的に後方互換性をサポートします。
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MDA 対応ポートおよびマルチ認証ポートでは、複数のホストを認証できます。ホストに適用され
る ACL ポリシーは、別のホストのトラフィックには影響を与えません。マルチ ホスト ポートで
認証されるホストが 1 つだけで、他のホストが認証なしでネットワーク アクセスを取得する場
合、発信元アドレスに any を指定することで、最初のホストの ACL ポリシーを他の接続ホストに
適用できます。

ポートベース認証マネージャ CLI コマンド
認証マネージャ インターフェイス コンフィギュレーション コマンドは、802.1x、MAC 認証バイ
パスおよび Web 認証など、すべての認証方法を制御します。認証マネージャ コマンドは、接続ホ
ストに適用される認証方法のプライオリティと順序を決定します。
認証マネージャコマンドは、ホストモード、違反モードおよび認証タイマーなど、一般的な認証
機能を制御します。一般的な認証コマンドには、authentication host-mode、authentication violation
および authentication timer インターフェイス コンフィギュレーション コマンドがあります。
802.1x 専用コマンドは、先頭に dot1x キーワードが付きます。たとえば、authentication port-control
auto インターフェイス コンフィギュレーション コマンドは、インターフェイスでの認証をイネー
ブルにします。ただし、dot1x system-authentication control グローバル コンフィギュレーション
コマンドは常にグローバルに 802.1x 認証をイネーブルまたはディセーブルにします。

（注）

802.1x 認証がグローバルにディセーブル化されても、Web 認証など他の認証方法はそのポート
でイネーブルのままです。
authentication manager コマンドは従来の 802.1x コマンドと同様の機能を提供します。
認証マネージャが生成する冗長なシステム メッセージをフィルタリングすると、通常は、フィル
タリングされた内容が認証の成功に結びつきます。802.1x 認証および MAB 認証の冗長なメッセー
ジをフィルタリングすることもできます。認証方式ごとに異なるコマンドが用意されています。
• no authentication logging verbose グローバル コンフィギュレーション コマンドは、認証マ
ネージャからの冗長なメッセージをフィルタリングします。
• no dot1x logging verbose グローバル コンフィギュレーション コマンドは、802.1x 認証の冗長
なメッセージをフィルタリングします。
• no mab logging verbose グローバル コンフィギュレーション コマンドは、MAC 認証バイパス
（MAB）の冗長なメッセージをフィルタリングします。
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表 95：認証マネージャ コマンドおよび以前の 802.1x コマンド

Cisco IOS Release 12.2(50)SE Cisco IOS Release 12.2(46)SE 説明
以降での認証マネージャ コ 以前での同等の 802.1x コマ
マンド
ンド
authentication
control-direction {both | in}

dot1x control-direction
{both | in}

Wake-on-LAN（WoL）機能を使用して
802.1x 認証をイネーブルにし、ポート
制御を単一方向または双方向に設定し
ます。

authentication event

dot1x auth-fail vlan

ポート上で制限付き VLAN をイネーブ
ルにします。

dot1x critical (interface
configuration)
dot1x guest-vlan6

アクセス不能認証バイパス機能をイ
ネーブルにします。
アクティブ VLAN を 802.1x ゲスト
VLAN として指定します。
802.1x 認証をサポートしていないクラ
イアント用に、Web 認証をフォール
バック方式として使用するようにポー
トを設定します。

authentication fallback
fallback-profile

dot1x fallback
fallback-profile

authentication host-mode
[multi-auth | multi-domain |
multi-host | single-host]

dot1x host-mode {single-host 802.1x 許可ポートで単一のホスト（ク
| multi-host | multi-domain} ライアント）または複数のホストの接
続を許可します。

authentication order

mab

使用される認証方法の順序を柔軟に定
義できるようにします。

authentication periodic

dot1x reauthentication

クライアントの定期的再認証をイネー
ブルにします。

authentication port-control
{auto | force-authorized |
force-un authorized}

dot1x port-control {auto |
force-authorized |
force-unauthorized}

ポートの許可ステートの手動制御をイ
ネーブルにします。

authentication timer

dot1x timeout

802.1x タイマーを設定します。

authentication violation
dot1x violation-mode
{protect | restrict | shutdown} {shutdown | restrict |
protect}

新しいデバイスがポートに接続された
場合、または最大数のデバイスがポー
トに接続された後に新しいデバイスが
そのポートに接続された場合に発生す
る違反モードを設定します。
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許可ステートおよび無許可ステートのポート
802.1x 認証中に、スイッチのポート ステートによって、スイッチはネットワークへのクライアン
ト アクセスを許可します。ポートは最初、無許可ステートです。このステートでは、音声 VLAN
（仮想 LAN）ポートとして設定されていないポートは 802.1x 認証、CDP、および STP パケット
を除くすべての入力および出力トラフィックを禁止します。クライアントの認証が成功すると、
ポートは許可ステートに変更し、クライアントのトラフィック送受信を通常どおりに許可します。
ポートが音声 VLAN ポートとして設定されている場合、VoIP トラフィックおよび 802.1x プロト
コル パケットが許可された後クライアントが正常に認証されます。

（注）

CDP バイパスはサポートされていないため、ポートが error-disabled ステートになる場合があ
ります。
802.1x をサポートしていないクライアントが、無許可ステートの 802.1x ポートに接続すると、ス
イッチはそのクライアントの識別情報を要求します。この状況では、クライアントは要求に応答
せず、ポートは引き続き無許可ステートとなり、クライアントはネットワーク アクセスを許可さ
れません。
反対に、802.1x 対応のクライアントが、802.1x 標準が稼働していないポートに接続すると、クラ
イアントは EAPOL-Start フレームを送信して認証プロセスを開始します。応答がなければ、クラ
イアントは同じ要求を所定の回数だけ送信します。応答がないので、クライアントはポートが許
可ステートであるものとしてフレーム送信を開始します。
authentication port-control インターフェイス コンフィギュレーション コマンドおよび次のキー
ワードを使用して、ポートの許可ステートを制御できます。
• force-authorized：802.1x 認証をディセーブルにし、認証情報の交換を必要とせずに、ポート
を許可ステートに変更します。ポートはクライアントとの 802.1x ベース認証を行わずに、通
常のトラフィックを送受信します。これがデフォルト設定です。
• force-unauthorized：ポートが無許可ステートのままになり、クライアントからの認証の試み
をすべて無視します。スイッチはポートを介してクライアントに認証サービスを提供できま
せん。
• auto：802.1x 認証をイネーブルにします。ポートは最初、無許可ステートであり、ポート経
由で送受信できるのは EAPOL フレームだけです。ポートのリンク ステートがダウンからアッ
プに変更したとき、または EAPOL-Start フレームを受信したときに、認証プロセスが開始さ
れます。スイッチはクライアントの識別情報を要求し、クライアントと認証サーバとの間で
認証メッセージのリレーを開始します。スイッチはクライアントの MAC アドレスを使用し
て、ネットワーク アクセスを試みる各クライアントを一意に識別します。
クライアントが認証に成功すると（認証サーバから Accept フレームを受信すると）、ポートが許
可ステートに変わり、認証されたクライアントからの全フレームがポート経由での送受信を許可
されます。認証が失敗すると、ポートは無許可ステートのままですが、認証を再試行することは
できます。認証サーバに到達できない場合、スイッチは要求を再送信します。所定の回数だけ試

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
1144

802.1x ポートベース認証について

行してもサーバから応答が得られない場合には、認証が失敗し、ネットワーク アクセスは許可さ
れません。
クライアントはログオフするとき、EAPOL-Logoff メッセージを送信します。このメッセージに
よって、スイッチ ポートが無許可ステートになります。
ポートのリンク ステートがアップからダウンに変更した場合、または EAPOL-Logoff フレームを
受信した場合に、ポートは無許可ステートに戻ります。

802.1X のホスト モード
802.1x ポートは、シングル ホスト モードまたはマルチ ホスト モードで設定できます。シングル
ホスト モードでは、802.1x 対応のスイッチ ポートに接続できるのはクライアント 1 つだけです。
スイッチは、ポートのリンク ステートがアップに変化したときに、EAPOL フレームを送信する
ことでクライアントを検出します。クライアントがログオフしたとき、または別のクライアント
に代わったときには、スイッチはポートのリンク ステートをダウンに変更し、ポートは無許可ス
テートに戻ります。
マルチ ホスト モードでは、複数のホストを単一の 802.1x 対応ポートに接続できます。このモー
ドでは、接続されたクライアントのうち 1 つが許可されれば、クライアントすべてのネットワー
ク アクセスが許可されます。ポートが無許可ステートになると（再認証が失敗するか、または
EAPOL-Logoff メッセージを受信した場合）、スイッチは接続しているクライアントのネットワー
ク アクセスをすべて禁止します。
このトポロジでは、ワイヤレスアクセスポイントが接続しているクライアントの認証を処理し、
スイッチに対してクライアントとしての役割を果たします。
図 68：マルチ ホスト モードの例

（注）

すべてのホスト モードで、ポートベース認証が設定されている場合、ライン プロトコルは許
可の前にアップのままです。
スイッチはマルチドメイン認証（MDA）をサポートしています。これにより、データ装置と IP
Phone などの音声装置（シスコ製品またはシスコ以外の製品）の両方を同じスイッチ ポートに接
続できます。

802.1x 複数認証モード
複数認証（multiauth）モードでは、データ VLAN で複数のクライアントを認証できます。各ホス
トは個別に認証されます。音声 VLAN が設定されている場合、このモードでは、VLAN で 1 クラ
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イアントだけ認証できます（ポートが他の音声クライアントを検出すると、これらはポートから
廃棄されますが、違反エラーは発生しません）。
ハブまたはアクセス ポイントが 802.1x 対応ポートに接続されている場合、接続されている各クラ
イアントを認証する必要があります。802.1x 以外のデバイスでは、MAC 認証バイパスまたは Web
認証をホスト単位認証フォールバック メソッドとして使用し、単一のポートで異なる方法で異な
るホストを認証できます。
複数認証ポートで認証できるデータ ホストの数には制限はありません。ただし、音声 VLAN が設
定されている場合、許可される音声デバイスは 1 台だけです。ホスト制限がないため、定義され
た違反はトリガーされません。たとえば、別の音声デバイスが検出された場合、これは通知なし
で廃棄され、違反はトリガーされません。音声 VLAN の MDA 機能の場合、複数認証モードでは、
認証サーバから受け取ったVSAに応じて、認証されたデバイスがデータまたは音声のいずれかの
VLAN に割り当てられます。

（注）

ポートがマルチ認証モードの場合、ゲスト VLAN、および認証失敗 VLAN 機能はアクティブ
になりません。
次の条件で、RADIUS サーバから提供された VLAN をマルチ認証モードで割り当てることができ
ます。
• ホストがポートで最初に許可されたホストであり、RADIUS サーバが VLAN 情報を提供して
いる。
• 後続のホストが、動作 VLAN に一致する VLAN を使用して許可される。
• ホストは VLAN が割り当てられていないポートで許可され、後続のホストでは VLAN 割り
当てが設定されていないか、VLAN 情報が動作 VLAN と一致している。
• ポートで最初に許可されたホストにはグループ VLAN が割り当てられ、後続のホストでは
VLAN 割り当てが設定されていないか、グループ VLAN がポート上のグループ VLAN と一
致している。後続のホストが、最初のホストと同じ VLAN グループの VLAN を使用する必
要がある。VLAN リストが使用されている場合、すべてのホストは VLAN リストで指定され
た条件に従う。
• マルチ認証ポート上で、1 つの音声 VLAN 割り当てのみがサポートされている。
• VLAN がポート上のホストに割り当てられると、後続のホストは一致する VLAN 情報を持つ
必要があり、この情報がなければポートへのアクセスを拒否される。
• ゲスト VLAN または認証失敗 VLAN をマルチ認証モードに設定できない。
• クリティカル認証 VLAN の動作が、マルチ認証モード用に変更されない。ホストが認証を試
みたときにサーバに到達できない場合、許可されたすべてのホストは、設定された VLAN で
再初期化される。
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ユーザごとのマルチ認証 VLAN 割り当て

（注）

この機能は、LAN base イメージを実行している Catalyst 2960X スイッチのみでサポートされて
います。
ユーザごとのマルチ認証 VLAN 割り当て機能を使用すると、単一の設定済みアクセス VLAN を持
つポート上のクライアントに割り当てられた VLAN に基づいて複数の運用アクセス VLAN を作成
することができます。データ ドメインに関連付けられたすべての VLAN に対するトラフィックが
dot1q とタグ付けされていないアクセス ポートとして設定されているポートおよびこれらの VLAN
は、ネイティブ VLAN として処理されます。
マルチ認証ポート 1 つあたりのホストの数は 8 ですが、さらに多くのホストが存在する場合があ
ります。

（注）

ユーザごとのマルチ認証 VLAN 割り当て機能は、音声ドメインではサポートされません。ポー
ト上の音声ドメインのすべてのクライアントが同じ VLAN を使用する必要があります。
次のシナリオは、ユーザごとのマルチ認証 VLAN 割り当てに関連しています。
シナリオ 1
ハブがアクセス ポートに接続されている場合、およびポートがアクセス VLAN（V0）で設定され
ている場合。
ホスト（H1）は、ハブを介して VLAN（V1）に割り当てられます。ポートの運用 VLAN は V1 に
変更されます。この動作は、単一ホスト ポートまたはマルチ ドメイン認証ポートで同様です。
2 番目のホスト（H2）が接続され、VLAN（V2）に割り当てられる場合、ポートには 2 つの運用
VLAN があります（V1 および V2）。H1 と H2 がタグなし入力トラフィックを送信すると、H1 ト
ラフィックは VLAN（V1）に、H2 トラフィックは VLAN（V2）にマッピングされ、VLAN（V1）
および VLAN（V2）のポートからの出トラフィックはすべてタグなしになります。
両方のホスト H1 と H2 がログアウトするか、またはセッションがなんらかの理由で削除される
と、VLAN（V1）と VLAN（V2）がポートから削除され、設定された VLAN（V0）がポートに復
元されます。
シナリオ 2
ハブがアクセス ポートに接続されている場合、およびポートがアクセス VLAN（V0）で設定され
ている場合。ホスト（H1）は、ハブを介して VLAN（V1）に割り当てられます。ポートの運用
VLAN は V1 に変更されます。
2 番目のホスト（H2）が接続され明示的な VLAN ポリシーなしで承認されると、H2 はポート上
で復元される設定済み VLAN（V0）を使用することを予期されます。2 つの運用 VLAN、VLAN
（V0）および VLAN（V1）からの出トラフィックはすべてタグなしになります。
ホスト（H2）がログアウトするか、またはセッションがなんらかの理由で削除されると、設定さ
れた VLAN（V0）がポートから削除され、VLAN（V1）がそのポートでの唯一の運用 VLAN にな
ります。
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シナリオ 3
ハブがオープン モードでアクセス ポートに接続されている場合、およびポートがアクセス VLAN
（V0）で設定されている場合。
ホスト（H1）は、ハブを介して VLAN（V1）に割り当てられます。ポートの運用 VLAN は V1 に
変更されます。2 番目のホスト（H2）が接続され無許可のままだと、オープン モードにより、運
用 VLAN（V1）に引き続きアクセスできます。
ホストH1がログアウトするか、またはセッションがなんらかの理由で削除されると、VLAN（V1）
はポートから削除され、ホスト（H2）は VLAN（V0）に割り当てられます。

（注）

オープン モードと VLAN 割り当ての組み合わせは、ホスト（H2）に悪影響を与えます。その
ホストは VLAN（V1）に対応するサブネット内に IP アドレスを含んでいるからです。

ユーザごとのマルチ認証 VLAN 割り当ての制限
ユーザごとのマルチ認証 VLAN 割り当て機能では、複数の VLAN からの出トラフィックは、ホス
トが自分宛てではないトラフィックを受信するポート上ではタグなしになります。これは、ブロー
ドキャストおよびマルチキャスト トラフィックで問題になる可能性があります。
• IPv4 ARP：ホストは他のサブネットからの ARP パケットを受信します。これは、IP アドレ
ス範囲が重複する異なる仮想ルーティングおよび転送（VRF）テーブルの 2 個のサブネット
がポート上でアクティブな場合に問題となります。ホストの ARP キャッシュが無効なエント
リを受け取る可能性があります。
• IP マルチキャスト：送信先のマルチキャスト グループへのマルチキャスト トラフィックは、
異なる VLAN 上のホストがそのマルチキャスト グループに参加している場合それらの VLAN
用に複製されます。異なる VLAN の 2 つのホストが（同じマルチ認証ポート上の）マルチ
キャスト グループに参加している場合、各マルチキャスト パケットのコピー 2 部がそのポー
トから送信されます。

MAC 移動
あるスイッチ ポートで MAC アドレスが認証されると、そのアドレスは同じスイッチの別の認証
マネージャ対応ポートでは許可されません。スイッチが同じ MAC アドレスを別の認証マネージャ
対応ポートで検出すると、そのアドレスは許可されなくなります。
場合によっては、MAC アドレスを同じスイッチ上のポート間で移動する必要があります。たとえ
ば、認証ホストとスイッチ ポート間に別のデバイス（ハブまたは IP Phone など）がある場合、ホ
ストをデバイスから接続して、同じスイッチの別のポートに直接接続する必要があります。
デバイスが新しいポートで再認証されるように、MAC 移動をグローバルにイネーブルにできま
す。ホストが別のポートに移動すると、最初のポートのセッションが削除され、ホストは新しい
ポートで再認証されます。MAC 移動はすべてのホスト モードでサポートされます（認証ホスト
は、ポートでイネーブルにされているホスト モードに関係なく、スイッチの任意のポートに移動
できます）。MAC アドレスがあるポートから別のポートに移動すると、スイッチは元のポートで
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認証済みセッションを終了し、新しいポートで新しい認証シーケンスを開始します。MAC 移動の
機能は、音声およびデータ ホストの両方に適用されます。

（注）

オープン認証モードでは、MACアドレスは、新しいポートでの許可を必要とせずに、元のポー
トから新しいポートへただちに移動します。

MAC 置換
MAC 置換機能は、ホストが、別のホストがすでに認証済みであるポートに接続しようとすると発
生する違反に対処するように設定できます。

（注）

違反はマルチ認証モードでは発生しないため、マルチ認証モードのポートにこの機能は適用さ
れません。マルチホスト モードで認証が必要なのは最初のホストだけなので、この機能はこ
のモードのポートには適用されません。
replace キーワードを指定して authentication violation インターフェイス コンフィギュレーション
コマンドを設定すると、マルチドメイン モードのポートでの認証プロセスは、次のようになりま
す。
• 既存の認証済み MAC アドレスを使用するポートで新しい MAC アドレスが受信されます。
• 認証マネージャは、ポート上の現在のデータ ホストの MAC アドレスを、新しい MAC アド
レスで置き換えます。
• 認証マネージャは、新しい MAC アドレスに対する認証プロセスを開始します。
• 認証マネージャによって新しいホストが音声ホストであると判断された場合、元の音声ホス
トは削除されます。
ポートがオープン認証モードになっている場合、MAC アドレスはただちに MAC アドレス テーブ
ルに追加されます。

802.1x アカウンティング
802.1x 標準では、ユーザの認証およびユーザのネットワーク アクセスに対する許可方法を定義し
ています。ただし、ネットワークの使用法についてはトラッキングしません。802.1x アカウンティ
ングは、デフォルトでディセーブルです。802.1x アカウンティングをイネーブルにすると、次の
処理を 802.1x 対応のポート上でモニタできます。
• 正常にユーザを認証します。
• ユーザがログ オフします。
• リンクダウンが発生します。
• 再認証が正常に行われます。
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• 再認証が失敗します。
スイッチは 802.1x アカウンティング情報を記録しません。その代わり、スイッチはこの情報を
RADIUS サーバに送信します。RADIUS サーバは、アカウンティング メッセージを記録するよう
に設定する必要があります。

802.1x アカウンティング属性値ペア
RADIUS サーバに送信された情報は、属性値（AV）ペアの形式で表示されます。これらの AV ペ
アのデータは、各種アプリケーションによって使用されます（たとえば課金アプリケーションの
場合、RADIUS パケットの Acct-Input-Octets または Acct-Output-Octets 属性の情報が必要です）。
AV ペアは、802.1x アカウンティングが設定されているスイッチによって自動的に送信されます。
次の種類の RADIUS アカウンティング パケットがスイッチによって送信されます。
• START：新規ユーザ セッションが始まると送信されます。
• INTERIM：既存のセッションが更新されると送信されます。
• STOP：セッションが終了すると送信されます。
スイッチによって送信された AV ペアは、debug radius accounting 特権 EXEC コマンドを入力す
ることで表示できます。このコマンドの詳細については、『Cisco IOS Debug Command Reference,
Release 12.4』を参照してください。
次の表に、AV ペアおよびスイッチによって送信される AV ペアの条件を示します。
表 96：アカウンティング AV ペア

Attribute Number AV ペア名

START

INTERIM

STOP

属性 [1]

User-Name

送信

送信

送信

属性 [4]

NAS-IP-Address

送信

送信

送信

属性 [5]

NAS-Port

送信

送信

送信

属性 [8]

Framed-IP-Address

非送信

条件に応じて送信13 条件に応じて送信

属性 [25]

クラス

送信

送信

送信

属性 [30]

Called-Station-ID

送信

送信

送信

属性 [31]

Calling-Station-ID

送信

送信

送信

属性 [40]

Acct-Status-Type

送信

送信

送信

属性 [41]

Acct-Delay-Time

送信

送信

送信
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Attribute Number AV ペア名

START

INTERIM

STOP

属性 [42]

Acct-Input-Octets

非送信

送信

送信

属性 [43]

Acct-Output-Octets

非送信

送信

送信

Attribute[47]

Acct-Input-Packets

非送信

送信

送信

属性 [48]

Acct-Output-Packets

非送信

送信

送信

属性 [44]

Acct-Session-ID

送信

送信

送信

属性 [45]

Acct-Authentic

送信

送信

送信

属性 [46]

Acct-Session-Time

非送信

送信

送信

属性 [49]

Acct-Terminate-Cause

非送信

非送信

送信

属性 [61]

NAS-Port-Type

送信

送信

送信

有効な静的 IP アドレスが設定されているか、ホストに対する Dynamic Host Control Protocol（DHCP）バインディングが DHCP スヌーピング
バインディング テーブルに存在している場合に、Framed-IP-Address の AV ペアが送信されます。

802.1x 準備状態チェック
802.1x 準備状態チェックは、すべてのスイッチ ポートの 802.1x アクティビティをモニタリング
し、802.1x をサポートするポートに接続されているデバイスの情報を表示します。この機能を使
用して、スイッチ ポートに接続されているデバイスが 802.1x に対応できるかどうかを判別できま
す。802.1x 機能をサポートしていないデバイスでは、MAC 認証バイパスまたは Web 認証などの
代替認証を使用します。
この機能が有用なのは、クライアントのサプリカントで NOTIFY EAP 通知パケットでのクエリー
がサポートされている場合だけです。クライアントは、802.1x タイムアウト値内に応答しなけれ
ばなりません。
関連トピック
802.1x 準備状態チェックの設定, （1178 ページ）

スイッチと RADIUS サーバ間の通信
RADIUS セキュリティ サーバは、ホスト名または IP アドレス、ホスト名と特定の UDP ポート番
号、または IP アドレスと特定の UDP ポート番号によって識別します。IP アドレスと UDP ポート
番号の組み合わせによって、一意の ID が作成され、同一 IP アドレスのサーバ上にある複数の UDP
ポートに RADIUS 要求を送信できるようになります。同じ RADIUS サーバ上の異なる 2 つのホス
ト エントリに同じサービス（たとえば認証）を設定した場合、2 番めに設定されたホスト エント
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リは、最初に設定されたホスト エントリのフェールオーバー バックアップとして動作します。
RADIUS ホスト エントリは、設定した順序に従って試行されます。
関連トピック
スイッチと RADIUS サーバ間の通信の設定, （1188 ページ）

VLAN 割り当てを使用した 802.1x 認証
スイッチは、VLAN 割り当てを使用した 802.1x 認証をサポートしています。ポートの 802.1x 認証
が成功すると、RADIUS サーバは VLAN 割り当てを送信し、スイッチ ポートを設定します。
RADIUS サーバ データベースは、ユーザ名と VLAN のマッピングを維持し、スイッチ ポートに
接続するクライアントのユーザ名に基づいて VLAN を割り当てます。この機能を使用して、特定
のユーザのネットワーク アクセスを制限できます。
音声デバイス認証は、Cisco IOS Release 12.2(37)SE のマルチドメイン ホスト モードでサポートさ
れています。Cisco IOS Release 12.2(40)SE 以降、音声デバイスが許可されており、RADIUS サーバ
が許可された VLAN を返した場合、割り当てられた音声 VLAN 上でパケットを送受信するように
ポート上の音声 VLAN が設定されます。音声 VLAN 割り当ては、マルチドメイン認証（MDA）
対応のポートでのデータ VLAN 割り当てと同じように機能します。
スイッチと RADIUS サーバ上で設定された場合、VLAN 割り当てを使用した 802.1x 認証には次の
特性があります。
• RADIUS サーバから VLAN が提供されない場合、または 802.1x 認証がディセーブルの場合、
認証が成功するとポートはアクセス VLAN に設定されます。アクセス VLAN とは、アクセ
ス ポートに割り当てられた VLAN です。このポート上で送受信されるパケットはすべて、
この VLAN に所属します。
• 802.1x 認証がイネーブルで、RADIUS サーバからの VLAN 情報が有効でない場合、認証に失
敗して、設定済みの VLAN が引き続き使用されます。これにより、設定エラーによって不適
切な VLAN に予期せぬポートが現れることを防ぎます。
設定エラーには、ルーテッド ポートの VLAN、間違った VLAN ID、存在しないまたは内部
（ルーテッド ポート）の VLAN ID、RSPAN VLAN、シャットダウンしている VLAN、ある
いは一時停止している VLAN ID の指定などがあります。マルチドメイン ホスト ポートの場
合、設定エラーには、設定済みまたは割り当て済み VLAN ID と一致するデータ VLAN の割
り当て試行（またはその逆）のために発生するものもあります。
• 802.1x 認証がイネーブルで、RADIUS サーバからのすべての情報が有効の場合、許可された
デバイスは認証後、指定した VLAN に配置されます。
• 802.1x ポートでマルチ ホスト モードがイネーブルの場合、すべてのホストは最初に認証さ
れたホストと同じ VLAN（RADIUS サーバにより指定）に配置されます。
• ポート セキュリティをイネーブル化しても、RADIUS サーバが割り当てられた VLAN の動
作には影響しません。
• 802.1x 認証がポートでディセーブルの場合、設定済みのアクセス VLAN と設定済みの音声
VLAN に戻ります。
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• 802.1x ポートが認証され、RADIUS サーバによって割り当てられた VLAN に配置されると、
そのポートのアクセス VLAN 設定への変更は有効になりません。マルチドメイン ホストの
場合、ポートが完全にこれらの例外で許可されている場合、同じことが音声デバイスに適用
されます。
◦ あるデバイスで VLAN 設定を変更したことにより、他のデバイスに設定済みまたは割
り当て済みの VLAN と一致した場合、ポート上の全デバイスの認証が中断して、デー
タおよび音声デバイスに設定済みの VLAN が一致しなくなるような有効な設定が復元
されるまで、マルチドメイン ホスト モードがディセーブルになります。
◦ 音声デバイスが許可されて、ダウンロードされた音声 VLAN を使用している場合、音
声 VLAN 設定を削除したり設定値を dot1p または untagged に修正したりすると、音声デ
バイスが未許可になり、マルチドメイン ホスト モードがディセーブルになります。
ポートが、強制許可（force-authorized）ステート、強制無許可（force-unauthorized）ステート、無
許可ステート、またはシャットダウン ステートの場合、ポートは設定済みのアクセス VLAN に配
置されます。
802.1x ポートが認証され、RADIUS サーバによって割り当てられた VLAN に配置されると、その
ポートのアクセス VLAN 設定への変更は有効になりません。マルチドメイン ホストの場合、ポー
トが完全にこれらの例外で許可されている場合、同じことが音声デバイスに適用されます。
• あるデバイスで VLAN 設定を変更したことにより、他のデバイスに設定済または割り当て済
みの VLAN と一致した場合、ポート上の全デバイスの認証が中断して、データおよび音声デ
バイスに設定済みの VLAN が一致しなくなるような有効な設定が復元されるまで、マルチド
メイン ホスト モードがディセーブルになります。
• 音声デバイスが許可されて、ダウンロードされた音声VLANを使用している場合、音声VLAN
設定を削除したり設定値を dot1p または untagged に修正したりすると、音声デバイスが未許
可になり、マルチドメイン ホスト モードがディセーブルになります。
ポートが、強制許可（force-authorized）ステート、強制無許可（force-unauthorized）ステート、無
許可ステート、またはシャットダウン ステートの場合、ポートは設定済みのアクセス VLAN に配
置されます。
トランク ポート、ダイナミック ポート、または VLAN メンバーシップ ポリシー サーバ（VMPS）
によるダイナミック アクセス ポート割り当ての場合、VLAN 割り当て機能を使用した 802.1x 認
証はサポートされません。
VLAN 割り当てを設定するには、次の作業を実行する必要があります。
• network キーワードを使用して AAA 認証をイネーブルにし、RADIUS サーバからのインター
フェイス設定を可能にします。
• 802.1x 認証をイネーブルにします。（アクセス ポートで 802.1x 認証を設定すると、VLAN
割り当て機能は自動的にイネーブルになります）。
• RADIUS サーバにベンダー固有のトンネル属性を割り当てます。RADIUS サーバは次の属性
をスイッチに返す必要があります。
◦ [64] Tunnel-Type = VLAN
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◦ [65] Tunnel-Medium-Type = 802
◦ [81] Tunnel-Private-Group-ID = VLAN 名または VLAN ID
◦ [83] Tunnel-Preference
属性 [64] は、値 VLAN（タイプ 13）でなければなりません。属性 [65] は、値802（タイプ 6）
でなければなりません。属性 [81] は、IEEE 802.1x 認証ユーザに割り当てられた VLAN 名ま
たは VLAN ID を指定します。

ユーザ単位 ACL を使用した 802.1x 認証
ユーザ単位アクセス コントロール リスト（ACL）をイネーブルにして、異なるレベルのネット
ワーク アクセスおよびサービスを 802.1x 認証ユーザに提供できます。RADIUS サーバは、802.1x
ポートに接続されるユーザを認証する場合、ユーザ ID に基づいて ACL 属性を受け取り、これら
をスイッチに送信します。スイッチは、ユーザ セッションの期間中、その属性を 802.1x ポートに
適用します。セッションが終了すると、認証が失敗した場合、またはリンクダウン状態の発生時
に、ユーザ単位 ACL 設定が削除されます。スイッチは、RADIUS 指定の ACL を実行コンフィギュ
レーションには保存しません。ポートが無許可の場合、スイッチはそのポートから ACLを削除し
ます。
ユーザは同一のスイッチ上で、ルータ ACL および入力ポート ACL を使用できます。ただし、ポー
トの ACL はルータ ACL より優先されます。入力ポート ACL を VLAN に属するインターフェイ
スに適用する場合、ポート ACL は VLAN インターフェイスに適用する入力ルータ ACL よりも優
先されます。ポート ACL が適用されたポート上で受信した着信パケットは、ポート ACL によっ
てフィルタリングされます。その他のポートに着信したルーテッド パケットは、ルータ ACL に
よってフィルタリングされます。発信するルーテッド パケットには、ルータ ACL のフィルタが
適用されます。コンフィギュレーションの矛盾を回避するには、RADIUS サーバに保存するユー
ザ プロファイルを慎重に計画しなければなりません。
RADIUSは、ベンダー固有属性などのユーザ単位属性をサポートします。ベンダー固有属性（VSA）
は、オクテット ストリング形式で、認証プロセス中にスイッチに渡されます。ユーザ単位 ACL
に使用される VSA は、入力方向では inacl#<n> で、出力方向では outacl#<n> です。MAC ACL は、
入力方向に限りサポートされます。VSA は入力方向に限りサポートされます。レイヤ 2 ポートの
出力方向ではポート ACL をサポートしません。
拡張 ACL 構文形式だけを使用して、RADIUS サーバに保存するユーザ単位コンフィギュレーショ
ンを定義します。RADIUS サーバから定義が渡される場合、拡張命名規則を使用して作成されま
す。ただし、Filter-Id 属性を使用する場合、標準 ACL を示すことができます。
Filter-Id 属性を使用して、すでにスイッチに設定されているインバウンドまたはアウトバウンド
ACL を指定できます。属性には、ACL番号と、その後ろに入力フィルタリング、出力フィルタリ
ングを示す .in または .out が含まれています。RADIUS サーバが .in または .out 構文を許可しない
場合、アクセス リストはデフォルトで発信 ACL に適用されます。スイッチでの Cisco IOS のアク
セス リストに関するサポートが制限されているため、Filter-ID 属性は 1 ～ 199 および 1300 ～ 2699
の IP ACL（IP 標準 ACL および IP 拡張 ACL）に対してだけサポートされます。
ユーザ単位 ACL の最大サイズは、4000 ASCII 文字ですが、RADIUS サーバのユーザ単位 ACL の
最大サイズにより制限されます。
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ユーザ単位の ACL を設定するには、次の手順に従います。
• AAA 認証をイネーブルにします。
• network キーワードを使用して AAA 認証をイネーブルにし、RADIUS サーバからのインター
フェイス設定を可能にします。
• 802.1x 認証をイネーブルにします。
• RADIUS サーバにユーザ プロファイルと VSA を設定します。
• 802.1x ポートをシングル ホスト モードに設定します。

（注）

ユーザ単位 ACL がサポートされるのはシングル ホスト モードだけです。

ダウンロード可能 ACL およびリダイレクト URL を使用した 802.1x 認証
ACL およびリダイレクト URL は、ホストの 802.1x 認証または MAC 認証バイパス中に、RADIUS
サーバからスイッチにダウンロードできます。また、Web 認証中に ACL をダウンロードすること
もできます。

（注）

ダウンロード可能な ACL は dACL とも呼ばれます。
複数のホストが認証され、それらのホストがシングル ホスト モード、MDA モード、またはマル
チ認証モードである場合、スイッチは ACL の送信元アドレスをホスト IP アドレスに変更します。
ACL およびリダイレクト URL は、802.1x 対応のポートに接続されるすべてのデバイスに適用で
きます。
ACL が 802.1x 認証中にダウンロードされない場合、スイッチは、ポートのスタティック デフォ
ルト ACL をホストに適用します。マルチ認証モードまたは MDA モードで設定された音声 VLAN
ポートでは、スイッチは ACL を認証ポリシーの一部として電話にだけ適用します。
Cisco IOS Release 12.2(55)SE 以降のリリースでは、ポート上にスタティック ACL がない場合、ダ
イナミックな認証デフォルト ACL が作成され、dACL がダウンロードされて適用される前にポリ
シーが実施されます。

（注）

認証デフォルト ACL は、実行コンフィギュレーションでは表示されません。
認証デフォルト ACL は、ポートで許可ポリシーを持つホストが 1 つ以上検出されると作成されま
す。認証デフォルト ACLは、最後の認証セッションが終了すると削除されます。認証デフォルト
ACL は、ip access-list extended auth-default-acl グローバル コンフィギュレーション コマンドを使
用して設定できます。
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（注）

認証デフォルト ACL は、シングル ホスト モードの Cisco Discovery Protocol（CDP）バイパス
をサポートしていません。CDPバイパスをサポートするには、インターフェイス上のスタティッ
ク ACL を設定する必要があります。
802.1x および MAB 認証方式では、オープンおよびクローズの 2 つの認証方式がサポートされま
す。クローズ認証モードのポートにスタティック ACL がない場合、次のようになります。
• 認証デフォルト ACL が作成されます。
• 認証デフォルト ACL は、ポリシーが実施されるまで DHCP トラフィックのみを許可します。
• 最初のホスト認証では、許可ポリシーは IP アドレスを挿入せずに適用されます。
• 別のホストが検出されると、最初のホストのポリシーがリフレッシュされ、最初のセッショ
ンと後続セッションのポリシーが IP アドレスを挿入して実施されます。
オープン認証モードのポートにスタティック ACL がない場合、次のようになります。
• 認証デフォルト ACL-OPEN が作成され、すべてのトラフィックが許可されます。
• セキュリティ違反を防ぐために、IP アドレスを挿入してポリシーが実施されます。
• Web 認証は、認証デフォルト ACL-OPEN に従います。
許可ポリシーのないホストへのアクセスを制御するために、ディレクティブを設定することがで
きます。サポートされているディレクティブの値は、open と default です。open ディレクティブを
設定すると、すべてのトラフィックが許可されます。default ディレクティブは、ポートから提供
されるアクセスにトラフィックを従わせます。ディレクティブは、AAA サーバ上のユーザ プロ
ファイル、またはスイッチ上のいずれかで設定できます。AAA サーバ上でディレクティブを設定
するには、authz-directive =<open/default> グローバル コマンドを使用します。スイッチ上でディ
レクティブを設定するには、epm access-control open グローバル コンフィギュレーション コマン
ドを使用します。

（注）

ディレクティブのデフォルト値は default です。
設定された ACL なしでポート上の Web 認証にホストがフォールバックする場合は、次のように
なります。
• ポートがオープン認証モードの場合、認証デフォルト ACL-OPEN が作成されます。
• ポートがクローズ認証モードの場合、認証デフォルト ACL が作成されます。
フォールバック ACL のアクセス コントロール エントリ（ACE）は、ユーザ単位のエントリに変
換されます。設定されたフォールバック プロファイルにフォールバック ACL が含まれていない
場合、ホストはポートに関連付けられた認証デフォルト ACL に従います。
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（注）

Web 認証でカスタム ロゴを使用し、それを外部サーバに格納する場合、認証の前にポートの
ACL で外部サーバへのアクセスを許可する必要があります。外部サーバに適切なアクセスを
提供するには、スタティック ポート ACL を設定するか、認証デフォルト ACL を変更する必
要があります。

Cisco Secure ACS およびリダイレクト URL の属性と値のペア
スイッチはこれらの cisco-av-pair VSA を使用します。
• url-redirect は HTTP URL または HTTPS URL です。
• url-redirect-acl はスイッチ ACL 名または番号です。
スイッチは、CiscoSecure-defined-ACL 属性値ペアを使用して、エンド ポイントからの HTTP また
は HTTPS リクエストを代行受信します。スイッチは、クライアント Web ブラウザを指定された
リダイレクト アドレスに転送します。Cisco Secure ACS 上の url-redirect AV ペアには、Web ブラ
ウザがリダイレクトされる URL が格納されます。url-redirect-acl 属性値ペアには、リダイレクト
する HTTP または HTTPS トラフィックを指定する ACL の名前または番号が含まれます。

（注）

• ACL の permit ACE と一致するトラフィックがリダイレクトされます。
• スイッチの URL リダイレクト ACL およびデフォルト ポート ACL を定義します。
リダイレクト URLが認証サーバのクライアントに設定される場合、接続されるクライアントのス
イッチ ポートのデフォルト ポート ACL も設定する必要があります。

Cisco Secure ACS およびダウンロード可能な ACL の属性と値のペア
Cisco Secure ACS で、RADIUS cisco-av-pair ベンダー固有属性（VSA）を使用して、
CiscoSecure-Defined-ACL 属性と値（AV）ペアを設定できます。このペアは、#ACL#-IP-name-number
属性を使って、Cisco Secure ACS でダウンロード可能な ACL の名前を指定します。
• name は ACL の名前です。
• number はバージョン番号（たとえば 3f783768）です。
ダウンロード可能な ACLが認証サーバのクライアントに設定される場合、接続されるクライアン
ト スイッチ ポートのデフォルト ポート ACL も設定する必要があります。
デフォルト ACL がスイッチで設定されている場合、Cisco Secure ACS がホスト アクセス ポリシー
をスイッチに送信すると、スイッチは、スイッチ ポートに接続されるホストからのトラフィック
にこのポリシーを適用します。ポリシーが適用されない場合、デフォルト ACLが適用されます。
Cisco Secure ACS がダウンロード可能な ACL をスイッチに送信する場合、この ACL は、スイッチ
ポートに設定されているデフォルト ACL より優先されます。ただし、スイッチが Cisco Secure
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ACS からホスト アクセス ポリシーを受信し、デフォルト ACL が設定されていない場合、許可失
敗が宣言されます。

VLAN ID ベース MAC 認証
ダウンロード可能な VLAN ではなくスタティック VLAN ID に基づいてホストを認証する場合、
VLAN ID ベース MAC 認証を使用できます。スタティック VLAN ポリシーがスイッチで設定され
ている場合、認証用の各ホストの MAC アドレスとともに、VLAN 情報が IAS（Microsoft）RADIUS
サーバに送信されます。接続ポートに設定されている VLAN ID は MAC 認証に使用されます。
VLAN ID ベース MAC 認証を IAS サーバで使用することで、ネットワークで一定数の VLAN を使
用できます。
機能は、STP によってモニタおよび処理される VLAN の数も制限します。ネットワークは固定
VLAN として管理できます。

（注）

この機能は Cisco ACS Server ではサポートされていません（ACS サーバは、新しいホストに送
信される VLAN-ID を無視して、MAC アドレスに基づいた認証だけを行います）。

ゲスト VLAN を使用した 802.1x 認証
スイッチ上の各 802.1x ポートにゲスト VLAN を設定し、クライアントに対して限定的なサービス
を提供できます（802.1x クライアントのダウンロードなど）。これらのクライアントは 802.1x 認
証用にシステムをアップグレードできる場合がありますが、一部のホスト（Windows 98 システム
など）は IEEE 802.1x 対応ではありません。
スイッチが EAP Request/Identity フレームに対する応答を受信していない場合、または EAPOL パ
ケットがクライアントによって送信されない場合に、802.1x ポート上でゲスト VLAN をイネーブ
ルにすると、スイッチはクライアントにゲスト VLAN を割り当てます。
スイッチは EAPOL パケット履歴を保持します。EAPOL パケットがリンクの存続時間中にインター
フェイスで検出された場合、スイッチはそのインターフェイスに接続されているデバイスが IEEE
802.1x 対応のものであると判断します。インターフェイスはゲスト VLAN ステートにはなりませ
ん。インターフェイスのリンク ステータスがダウンした場合、EAPOL 履歴はクリアされます。
EAPOLパケットがインターフェイスで検出されない場合、そのインターフェイスはゲスト VLAN
のステートになります。
スイッチが 802.1x 対応の音声デバイスを許可しようとしたが、AAA サーバが使用できない場合、
許可は失敗します。ただし、EAPOL パケットの検出は EAPOL 履歴に保存されます。この音声デ
バイスは、AAA サーバが使用可能になると許可されます。ただし、他のデバイスによるゲスト
VLAN へのアクセスは許可されなくなります。この状況を防ぐには、次のいずれかのコマンド
シーケンスを使用します。
• authentication event no-response action authorize vlan vlan-id インターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを入力し、ゲスト VLAN へのアクセスを許可します。

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
1158

802.1x ポートベース認証について

• shutdown インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力し、さらに no shutdown
インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力してポートを再起動します。
リンクの存続時間中にデバイスが EAPOL パケットを送信した場合、スイッチはゲスト VLAN へ
の認証アクセスに失敗したクライアントを許可しません。

（注）

インターフェイスがゲスト VLAN に変わってから EAPOL パケットが検出された場合、無許可
ステートに戻って 802.1x 認証を再起動します。
スイッチ ポートがゲスト VLAN に変わると、802.1x 非対応クライアントはすべてアクセスを許可
されます。ゲスト VLAN が設定されているポートに 802.1x 対応クライアントが加入すると、ポー
トは、ユーザ設定によるアクセス VLAN で無許可ステートになり、認証が再起動されます。
ゲスト VLAN は、単一のホスト、複数のホスト、複数認証、またはマルチドメイン モードにおけ
る 802.1x ポートでサポートされています。
RSPAN VLAN、プライベート VLAN、音声 VLAN を除いて、アクティブ VLAN を 802.1x ゲスト
VLAN として設定できます。ゲスト VLAN 機能は、内部 VLAN（ルーテッド ポート）またはトラ
ンク ポートではサポートされていません。アクセス ポート上でだけサポートされます。
スイッチは MAC 認証バイパス をサポートします。MAC 認証バイパスが 802.1x ポートでイネーブ
ルの場合、スイッチは、IEEE 802.1x 認証のタイムアウト時に EAPOL メッセージ交換を待機して
いる間、クライアントMACアドレスに基づいてクライアントを許可できます。スイッチは、802.1x
ポート上のクライアントを検出したあとで、クライアントからのイーサネット パケットを待機し
ます。スイッチは、MAC アドレスに基づいたユーザ名およびパスワードを持つ
RADIUS-access/request フレームを認証サーバに送信します。認証に成功すると、スイッチはクラ
イアントにネットワークへのアクセスを許可します。認証に失敗すると、スイッチはポートにゲ
スト VLAN を割り当てます（指定されていない場合）。

制限付き VLAN による 802.1x 認証
ゲスト VLAN にアクセスできないクライアント向けに、限定されたサービスを提供するために、
スイッチ スタックまたはスイッチの各 IEEE 802.1x ポートに対して制限付き VLAN（認証失敗
VLAN と呼ばれることもあります）を設定できます。これらのクライアントは、認証プロセスに失
敗したため他の VLAN にアクセスできない 802.1x 対応クライアントです。制限付き VLAN を使
用すると、認証サーバの有効なクレデンシャルを持っていないユーザ（通常、企業にアクセスす
るユーザ）に、サービスを制限したアクセスを提供できます。管理者は制限付き VLAN のサービ
スを制御できます。

（注）

両方のタイプのユーザに同じサービスを提供する場合、ゲスト VLAN と制限付き VLAN の両
方を同じに設定できます。
この機能がないと、クライアントは認証失敗を永遠に繰り返すことになるため、スイッチ ポート
がスパニングツリーのブロッキングステートから変わることができなくなります。制限付きVLAN
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の機能を使用することで、クライアントの認証試行回数を指定し（デフォルト値は 3 回）、一定
回数後にスイッチ ポートを制限付き VLAN の状態に移行させることができます。
認証サーバはクライアントの認証試行回数をカウントします。このカウントが設定した認証試行
回数を超えると、ポートが制限付き VLAN の状態に変わります。失敗した試行回数は、RADIUS
サーバが EAP failure で応答したときや、EAP パケットなしの空の応答を返したときからカウント
されます。ポートが制限付き VLAN に変わったら、このカウント数はリセットされます。
認証に失敗したユーザの VLAN は、もう一度認証を実行するまで制限された状態が続きます。
VLAN 内のポートは設定された間隔に従って再認証を試みます（デフォルトは 60 秒）。再認証に
失敗している間は、ポートの VLAN は制限された状態が続きます。再認証に成功した場合、ポー
トは設定された VLAN もしくは RADIUS サーバによって送信された VLAN に移行します。再認
証はディセーブルにすることもできますが、ディセーブルにすると、link down または EAP logoff
イベントを受信しない限り、ポートの認証プロセスを再起動できません。クライアントがハブを
介して接続している場合、再認証機能はイネーブルにしておくことを推奨します。クライアント
の接続をハブから切り離すと、ポートに link down や EAP logoff イベントが送信されない場合があ
ります。
ポートが制限付き VLAN に移行すると、EAP 成功の疑似メッセージがクライアントに送信されま
す。このメッセージによって、繰り返し実行している再認証を停止させることができます。クラ
イアントによっては（Windows XP が稼働しているデバイスなど）、EAP なしで DHCP を実装で
きません。
制限付き VLAN は、すべてのホスト モードでの 802.1x ポート上、およびレイヤ 2 ポート上でサ
ポートされます。
RSPAN VLAN、プライマリ プライベート VLAN、音声 VLAN を除いて、アクティブ VLAN を
802.1x 制限付き VLAN として設定できます。制限付き VLAN 機能は、内部 VLAN（ルーテッド
ポート）またはトランクポートではサポートされていません。アクセスポート上でだけサポート
されます。
ダイナミック ARP インスペクション、DHCP スヌーピング、IP 送信元ガードなどの他のセキュリ
ティ ポート機能は、制限付き VLAN に対して個別に設定できます。

アクセス不能認証バイパスを使用した 802.1x 認証
スイッチが設定された RADIUS サーバに到達できず、新しいホストを認証できない場合、アクセ
ス不能認証バイパス機能を使用します。この機能は、クリティカル認証または AAA 失敗ポリシー
とも呼ばれます。これらのホストをクリティカル ポートに接続するようにスイッチを設定できま
す。
新しいホストがクリティカル ポートに接続しようとすると、そのホストはユーザ指定のアクセス
VLAN、クリティカル VLAN に移動されます。管理者はこれらのホストに制限付き認証を付与し
ます。
スイッチは、クリティカル ポートに接続されているホストを認証しようとする場合、設定されて
いる RADIUS サーバのステータスをチェックします。利用可能なサーバが 1 つあれば、スイッチ
はホストを認証できます。ただし、すべての RADIUS サーバが利用不可能な場合は、スイッチは
ホストへのネットワーク アクセスを許可して、ポートを認証ステートの特別なケースであるクリ
ティカル認証ステートにします。
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（注）

クリティカル認証をインターフェイスで設定する場合は、クリティカル承認（クリティカル
vlan）に使用する vlan をスイッチでアクティブにする必要があります。クリティカル vlan が非
アクティブまたはダウンしていると、クリティカル認証セッションは非アクティブな vlan の
有効化を試行し続け、繰り返し失敗します。これは大量のメモリ保持の原因となる可能性があ
ります。

複数認証ポートのアクセス不能認証バイパスのサポート
ポートが任意のホスト モードで設定されていて、AAA サーバを使用できない場合、ポートはマル
チホスト モードに設定され、クリティカル VLAN に移動されます。マルチ認証（multiauth）ポー
トで、このアクセス不能バイパスをサポートするには、authentication event server dead action
reinitialize vlan vlan-id コマンドを使用します。新しいホストがクリティカル ポートに接続しよう
とすると、そのポートは再初期化され、接続されているすべてのホストがユーザ指定のアクセス
VLAN に移動されます。
このコマンドは、すべてのホスト モードでサポートされます。

アクセス不能認証バイパスの認証結果
アクセス不能認証バイパス機能の動作は、ポートの許可ステートにより異なります。
• クリティカル ポートに接続されているホストが認証しようとする際にポートが無許可ですべ
てのサーバが利用できない場合、スイッチは RADIUS 設定済み VLAN またはユーザ指定の
アクセス VLAN にあるポートをクリティカル認証ステートにします。
• ポートが許可済みで、再認証が行われた場合、スイッチは現在の VLAN（事前に RADIUS
サーバにより割り当てられた）でクリティカル ポートをクリティカル認証ステートにしま
す。
• 認証交換中に RADIUS サーバが利用不可能となった場合、現在の交換はタイム アウトとな
り、スイッチは次の認証試行の間にクリティカル ポートをクリティカル認証ステートとしま
す。
RADIUS サーバが再び使用可能になったときにホストを再初期化し、クリティカル VLAN から移
動するように、クリティカル ポートを設定できます。このように設定した場合、クリティカル認
証ステートのすべてのクリティカル ポートは自動的に再認証されます。

アクセス不能認証バイパス機能の相互作用
アクセス不能認証バイパスは、次の機能と相互に作用します。
• ゲスト VLAN：アクセス不能認証バイパスは、ゲスト VLAN と互換性があります。ゲスト
VLAN が 8021.x ポートでイネーブルの場合、この機能は次のように相互に作用します。
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◦ スイッチが EAP Request/Identity フレームへの応答を受信しないとき、または EAPOL パ
ケットがクライアントによって送信されないときに、少なくとも 1 つの RADIUS サーバ
が使用できれば、スイッチはクライアントにゲスト VLAN を割り当てます。
◦ すべての RADIUS サーバが使用できず、クライアントがクリティカル ポートに接続さ
れている場合、スイッチはクライアントを認証して、クリティカル ポートを RADIUS
認証済み VLAN またはユーザ指定のアクセス VLAN でクリティカル認証ステートにし
ます。
◦ すべての RADIUS サーバが使用できず、クライアントがクリティカル ポートに接続さ
れていない場合、ゲスト VLAN が設定されていても、スイッチはクライアントにゲス
ト VLAN を割り当てられません。
◦ すべての RADIUS サーバが使用できず、クライアントがクリティカル ポートに接続さ
れていて、すでにゲスト VLAN が割り当てられている場合、スイッチはそのポートを
ゲスト VLAN に保持します。
• 制限付き VLAN：ポートがすでに制限付き VLAN で許可されていて RADIUS サーバが使用
できない場合、スイッチはクリティカル ポートを制限付き VLAN でクリティカル認証ステー
トにします。
• 802.1x アカウンティング：RADIUS サーバが使用できない場合、アカウンティングは影響を
受けません。
• プライベート VLAN：プライベート VLAN ホスト ポートにアクセス不能認証バイパスを設
定できます。アクセス VLAN は、セカンダリ VLAN でなければなりません。
• 音声VLAN：アクセス不能認証バイパスは音声 VLAN と互換性がありますが、RADIUS 設定
済み VLAN またはユーザ指定のアクセス VLAN は、音声 VLAN と異なっていなければなり
ません。
• Remote Switched Port Analyzer（RSPAN）：アクセス不能認証バイパスの RADIUS 設定または
ユーザ指定のアクセス VLAN として RSPAN VLAN を指定しないでください。
スイッチ スタックで、次の動作が発生します。
• キープアライブ パケットを送信することによって、スタック マスターにより、RADIUS サー
バのステータスがチェックされます。RADIUS サーバのステータスが変更されると、スタッ
ク マスターからスタック メンバへ、情報が送信されます。クリティカル ポートの再認証時
に、スタック メンバにより、RADIUS サーバのステータスがチェックされます。
• 新しいスタック マスターが選択されると、スイッチ スタックと RADIUS サーバとの間のリ
ンクが変更される可能性があり、新しいスタックにより、キープアライブ パケットがただち
に送信され、RADIUS サーバのステータスがアップデートされます。サーバのステータスが
dead から alive に変化すると、スイッチはクリティカル認証ステートの状態にあるすべての
スイッチ ポートを再認証します。
メンバがスタックに追加されると、スタックマスターからメンバへサーバステータスが送信され
ます。
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（注）

スイッチ スタックは、LAN Base イメージを実行している Catalyst 2960-S スイッチだけでサポー
トされています。

802.1x クリティカル音声 VLAN
ポートに接続されている IP Phone がアクセス コントロール サーバ（ACS）によって認証される
際、電話機は音声ドメインに参加します。ACS が到達不能である場合、スイッチはデバイスが音
声デバイスなのかどうかを判断できません。サーバが使用できない場合、電話機は音声ネットワー
クにアクセスできないため、動作できません。
データ トラフィックの場合、アクセス不能認証バイパス（クリティカル認証）を設定し、サーバ
が使用できない場合にトラフィックがネイティブ VLAN を通過できるようにすることができま
す。RADIUS 認証サーバが使用できず（ダウンしていて）、アクセスできない認証バイパスがイ
ネーブルの場合、スイッチは、クライアントにネットワークのアクセスを許可し、RADIUS 設定
VLAN またはユーザ指定アクセス VLAN でポートをクリティカル認証ステートにします。設定さ
れた RADIUS サーバにスイッチが到達できず、新しいホストを認証できない場合、スイッチはこ
れらのホストをクリティカルポートに接続します。クリティカルポートに接続を試行している新
しいホストは、ユーザ指定のアクセス VLAN（クリティカル VLAN）に移動され、制限付き認証
を許可されます。
authentication event server dead action authorize voice インターフェイス コンフィギュレーション
コマンドを使用して、クリティカル音声 VLAN 機能を設定できます。ACS が応答しない場合、
ポートはクリティカル認証モードになります。ホストからのトラフィックが音声 VLAN でタグ付
けされると、接続デバイス（電話機）は、ポートに対して設定された音声 VLAN に配置されま
す。IP Phone は CDP（シスコ デバイス）や LLDP または DHCP を介して音声 VLAN ID を学習し
ます。
switchport voice vlan vlan-id インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力して、ポー
トの音声 VLAN を設定できます。
この機能は、マルチドメインモードおよびマルチ認証ホストモードでサポートされます。スイッ
チがシングルホストモードまたはマルチホストモードの場合にコマンドを入力できますが、デバ
イスがマルチドメインまたはマルチ認証ホスト モードに変わらない限りコマンドは有効になりま
せん。

802.1x ユーザ ディストリビューション
802.1x ユーザ ディストリビューションを設定すると、複数の異なる VLAN で同じグループ名の
ユーザのロード バランシングを行うことができます。
VLAN は、RADIUS サーバにより提供されるか、VLAN グループ名でスイッチ CLI を介して設定
します。
• RADIUS サーバを設定して、ユーザの複数の VLAN 名を送信します。複数の VLAN 名は、
ユーザへの応答の一部として送信できます。802.1x ユーザ ディストリビューションは、特定
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の VLAN のすべてのユーザを追跡し、許可されたユーザをユーザ数が最も少ない VLAN に
移動することでロード バランシングを行います。
• RADIUS サーバを設定してユーザの VLAN グループ名を送信します。VLAN グループ名は、
ユーザへの応答の一部として送信できます。スイッチ CLI を使用して設定した VLAN グルー
プ名で、選択された VLAN グループ名を検索できます。VLAN グループ名が検出されると、
この VLAN グループ名で対応する VLAN を検索して、ユーザ数が最も少ない VLAN が検出
されます。ロード バランシングは、対応する許可済みユーザをその VLAN に移動すること
で行われます。

（注）

RADIUS サーバは、VLAN-ID、VLAN 名または VLAN グループを任意に組み
合わせて VLAN 情報を送信できます。

802.1x ユーザ ディストリビューションの設定時の注意事項
• 少なくとも 1 つの VLAN が VLAN グループにマッピングされることを確認してください。
• 複数の VLAN を VLAN グループにマッピングできます。
• VLAN を追加または削除することで、VLAN グループを変更できます。
• 既存の VLAN を VLAN グループ名からクリアする場合、VLAN の認証済みポートはクリア
されませんが、既存の VLAN グループからマッピングが削除されます。
• 最後の VLAN を VLAN グループ名からクリアすると、VLAN グループがクリアされます。
• アクティブ VLAN がグループにマッピングされても VLAN グループをクリアできます。VLAN
グループをクリアすると、グループ内で任意の VLAN の認証ステートであるポートまたは
ユーザはクリアされませんが、VLAN の VLAN グループへのマッピングはクリアされます。

音声 VLAN ポートを使用した IEEE 802.1x 認証
音声 VLAN ポートは特殊なアクセス ポートで、次の 2 つの VLAN ID が対応付けられています。
• IP Phone との間で音声トラフィックを伝送する VVID。VVID は、ポートに接続された IP
Phone を設定するために使用されます。
• IP Phone を通じて、スイッチと接続しているワークステーションとの間でデータ トラフィッ
クを伝送する PVID。PVID は、ポートのネイティブ VLAN です。
ポートの許可ステートにかかわらず、IP Phone は音声トラフィックに対して VVID を使用します。
これにより、IP Phone は IEEE 802.1x 認証とは独立して動作できます。
シングル ホスト モードでは、IP Phone だけが音声 VLAN で許可されます。マルチ ホスト モード
では、サプリカントが PVID で認証された後、追加のクライアントがトラフィックを音声 VLAN
上で送信できます。マルチ ホスト モードがイネーブルの場合、サプリカント認証は PVID と VVID
の両方に影響します。

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
1164

802.1x ポートベース認証について

リンクがあるとき、音声 VLAN ポートはアクティブになり、IP Phone からの最初の CDP メッセー
ジを受け取るとデバイスの MAC アドレスが表示されます。Cisco IP Phone は、他のデバイスから
受け取った CDP メッセージをリレーしません。その結果、複数の IP Phone が直列に接続されてい
る場合、スイッチは直接接続されている 1 台の IP Phone のみを認識します。音声 VLAN ポートで
IEEE 802.1x 認証がイネーブルの場合、スイッチは 2 ホップ以上離れた認識されない IP Phone から
のパケットをドロップします。
IEEE 802.1x 認証をスイッチ ポート上でイネーブルにすると、音声 VLAN でもあるアクセス ポー
ト VLAN を設定できます。
IP 電話がシングル ホスト モードで 802.1x 対応のスイッチ ポートに接続されている場合、スイッ
チは認証を行わずに電話ネットワーク アクセスを承認します。ポートで Multidomain Authentication
（MDA）を使用して、データ デバイスと IP フォンなどの音声デバイスの両方を認証することを
推奨します。

（注）

音声 VLAN が設定され、Cisco IP Phone が接続されているアクセス ポートで IEEE 802.1x 認証
をイネーブルにした場合、Cisco IP Phone のスイッチへの接続が最大 30 秒間失われます。

ポート セキュリティを使用した IEEE 802.1x 認証
通常、IEEE 802.1x がイネーブルの場合に、ポート セキュリティをイネーブルにすることは推奨さ
れません。IEEE 802.1x ではポート単位（IP テレフォニーに MDA が設定されている場合は VLAN
単位）で単一の MAC アドレスが適用されるため、ポート セキュリティは冗長であり、場合によっ
ては期待される IEEE 802.1x の動作と干渉することがあります。

WoL 機能を使用した IEEE 802.1x 認証
IEEE 802.1x 認証の Wake-on-LAN（WoL）機能を使用すると、スイッチにマジック パケットと呼
ばれる特定のイーサネット フレームを受信させて、休止状態の PC を起動させることができます。
この機能は、管理者が休止状態のシステムへ接続しなければならない場合に役立ちます。
WoL を使用するホストが IEEE 802.1x ポートを通じて接続され、ホストの電源がオフになると、
IEEE 802.1x ポートは無許可になります。無許可になったポートは EAPOL パケットしか送受信で
きないため、WoL マジック パケットはホストに届きません。さらに PC が休止状態になると、PC
が認証されなくなるため、スイッチ ポートは閉じたままになります。
スイッチが WoL 機能を有効にした IEEE 802.1x 認証を使用している場合、スイッチはマジック パ
ケットを含むトラフィックを無許可の IEEE 802.1x ポートに転送します。ポートが無許可の間、ス
イッチは EAPOL パケット以外の入力トラフィックをブロックし続けます。ホストはパケットを
受信できますが、パケットをネットワーク内にある他のデバイスに送信できません。

（注）

PortFast がポートでイネーブルになっていないと、そのポートは強制的に双方向ステートにな
ります。
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authentication control-direction in インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して
ポートを単一方向に設定すると、そのポートはスパニングツリーフォワーディングステートに変
わります。ポートは、ホストにパケットを送信できますが、受信はできません。
authentication control-direction both インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用し
てポートを双方向に設定すると、そのポートのアクセスが双方向で制御されます。ポートは、ホ
ストとの間でパケットを送受信しません。

MAC 認証バイパスを使用した IEEE 802.1x 認証
MAC 認証バイパス機能を使用し、クライアント MAC アドレスに基づいてクライアントを許可す
るようにスイッチを設定できます。たとえば、プリンタなどのデバイスに接続された IEEE 802.1x
ポートでこの機能をイネーブルにできます。
クライアントからの EAPOL 応答の待機中に IEEE 802.1x 認証がタイムアウトした場合、スイッチ
は MAC 認証バイパスを使用してクライアントを許可しようとします。
MAC 認証バイパス機能が IEEE 802.1x ポートでイネーブルの場合、スイッチはクライアント ID
として MAC アドレスを使用します。認証サーバには、ネットワーク アクセスを許可されたクラ
イアント MAC アドレスのデータベースがあります。スイッチは、IEEE 802.1x ポート上のクライ
アントを検出した後で、クライアントからのイーサネット パケットを待機します。スイッチは、
MAC アドレスに基づいたユーザ名およびパスワードを持つ RADIUS-access/request フレームを認
証サーバに送信します。認証に成功すると、スイッチはクライアントにネットワークへのアクセ
スを許可します。許可が失敗した場合、ゲスト VLAN が設定されていれば、スイッチはポートを
ゲスト VLAN に割り当てます。このプロセスは、ほとんどのクライアント デバイスで動作しま
す。ただし、代替の MAC アドレス形式を使用しているクライアントでは動作しません。標準の
形式とは異なる MAC アドレスを持つクライアントに対して MAB 認証をどのように実行するか
や、RADIUS の設定のどこでユーザ名とパスワードが異なることが要求されるかを設定できます。
リンクのライフタイム中に EAPOL パケットがインターフェイス上で検出された場合、スイッチ
は、そのインターフェイスに接続されているデバイスが 802.1x 対応サプリカントであることを確
認し、（MAC 認証バイパス機能ではなく）802.1x 認証を使用してインターフェイスを認証しま
す。インターフェイスのリンク ステータスがダウンした場合、EAPOL 履歴はクリアされます。
スイッチがすでに MAC 認証バイパスを使用してポートを許可し、IEEE 802.1x サプリカントを検
出している場合、スイッチはポートに接続されているクライアントを許可します。再認証が発生
するときに、Termination-Action RADIUS 属性値が DEFAULT であるために前のセッションが終了
した場合、スイッチはポートに設定されている認証または再認証手法を使用します。
MAC 認証バイパスで認証されたクライアントは再認証できます。再認証プロセスは、IEEE 802.1x
を使用して認証されたクライアントに対するプロセスと同じです。再認証中は、ポートは前に割
り当てられた VLAN のままです。再認証に成功すると、スイッチはポートを同じ VLAN に保持し
ます。再認証に失敗した場合、ゲスト VLAN が設定されていれば、スイッチはポートをゲスト
VLAN に割り当てます。
再認証が Session-Timeout RADIUS 属性（Attribute[27]）、および Termination-Action RADIUS 属性
（Attribute[29]）に基づいて行われるときに、Termination-Action RADIUS 属性（Attribute[29]）の
アクションが Initialize（属性値は DEFAULT）である場合、MAC 認証バイパス セッションは終了
し、再認証の間の接続は失われます。MAC 認証バイパス機能が IEEE 802.1x 認証がタイムアウト
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した場合、スイッチは MAC 認証バイパス機能を使用して再認証を開始します。これらの AV ペ
アの詳細については、RFC 3580『IEEE 802.1X Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS)
Usage Guidelines』を参照してください。
MAC 認証バイパスは、次の機能と相互に作用します。
• IEEE 802.1x 認証：802.1x 認証がポートでイネーブルの場合にのみ MAC 認証バイパスをイ
ネーブルにできます。
• ゲスト VLAN：クライアントの MAC アドレス ID が無効な場合、ゲスト VLAN が設定され
ていれば、スイッチは VLAN にクライアントを割り当てます。
• 制限付き VLAN：IEEE 802.1x ポートに接続されているクライアントが MAC 認証バイパスで
認証されている場合には、この機能はサポートされません。
• ポート セキュリティ
• 音声 VLAN
• プライベート VLAN：クライアントをプライベート VLAN に割り当てられます。
• Network Edge Access Topology（NEAT）：MAB と NEAT は相互に排他的です。インターフェ
イス上で NEAT が有効の場合は、MAB を有効にすることはできません。また、インターフェ
イス上で MAB が有効の場合は、NEAT を有効にすることはできません。
Cisco IOS Release 12.2(55)SE 以降では、冗長 MAB システム メッセージのフィルタリングをサポー
トします。

Network Admission Control レイヤ 2 IEEE 802.1x 検証
スイッチは、デバイスのネットワークアクセスを許可する前にエンドポイントシステムやクライ
アントのウイルス対策の状態またはポスチャを調べる Network Admission Control（NAC）レイヤ
2 IEEE 802.1x 検証をサポートしています。NAC レイヤ 2 IEEE 802.1x 検証を使用すると、以下の
作業を実行できます。
• Session-Timeout RADIUS 属性（属性 [27]）と Termination-Action RADIUS 属性（属性 [29]）を
認証サーバからダウンロードします。
• Session-Timeout RADIUS 属性（属性 [27]）の値として再認証試行間の秒数を指定し、RADIUS
サーバからクライアントのアクセス ポリシーを取得します。
• スイッチが Termination-Action RADIUS 属性（属性[29]）を使用してクライアントを再認証す
る際のアクションを設定します。値が DEFAULT であるか、値が設定されていない場合、セッ
ションは終了します。値が RADIUS 要求の場合、再認証プロセスが開始します。
• VLAN の番号や名前、または VLAN グループ名のリストを Tunnel Group Private ID（属性
[81]）の値として設定し、VLAN の番号や名前、または VLAN グループ名のプリファレンス
を Tunnel Preference（属性 [83]）の値として設定します。Tunnel Preference を設定しない場
合、最初の Tunnel Group Private ID（属性 [81]）属性がリストから選択されます。
• show authentication 特権 EXEC コマンドを使用して、クライアントのポスチャを表示する
NAC ポスチャ トークンを表示します。
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• ゲスト VLAN としてセカンダリ プライベート VLAN を設定します。
NAC レイヤ 2 IEEE 802.1x 検証の設定は、RADIUS サーバにポスチャ トークンを設定する必要が
あることを除いて、IEEE 802.1x ポートベース認証と似ています。

柔軟な認証の順序設定
柔軟な認証の順序設定を使用して、ポートが新しいホストを認証するときに使用する方法の順序
を設定できます。The IEEE 802.1X の柔軟な認証機能では、以下の 3 つの認証方法をサポートして
います。
• dot1X：IEEE 802.1X 認証はレイヤ 2 の認証方式です。
• mab：MAC 認証バイパスはレイヤ 2 の認証方式です。
• webauth：Web 認証はレイヤ 3 の認証方式です。
この機能を使用すると、各ポートでどの認証方式を使用するかを制御できます。また、そのポー
トの方式についてフェールオーバー順も制御できます。たとえば、MAC認証バイパスおよび802.1x
は、プライマリまたはセカンダリ認証方法として使用し、Web認証は、これらの認証のいずれか、
または両方が失敗した場合のフォールバック方法として使用できます。
The IEEE 802.1X の柔軟な認証機能では、以下のホスト モードをサポートしています。
• multi-auth：マルチ認証では、音声 VLAN に 1 つの認証、データ VLAN に複数の認証を使用
できます。
• multi-domain：マルチドメイン認証では、音声 VLAN に 1 つ、データ VLAN に 1 つ、計 2 つ
の認証を使用できます。
関連トピック
柔軟な認証順序の設定, （1232 ページ）

Open1x 認証
Open1x 認証によって、デバイスが認証される前に、そのデバイスがポートにアクセスできるよう
になります。オープン認証が設定されている場合、新しいホストはポートに定義されているアク
セス コントロール リスト（ACL）に基づいてトラフィックを渡します。ホストが認証されると、
RADIUS サーバに設定されているポリシーがそのホストに適用されます。
オープン認証を次の状況で設定できます。
• シングル ホスト モードでのオープン認証：1 人のユーザだけが認証の前後にネットワークに
アクセスできます。
• MDA モードでのオープン認証：音声ドメインの 1 人のユーザだけ、およびデータ ドメイン
の 1 人のユーザだけが許可されます。
• マルチ ホスト モードでのオープン認証：任意のホストがネットワークにアクセスできます。
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• 複数認証モードでのオープン認証：MDA の場合と似ていますが、複数のホストを認証でき
ます。

（注）

オープン認証が設定されている場合は、他の認証制御よりも優先されます。
これは、authentication open インターフェイス コンフィギュレーション コマ
ンドを使用した場合、authentication port-control インターフェイス コンフィ
ギュレーション コマンドに関係なく、ポートがホストにアクセス権を付与す
ることを意味します。

関連トピック
Open1x の設定, （1234 ページ）

マルチドメイン認証
スイッチはマルチドメイン認証（MDA）をサポートしています。これにより、データ装置と IP
Phone などの音声装置（シスコ製品またはシスコ以外の製品）の両方を同じスイッチ ポート上で
認証できます。ポートはデータ ドメインと音声ドメインに分割されます。

（注）

すべてのホスト モードで、ポートベース認証が設定されている場合、ライン プロトコルは許
可の前にアップのままです。
MDA では、デバイス認証の順序が指定されません。ただし、最適な結果を得るには、MDA 対応
のポート上のデータ デバイスよりも前に音声デバイスを認証することを推奨します。
MDA を設定するときには、次の注意事項に従ってください。
• MDA のスイッチ ポートを設定する必要があります。
• ホスト モードがマルチドメインに設定されている場合、IP Phone の音声 VLAN を設定する必
要があります。
• MDA 対応ポートでの音声 VLAN 割り当ては、Cisco IOS Release 12.2(40)SE 以降でサポートさ
れています。
• 音声デバイスを認可するには、値を device-traffic-class=voice に設定した Cisco 属性値（AV）
ペア属性を送信するように AAA サーバを設定する必要があります。この値を使用しない場
合、音声デバイスはデータ デバイスとして扱われます。
• ゲスト VLAN および制限付き VLAN 機能は、MDA 対応のポートのデータ デバイスだけに適
用されます。許可に失敗した音声デバイスは、データ デバイスとして扱われます。
• 複数のデバイスでポートの音声またはデータ ドメインの許可を行おうとすると、errordisable
になります。
• デバイスが許可されるまで、ポートはそのトラフィックをドロップします。他社製 IP Phone
または音声デバイスはデータおよび音声 VLAN の両方に許可されます。データ VLAN では、
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音声デバイスを DHCP サーバに接続して IP アドレスおよび音声 VLAN 情報を取得すること
ができます。音声デバイスが 音声 VLAN で送信を開始すると、データ VLAN へのアクセス
はブロックされます。
• データ VLAN とバインドしている音声デバイス MAC アドレスは、ポート セキュリティ MAC
アドレス制限にカウントされません。
• MDA では、IEEE 802.1x 認証をサポートしていないデバイスへのスイッチ ポートの接続を許
可するフォールバック メカニズムとして、MAC 認証バイパスを使用できます。
• データまたは音声デバイスがポートで検出されると、認証に成功するまでその MAC アドレ
スがブロックされます。許可に失敗した場合、MAC アドレスが 5 分間ブロックされたまま
になります。
• ポートが未認証中に 6 つ以上のデバイスがデータ VLAN で検出された場合や、複数の音声デ
バイスが音声 VLAN で検出された場合、ポートは errdisable になります。
• ポートのホスト モードをシングルホスト モードまたはマルチホスト モードからマルチドメ
イン モードに変更すると、ポートでは許可されたデータ デバイスは許可されたままになり
ます。ただし、ポートの音声 VLAN で許可されている Cisco IP Phone は自動的に削除される
ので、そのポートでは再認証を行う必要があります。
• ゲスト VLAN や制限付き VLAN などのアクティブ フォールバック メカニズムは、ポートを
シングル モードまたはマルチホスト モードからマルチドメイン モードに変更したあとでも
設定されたままになります。
• ポートのホスト モードをマルチドメイン モードからシングル モードまたはマルチホスト
モードに変更すると、許可されているすべてのデバイスがポートから削除されます。
• まずデータ ドメインを許可してゲスト VLAN に参加させる場合、IEEE 802.1x 非対応の音声
デバイスは、音声 VLAN のパケットをタグ付けして、認証を開始する必要があります。
• MDA 対応ポートでは、ユーザ単位 ACL を推奨しません。ユーザ単位 ACL ポリシーを備え
た、許可されたデバイスは、ポートの音声 VLAN とデータ VLAN の両方のトラフィックに
影響を与えることがあります。このようなデバイスを使用する場合は、ポートでユーザ単位
ACL を適用するデバイスは 1 台だけにしてください。

ユーザのログイン制限
ログイン制限機能では、ネットワーク管理者が、ユーザによるネットワークへのログイン試行を
制限することができます。ユーザによるネットワークへのログインの試行が、設定可能な時間制
限内かつ設定可能な回数以内に成功しなかった場合、ユーザをブロックできます。この機能は、
ローカルユーザに対してだけ有効であり、リモートユーザは利用できません。この機能を有効に
するには、グローバル コンフィギュレーション モードで aaa authentication rejected コマンドを設
定する必要があります。
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Network Edge Access Topology（NEAT）を使用した 802.1x サプリカントおよびオーセ
ンティケータ
Network Edge Access Topology（NEAT）機能は、ワイヤリング クローゼット（会議室など）外の
領域まで識別を拡張します。これにより、任意のタイプのデバイスをポートで認証できます。
• 802.1x スイッチ サプリカント：802.1x サプリカント機能を使用することで、別のスイッチの
サプリカントとして機能するようにスイッチを設定できます。この設定は、たとえば、ス
イッチがワイヤリング クローゼット外にあり、トランク ポートを介してアップストリーム
スイッチに接続される場合に役に立ちます。802.1x スイッチ サプリカント機能を使用して設
定されたスイッチは、セキュアな接続のためにアップストリーム スイッチで認証します。サ
プリカント スイッチが認証に成功すると、オーセンティケータ スイッチでポート モードが
アクセスからトランクに変更されます。サプリカント スイッチでは、CISP を有効にすると
きに手動でトランクを設定する必要があります。

（注）

NEAT 設定は、802.1x を使用してスイッチを認証するためにサポートおよび認
定されている唯一の方法です。ネットワーク スイッチを認証するその他の方
法では、未定義の動作が発生する可能性があります。

• アクセス VLAN は、オーセンティケータ スイッチで設定されている場合、認証が成功した
後にトランク ポートのネイティブ VLAN になります。
デフォルトでは、BPDU ガードがイネーブルにされたオーセンティケータ スイッチにサプリカン
トのスイッチを接続する場合、オーセンティケータのポートはサプリカント スイッチが認証する
前にスパニングツリー プロトコル（STP）のブリッジ プロトコル データ ユニット（BPDU）を受
信した場合、errdisable 状態になる可能性があります。Cisco IOS Release 15.0(1) SE 以降では、認証
中にサプリカントのポートから送信されるトラフィックを制御できます。dot1x supplicant controlled
transient グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力すると、認証が完了する前にオーセ
ンティケータ ポートがシャットダウンすることがないように、認証中に一時的にサプリカントの
ポートをブロックします。認証に失敗すると、サプリカントのポートが開きます。no dot1x
supplicant controlled transient グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力すると、認証
期間中にサプリカント ポートが開きます。これはデフォルトの動作です。
BPDU ガードが spanning-tree bpduguard enable インターフェイス コンフィギュレーション コマ
ンドによりオーセンティケータのスイッチ ポートでイネーブルになっている場合、サプリカント
スイッチで dot1x supplicant controlled transient コマンドを使用することを強く推奨します。

（注）

spanning-tree portfast bpduguard default グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用
して、グローバルにオーセンティケータ スイッチで BPDU ガードをイネーブルにした場合、
dot1x supplicant controlled transient コマンドを入力すると、BPDU の違反が避けられなくなり
ます。
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1 つ以上のサプリカント スイッチに接続するオーセンティケータ スイッチ インターフェイスで
MDA または multiauth モードをイネーブルにできます。マルチホスト モードはオーセンティケー
タ スイッチ インターフェイスではサポートされていません。
インターフェイスで有効になっているシングルホストモードでオーセンティケータスイッチをリ
ブートすると、インターフェイスが認証前に err-disabled 状態に移行する場合があります。err-disabled
状態から回復するには、オーセンティケータ ポートをフラップしてインターフェイスを再度アク
ティブにし、認証を開始します。
すべてのホスト モードで機能するように dot1x supplicant force-multicast グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを Network Edge Access Topology（NEAT）のサプリカント スイッチで使用し
ます。
• ホスト許可：許可済み（サプリカントでスイッチに接続する）ホストからのトラフィックだ
けがネットワークで許可されます。これらのスイッチは、Client Information Signalling Protocol
（CISP）を使用して、サプリカント スイッチに接続する MAC アドレスをオーセンティケー
タ スイッチに送信します。
• 自動イネーブル化：オーセンティケータ スイッチでのトランク コンフィギュレーションを
自動的にイネーブル化します。これにより、サプリカントスイッチから着信する複数のVLAN
のユーザ トラフィックが許可されます。ACS で cisco-av-pair を device-traffic-class=switch と
して設定します（この設定は group または user 設定で行うことができます）。
図 69：CISP を使用したオーセンティケータまたはサプリカント スイッチ

1

ワークステーション（クライ 2
アント）

サプリカント スイッチ
（ワイヤリング クロー
ゼット外）

3

オーセンティケータ スイッチ 4

Access Control Server
（ACS）

5

トランク ポート
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（注）

switchport nonegotiate コマンドは、NEAT を使用したサプリカントおよびオーセンティケータ
スイッチではサポートされません。このコマンドは、トポロジのサプリカント側で設定しない
でください。オーセンティケータ サーバ側で設定した場合は、内部マクロによってポートか
らこのコマンドが自動的に削除されます。

音声認識 802.1x セキュリティ
（注）

音声認識 IEEE 802.1x 認証を使用するには、スイッチが LAN Base イメージを実行している必
要があります。
音声認識 802.1x セキュリティ機能を使用して、セキュリティ違反が発生した場合にデータまたは
音声 VLAN に関係なく VLAN だけをディセーブルにするようにスイッチを設定します。以前のリ
リースでは、セキュリティ違反の原因であるデータ クライアントを認証しようとすると、ポート
全体がシャットダウンし、接続が完全に切断されます。
この機能は、PC が IP Phone に接続されている IP Phone 環境で使用できます。データ VLAN でセ
キュリティ違反が検出されると、データ VLAN だけがシャットダウンされます。音声 VLAN のト
ラフィックは中断することなくスイッチで送受信されます。
関連トピック
音声認識 802.1x セキュリティの設定, （1181 ページ）

コモン セッション ID
認証マネージャは、使用された認証方式が何であれ、クライアントの単一のセッション ID（共通
セッション ID）を使用します。この ID は、表示コマンドや MIB などのすべてのレポートに使用
されます。セッション ID は、セッション単位のすべての Syslog メッセージに表示されます。
セッション ID には、次の情報が含まれます。
• ネットワーク アクセス デバイス（NAD）の IP アドレス
• 一意の 32 ビット整数（機械的に増加します）
• セッション開始タイム スタンプ（32 ビット整数）
次に、show authentication コマンドの出力に表示されたセッション ID の例を示します。この例で
は、セッション ID は 160000050000000B288508E5 です。
Switch# show authentication sessions
Interface MAC Address
Method
Domain
Fa4/0/4
0000.0000.0203 mab
DATA

Status
Authz Success

Session ID
160000050000000B288508E5
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次に、Syslog 出力にセッション ID が表示される例を示します。この例でも、セッション ID は
160000050000000B288508E5 です。
1w0d: %AUTHMGR-5-START: Starting 'mab' for client (0000.0000.0203) on Interface Fa4/0/4
AuditSessionID 160000050000000B288508E5
1w0d: %MAB-5-SUCCESS: Authentication successful for client (0000.0000.0203) on Interface
Fa4/0/4 AuditSessionID 160000050000000B288508E5
1w0d: %AUTHMGR-7-RESULT: Authentication result 'success' from 'mab' for client
(0000.0000.0203) on Interface Fa4/0/4 AuditSessionID 160000050000000B288508E5

セッション ID は、NAD、AAA サーバ、その他のレポート分析アプリケーションでクライアント
を識別するために使用されます。ID は自動的に表示されます。設定は必要ありません。

802.1x ポートベース認証の設定方法
802.1x 認証のデフォルト設定
表 97：802.1x 認証のデフォルト設定

機能

デフォルト設定

スイッチの 802.1x イネーブル ステート ディセーブル
ポート単位の 802.1x イネーブル ステー ディセーブル（force-authorized）
ト
ポートはクライアントとの 802.1x ベース認証を行わず
に、通常のトラフィックを送受信します。
ディセーブル

AAA
RADIUS サーバ
• IP アドレス
• UDP 認証ポート
• デフォルトのアカウンティング
ポート

• 指定なし
• 1645。
• 1646。
• 指定なし

• Key
ホスト モード

シングル ホスト モード

制御方向

双方向制御

定期的な再認証

ディセーブル

再認証の間隔（秒）

3600 秒
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機能

デフォルト設定

再認証回数

2 回（ポートが無許可ステートに変わる前に、スイッチ
が認証プロセスを再開する回数）

待機時間

60 秒（スイッチがクライアントとの認証情報の交換に
失敗した後、待機状態を続ける秒数）

再送信時間

30 秒（スイッチが EAP-Request/Identity フレームに対す
るクライアントからの応答を待ち、要求を再送信する
までの秒数）

最大再送信回数

2 回（スイッチが認証プロセスを再開する前に、
EAP-Request/Identity フレームを送信する回数）

クライアント タイムアウト時間

30 秒（認証サーバからの要求をクライアントにリレー
するとき、スイッチが返答を待ち、クライアントに要
求を再送信するまでの時間）

認証サーバ タイムアウト時間

30 秒（クライアントからの応答を認証サーバにリレー
するとき、スイッチが応答を待ち、応答をサーバに再
送信するまでの時間）
dot1x timeout server-timeout インターフェイス コンフィ
ギュレーション コマンドを使用して、このタイムアウ
ト時間を変更できます。

無活動タイムアウト

ディセーブル

ゲスト VLAN

指定なし

アクセス不能認証バイパス

ディセーブル

制限付き VLAN

指定なし

オーセンティケータ（スイッチ）モー
ド

指定なし

MAC 認証バイパス

ディセーブル

音声認識セキュリティ

ディセーブル

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーション
ガイド
1175

802.1x ポートベース認証の設定方法

802.1x 認証設定時の注意事項
802.1X 認証
802.1x 認証を設定する場合の注意事項は、次のとおりです。
• 802.1x 認証をイネーブルにすると、他のレイヤ 2 またはレイヤ 3 機能がイネーブルになる前
に、ポートが認証されます。
• 802.1x 対応ポートが割り当てられている VLAN が変更された場合、この変更は透過的でス
イッチには影響しません。たとえば、ポートが RADIUS サーバに割り当てられた VLAN に
割り当てられ、再認証後に別の VLAN に割り当てられた場合に、この変更が発生します。
802.1x ポートが割り当てられている VLAN がシャットダウン、ディセーブル、または削除さ
れる場合、ポートは無許可になります。たとえば、ポートが割り当てられたアクセス VLAN
がシャットダウンまたは削除された後、ポートは無許可になります。
• 802.1x プロトコルは、レイヤ 2 スタティックアクセス ポート、音声 VLAN ポート、および
レイヤ 3 ルーテッド ポートでサポートされますが、次のポート タイプではサポートされま
せん。
◦ ダイナミック ポート：ダイナミック モードのポートは、ネイバーとトランク ポートへ
の変更をネゴシエートする場合があります。ダイナミック ポートで 802.1x 認証をイネー
ブルにしようとすると、エラー メッセージが表示され、802.1x 認証はイネーブルになり
ません。802.1x 対応ポートのモードをダイナミックに変更しようとしても、エラー メッ
セージが表示され、ポート モードは変更されません。
◦ EtherChannel ポート：アクティブまたはアクティブでない EtherChannel メンバを 802.1x
ポートとして設定しないでください。EtherChannel ポートで 802.1x 認証をイネーブルに
しようとすると、エラー メッセージが表示され、802.1x 認証はイネーブルになりませ
ん。
◦ スイッチド ポート アナライザ（SPAN）およびリモート SPAN（RSPAN）宛先ポート：
SPAN または RSPAN 宛先ポートであるポートの 802.1x 認証をイネーブルにすることが
できます。ただし、ポートを SPAN または RSPAN 宛先ポートとして削除するまでは、
802.1x 認証はディセーブルになります。SPAN または RSPAN 送信元ポートでは 802.1x
認証をイネーブルにすることができます。
• スイッチ上で、dot1x system-auth-control グローバル コンフィギュレーション コマンドを入
力して 802.1x 認証をグローバルにイネーブルにする前に、802.1x 認証と EtherChannel が設定
されているインターフェイスから、EtherChannel の設定を削除してください。
• Cisco IOS Release 12.2(55)SE 以降のリリースでは、802.1x 認証に関連するシステム メッセー
ジのフィルタリングがサポートされています。
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VLAN 割り当て、ゲスト VLAN、制限付き VLAN、アクセス不能認証バイパス
VLAN 割り当て、ゲスト VLAN、制限付き VLAN、およびアクセス不能認証バイパス設定時の注
意事項は、次のとおりです。
• 802.1x 認証をポート上でイネーブルにすると、音声 VLAN の機能を持つポート VLAN は設
定できません。
• トランク ポート、ダイナミック ポート、または VMPS によるダイナミック アクセス ポート
割り当ての場合、VLAN 割り当て機能を使用した 802.1x 認証はサポートされません。
• RSPAN VLAN または音声 VLAN を除くあらゆる VLAN を、802.1x ゲスト VLAN として設定
できます。ゲスト VLAN 機能は、内部 VLAN（ルーテッド ポート）またはトランク ポート
ではサポートされていません。アクセス ポート上でだけサポートされます。
• DHCP クライアントが接続されている 802.1x ポートのゲスト VLAN を設定した後、DHCP
サーバからホスト IP アドレスを取得する必要があります。クライアント上の DHCP プロセ
スが時間切れとなり DHCP サーバからホスト IP アドレスを取得しようとする前に、スイッ
チ上の 802.1x 認証プロセスを再起動する設定を変更できます。802.1x 認証プロセスの設定を
軽減します（authentication timer inactivity および authentication timer reauthentication イン
ターフェイス コンフィギュレーション コマンド）。設定の減少量は、接続された 802.1x ク
ライアントのタイプによって異なります。
• アクセス不能認証バイパス機能を設定する際には、次の注意事項に従ってください。
◦ この機能はシングル ホスト モードおよびマルチホスト モードの 802.1x ポートでサポー
トされます。
◦ Windows XP を稼働しているクライアントに接続されたポートがクリティカル認証ステー
トの場合、Windows XP はインターフェイスが認証されないと報告する場合があります。
◦ Windows XP クライアントで DHCP が設定され、DHCP サーバからの IP アドレスがある
場合、クリティカル ポートで EAP 認証成功メッセージを受信しても DHCP 設定プロセ
スを再初期化しません。
◦ アクセス不能認証バイパス機能および制限 VLAN を 802.1x ポート上に設定できます。
スイッチが制限付き VLAN 内でクリティカル ポートを再認証しようとし、すべての
RADIUS サーバが利用不可能な場合、スイッチはポート ステートをクリティカル認証ス
テートに変更し、制限付き VLAN に残ります。
◦ CTS リンクがクリティカル認証モードである場合にマスターがリロードすると、SGT を
デバイスに設定したポリシーは新しいマスターでは使用できません。これは、内部バイ
ンドが 3750-X スイッチ スタックのスタンバイ スイッチと同期しないためです。
• RSPAN VLAN または音声 VLAN を除くあらゆる VLAN を、802.1x 制限付き VLAN として設
定できます。制限付き VLAN 機能は、内部 VLAN（ルーテッド ポート）またはトランク ポー
トではサポートされていません。アクセス ポート上でだけサポートされます。
• ワイヤレス ゲスト クライアントが固定クライアント VLAN の代わりに外部クライアント
VLAN から IP を取得する際には、クライアントに新しい DHCP 要求を発行するために、
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WLAN 設定で ip dhcp required コマンドを使用する必要があります。これは、クライアント
がアンカーで正しくない IP を取得することを防止します。
• Cisco WLC（外部の）のリロード後に、有線ゲスト クライアントが IP アドレスの取得に失敗
した場合は、クライアントによって使用されているポートで shut/no shut を実行して再接続し
ます。

MAC 認証バイパス
MAC 認証バイパス設定時の注意事項は次のとおりです。
• 特に明記していないかぎり、MAC 認証バイパスの注意事項は 802.1x 認証のものと同じです。
• ポートが MAC アドレスで許可された後に、ポートから MAC 認証バイパスをディセーブル
にしても、ポート ステートに影響はありません。
• ポートが未許可ステートであり、クライアント MAC アドレスが認証サーバ データベースに
ない場合、ポートは未許可ステートのままです。ただし、クライアント MAC アドレスがデー
タベースに追加されると、スイッチは MAC 認証バイパス機能を使用してポートを再認証で
きます。
• ポートが認証ステートにない場合、再認証が行われるまでポートはこのステートを維持しま
す。
• MAC 認証バイパスにより接続されているが、非アクティブなホストのタイムアウト時間を
設定できます。指定できる範囲は 1 ～ 65535 秒です。

ポートあたりのデバイスの最大数
802.1x 対応のポートに接続できるデバイスの最大数です。
• シングル ホスト モードの場合、アクセス VLAN で接続できるデバイスは 1 台だけです。ポー
トが音声 VLAN でも設定されている場合、音声 VLAN を介して送受信できる Cisco IP Phone
の数には制限はありません。
• マルチドメイン認証（MDA）モードの場合、アクセス VLAN で 1 台のデバイス、音声 VLAN
で 1 台の IP Phone が許可されます。
• マルチホスト モードでは、1 つの 802.1x サプリカントだけがポートで許可されますが、非
802.1x ホストは数に制限なく、アクセス VLAN で許可されます。音声 VLAN で許可される
デバイスの数には制限はありません。

802.1x 準備状態チェックの設定
802.1x 準備状態チェックは、すべてのスイッチ ポートの 802.1x アクティビティをモニタリング
し、802.1x をサポートするポートに接続されているデバイスの情報を表示します。この機能を使
用して、スイッチ ポートに接続されているデバイスが 802.1x に対応できるかどうかを判別できま
す。
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802.1x 準備状態チェックは、802.1x で設定できるすべてのポートで使用できます。準備状態チェッ
クは、dot1x force-unauthorized として設定されるポートでは使用できません。
802.1x 準備状態チェックをスイッチでイネーブルにする場合には、次の手順に従ってください。

はじめる前に
準備状態チェックをスイッチでイネーブルにする場合、次の注意事項に従ってください。
• 準備状態チェックは通常、802.1x がスイッチでイネーブルにされる前に使用されます。
• インターフェイスを指定せずに dot1x test eapol-capable 特権 EXEC コマンドを使用すると、
スイッチ スタックのすべてのポートがテストされます。
• dot1x test eapol-capable コマンドを 802.1x 対応のポートで設定し、リンクがアップになると、
ポートは、802.1x に対応するかどうか、接続クライアントでクエリーを実行します。クライ
アントが通知パケットに応答すると、802.1x 対応です。クライアントがタイムアウト時間内
に応答すると Syslog メッセージが生成されます。クライアントがクエリーに応答しない場
合、クライアントは 802.1x 対応ではありません。Syslog メッセージは生成されません。
• dot1x test eapol-capable コマンドを 802.1x 対応のポートで設定し、リンクがアップになると、
ポートは、802.1x に対応するかどうか、接続クライアントでクエリーを実行します。クライ
アントが通知パケットに応答すると、802.1x 対応です。クライアントがタイムアウト時間内
に応答すると Syslog メッセージが生成されます。クライアントがクエリーに応答しない場
合、クライアントは 802.1x 対応ではありません。Syslog メッセージは生成されません。
• 準備状態チェックは、複数のホスト（たとえば、IP Phone に接続される PC）を扱うポートに
送信できます。Syslog メッセージは、タイマー時間内に準備状態チェックに応答する各クラ
イアントに生成されます。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. dot1x test eapol-capable [interface interface-id]
4. dot1x test timeout timeout
5. end
6. show running-config
7. 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。パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

dot1x test eapol-capable [interface
interface-id]

スイッチ上で 802.1x 準備状態チェックをイネーブルに
します。

例：

（任意）interface-id では、IEEE 802.1x の準備状態を
チェックするポートを指定します。

Switch# dot1x test eapol-capable
interface gigabitethernet1/0/13
DOT1X_PORT_EAPOL_CAPABLE:DOT1X: MAC
00-01-02-4b-f1-a3 on
gigabitethernet1/0/13 is EAPOL
capable

（注）

オプションの interface キーワードを省略した
場合、スイッチのすべてのインターフェイス
がテストされます。

ステップ 4

dot1x test timeout timeout

（任意）EAPOL 応答の待機に使用するタイムアウトを
設定します。範囲は 1 ～ 65535 秒です。デフォルトは
10 秒です。

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# end

ステップ 6

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 7

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保
存します。

例：
Switch# copy running-config
startup-config
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関連トピック
802.1x 準備状態チェック, （1151 ページ）

音声認識 802.1x セキュリティの設定
（注）

音声認識 IEEE 802.1x 認証を使用するには、スイッチが LAN Base イメージを実行している必
要があります。
音声認識 802.1x セキュリティ機能をスイッチで使用して、セキュリティ違反が発生した場合に
データまたは音声 VLAN に関係なく VLAN だけをディセーブルにします。この機能は、PC が IP
Phone に接続されている IP Phone 環境で使用できます。データ VLAN でセキュリティ違反が検出
されると、データ VLAN だけがシャットダウンされます。音声 VLAN のトラフィックは中断する
ことなくスイッチで送受信されます。
スイッチで音声認識 802.1x 音声セキュリティを設定する場合、次の注意事項に従ってください。
• errdisable detect cause security-violation shutdown vlan グローバル コンフィギュレーション
コマンドを入力して、音声認識 802.1x セキュリティをイネーブルにします。音声認識 802.1x
セキュリティをディセーブルにするには、このコマンドの no バージョンを入力します。こ
のコマンドは、スイッチの 802.1x 設定ポートのすべてに適用されます。

（注）

shutdown vlan キーワードを指定しない場合、error-disabled ステートになった
ときにポート全体がシャットダウンされます。

• errdisable recovery cause security-violation グローバル コンフィギュレーション コマンドを使
用して、error-disabled リカバリを設定すると、ポートは自動的に再びイネーブルにされます。
error-disabled リカバリがポートで設定されていない場合、shutdown および no shutdown イ
ンターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用してポートを再びイネーブルにし
ます。
• 個々の VLAN を再びイネーブルにするには、clear errdisable interface interface-idvlan [vlan-list]
特権 EXEC コマンドを使用します。範囲を指定しない場合、ポートのすべての VLAN がイ
ネーブルにされます。
音声認識 802.1x セキュリティをイネーブルにするには、特権 EXEC モードで次の手順を実行しま
す。

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーション
ガイド
1181

802.1x ポートベース認証の設定方法

手順の概要
1. configure terminal
2. errdisable detect cause security-violation shutdown vlan
3. errdisable recovery cause security-violation
4. clear errdisable interfaceinterface-id vlan [vlan-list]
5. 次を入力します。
• shutdown
• no shutdown
6. end
7. show errdisable detect

手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2

errdisable detect cause
security-violation shutdown vlan

セキュリティ違反エラーが発生したすべての VLAN をシャッ
トダウンします。
shutdown vlan キーワードを指定しない場合、すべて
のポートが errdisable ステートになり、シャットダウ
ンされます。
グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
（注）

ステップ 3

errdisable recovery cause
security-violation

ステップ 4

clear errdisable interfaceinterface-id （任意）errordisable になっている個々の VLAN を再びイネー
vlan [vlan-list]
ブルにします。
• interface-id の場合、個々の VLAN を再びイネーブルにす
るポートを指定します。
• （任意）vlan-list の場合、再びイネーブルにする VLAN の
リストを指定します。vlan-list を指定しない場合は、すべ
ての VLAN が再びイネーブルになります。

ステップ 5

次を入力します。
• shutdown

（任意）errordisable の VLAN を再びイネーブルにして、すべ
ての errordisable 指示をクリアします。

• no shutdown
ステップ 6

end

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 7

show errdisable detect

入力内容を確認します。
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次に、セキュリティ違反エラーが発生した任意の VLAN をシャットダウンするようにスイッチを
設定する例を示します。
Switch(config)# errdisable detect cause security-violation shutdown vlan
次に、ポート ギガビット イーサネット 40/2 で errdisable ステートであったすべての VLAN を再度
イネーブルにする方法を示します。
clear errdisable interface gigabitethernet4/0/2
vlan
show errdisable detect 特権 EXEC コマンドを入力すると、設定を確認できます。
Switch#

関連トピック
音声認識 802.1x セキュリティ, （1173 ページ）

802.1x 違反モードの設定
次に示す状況で、シャットダウン、Syslog エラーを生成、または新しいデバイスからのパケット
を廃棄するように 802.1x ポートを設定できます。
• デバイスが 802.1x 対応のポートに接続した
• ポートで認証されるデバイスの最大数に達した
スイッチ上にセキュリティ違反アクションを設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行
します。

手順の概要
1. configureterminal
2. aaa new-model
3. aaa authentication dot1x {default} method1
4. interface interface-id
5. switchport mode access
6. authentication violation {shutdown | restrict | protect | replace}
7. 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

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

aaa new-model

AAA をイネーブルにします。

例：
Switch(config)# aaa new-model

ステップ 3

aaa authentication dot1x {default}
method1
例：
Switch(config)# aaa authentication
dot1x default group radius

802.1x 認証方式リストを作成します。
authentication コマンドに名前付きリストが指定されていない
場合に使用するデフォルトのリストを作成するには、default
キーワードの後ろにデフォルト状況で使用する方式を指定し
ます。デフォルトの方式リストは、自動的にすべてのポート
に適用されます。
method1 には、group radius キーワードを入力して、認証用の
すべての RADIUS サーバ リストを使用できるようにします。

ステップ 4

interface interface-id
例：

IEEE 802.1x 認証をイネーブルにするクライアントに接続して
いるポートを指定し、インターフェイス コンフィギュレー
ション モードを開始します。

Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/4

ステップ 5

switchport mode access

ポートをアクセス モードに設定します。

例：
Switch(config-if)# switchport mode
access

ステップ 6

authentication violation {shutdown |
restrict | protect | replace}

違反モードを設定します。キーワードの意味は次のとおりで
す。

例：

• shutdown：エラーによってポートがディセーブルになり

Switch(config-if)# authentication
violation restrict

• restrict：Syslog エラーを生成します。

ます。

• protect：トラフィックをポートに送信するすべての新し
いデバイスからパケットをドロップします。
• replace：現在のセッションを削除し、新しいホストで認
証します。
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ステップ 7

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：
Switch(config-if)# end

802.1X 認証の設定
ユーザ単位 ACL または VLAN 割り当てを可能にするには、AAA 許可をイネーブルにしてネット
ワーク関連のすべてのサービス要求に対してスイッチを設定する必要があります。
次に、802.1x の AAA プロセスを示します。

はじめる前に
802.1x ポートベース認証を設定するには、認証、許可、アカウンティング（AAA）をイネーブル
にして認証方式リストを指定する必要があります。方式リストは、ユーザ認証のためにクエリー
送信を行う手順と認証方式を記述したものです。

手順の概要
1. ユーザがスイッチのポートに接続します。
2. 認証が実行されます。
3. RADIUS サーバ設定に基づいて、VLAN 割り当てが適宜イネーブルになります。
4. スイッチが開始メッセージをアカウンティング サーバに送信します。
5. 必要に応じて、再認証が実行されます。
6. スイッチが仮のアカウンティング アップデートを、再認証結果に基づいたアカウンティング
サーバに送信します。
7. ユーザがポートから切断します。
8. スイッチが停止メッセージをアカウンティング サーバに送信します。

手順の詳細
コマンドまたはアクション
ステップ 1

ユーザがスイッチのポートに接続します。

ステップ 2

認証が実行されます。

ステップ 3

RADIUS サーバ設定に基づいて、VLAN 割り当てが適宜イネーブルになりま
す。

目的
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コマンドまたはアクション
ステップ 4

スイッチが開始メッセージをアカウンティング サーバに送信します。

ステップ 5

必要に応じて、再認証が実行されます。

ステップ 6

スイッチが仮のアカウンティング アップデートを、再認証結果に基づいた
アカウンティング サーバに送信します。

ステップ 7

ユーザがポートから切断します。

ステップ 8

スイッチが停止メッセージをアカウンティング サーバに送信します。

目的

802.1x ポートベース認証の設定
802.1x ポートベース認証を設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順の概要
1. configureterminal
2. aaa new-model
3. aaa authentication dot1x {default} method1
4. dot1x system-auth-control
5. aaa authorization network {default} group radius
6. radius-server host ip-address
7. radius-server key string
8. interface interface-id
9. switchport mode access
10. authentication port-control auto
11. dot1x pae authenticator
12. 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

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

aaa new-model

AAA をイネーブルにします。

例：
Switch(config)# aaa new-model

ステップ 3

aaa authentication dot1x {default}
method1
例：
Switch(config)# aaa authentication
dot1x default group radius

802.1x 認証方式リストを作成します。
authentication コマンドに名前付きリストが指定されていな
い場合に使用するデフォルトのリストを作成するには、
default キーワードの後ろにデフォルト状況で使用する方式
を指定します。デフォルトの方式リストは、自動的にすべ
てのポートに適用されます。
method1 には、group radius キーワードを入力して、認証
用のすべての RADIUS サーバ リストを使用できるように
します。
（注）

ステップ 4

dot1x system-auth-control

group radius キーワード以外にもコマンドライン
のヘルプ ストリングに表示されますが、サポー
トされていません。

スイッチで 802.1x 認証をグローバルにイネーブルにしま
す。

例：
Switch(config)# dot1x
system-auth-control

ステップ 5

aaa authorization network {default} group （任意）ユーザ単位 ACL や VLAN 割り当てなど、ネット
radius
ワーク関連のすべてのサービス要求に対するユーザRADIUS
許可をスイッチに設定します。
例：
Switch(config)# aaa authorization
network default group radius

ステップ 6

radius-server host ip-address

（任意）RADIUS サーバの IP アドレスを指定します。

例：
Switch(config)# radius-server host
124.2.2.12

ステップ 7

radius-server key string
例：

（任意）RADIUS サーバ上で動作する RADIUS デーモンと
スイッチの間で使用する認証および暗号キーを指定しま
す。

Switch(config)# radius-server key
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コマンドまたはアクション

目的

abc1234

ステップ 8

interface interface-id
例：

IEEE 802.1x 認証をイネーブルにするクライアントに接続し
ているポートを指定し、インターフェイス コンフィギュ
レーション モードを開始します。

Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/2

ステップ 9

switchport mode access

（任意）ステップ 6 および 7 で RADIUS サーバを設定した
場合のみ、ポートをアクセス モードに設定します。

例：
Switch(config-if)# switchport mode
access

ステップ 10

authentication port-control auto

ポートでの 802.1x 認証をイネーブルにします。

例：
Switch(config-if)# authentication
port-control auto

ステップ 11

dot1x pae authenticator
例：

インターフェイスのポート アクセス エンティティを、オー
センティケータとしてのみ動作し、サプリカント用のメッ
セージは無視するように設定します。

Switch(config-if)# dot1x pae
authenticator

ステップ 12

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config-if)# end

スイッチと RADIUS サーバ間の通信の設定
radius-server host グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、タイムアウト、再送
信回数、暗号化キーの値を、すべての RADIUS サーバにグローバルに設定できます。これらのオ
プションをサーバ単位で設定するには、radius-server timeout、radius-server retransmit、および
radius-server key グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。
RADIUS サーバ上でも、いくつかの値を設定する必要があります。これらの設定値としては、ス
イッチの IP アドレス、およびサーバとスイッチの双方で共有するキー ストリングがあります。詳
細については、RADIUS サーバのマニュアルを参照してください。
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スイッチで RADIUS サーバのパラメータを設定するには、次の手順を実行します。この手順は必
須です。

はじめる前に
認証、許可、およびアカウンティング（AAA）をイネーブルにし、認証方式リストを指定する必
要があります。方式リストは、ユーザ認証のためにクエリー送信を行う手順と認証方式を記述し
たものです。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. radius-server host {hostname | ip-address} auth-port port-numberkey string
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。パスワードを入力します（要
求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

radius-server host {hostname |
ip-address} auth-port
port-numberkey string

RADIUS サーバ パラメータを設定します。

例：

auth-port port-number には、認証要求の UDP 宛先ポートを指定します。
デフォルトは 1645 です。指定できる範囲は 0 ～ 65536 です。

Switch(config)# radius-server
host 125.5.5.43 auth-port
1645 key rad123

hostname | ip-address には、リモート RADIUS サーバのサーバ名または
IP アドレスを指定します。

key string には、スイッチと RADIUS サーバ上で動作する RADIUS デー
モンとの間で使用する認証および暗号キーを指定します。キーは、
RADIUS サーバで使用する暗号化キーに一致するテキスト ストリング
でなければなりません。
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コマンドまたはアクション

目的
キーの先行スペースは無視されますが、途中および末尾のス
ペースは有効なので、キーは必ず radius-server host コマンド
構文の最後の項目として設定してください。キーにスペース
を使用する場合は、引用符がキーの一部分である場合を除
き、引用符でキーを囲まないでください。キーは RADIUS
デーモンで使用する暗号に一致している必要があります。
複数の RADIUS サーバを使用する場合には、このコマンドを繰り返し
入力します。
（注）

ステップ 4

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

関連トピック
スイッチと RADIUS サーバ間の通信, （1151 ページ）

ホスト モードの設定
authentication port-control インターフェイス コンフィギュレーション コマンドが auto に設定さ
れている IEEE 802.1x 許可ポート上で、複数のホスト（クライアント）を許可するには、特権
EXEC モードで次の手順を実行します。MDA を設定してイネーブルにするには、multi-domain
キーワードを使用します。これにより、ホスト デバイス、および IP Phone（シスコ製または他社
製）など音声デバイスの両方が同じスイッチ ポートで許可されます。この手順は任意です。

手順の概要
1. configureterminal
2. interface interface-id
3. authentication host-mode [multi-auth | multi-domain | multi-host | single-host]
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

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id

複数ホストが間接的に接続されているポートを指定し、インターフェ
イス コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet2/0/1

ステップ 3

authentication host-mode
[multi-auth | multi-domain |
multi-host | single-host]
例：

単一の 802.1x 許可ポートで複数のホスト（クライアント）を許可す
ることができます。
キーワードの意味は次のとおりです。
• multi-auth：音声 VLAN で 1 クライアント、データ VLAN で複

Switch(config-if)#
authentication host-mode
multi-host

数の認証クライアントを許可します。
（注）

multi-auth キーワードを使用できるのは、
authentication host-mode コマンドだけです。

• multi-host：シングル ホストの認証後に 802.1x 許可ポートで複
数のホストの接続を許可します。
• multi-domain：ホスト デバイスと IP Phone（シスコ製または他
社製）など音声デバイスの両方が、IEEE 802.1x 許可ポートで認
証されるようにします。
（注）

ホスト モードが multi-domain に設定されている場合、
IP Phone の音声 VLAN を設定する必要があります。

指定したインターフェイスで authentication port-control インターフェ
イス コンフィギュレーション コマンドが auto に設定されていること
を確認してください。
ステップ 4

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config-if)# end
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定期的な再認証の設定
802.1x クライアントの定期的な再認証をイネーブルにし、再認証の間隔を指定できます。再認証
を行う間隔を指定しない場合、3600 秒おきに再認証が試みられます。
クライアントの定期的な再認証をイネーブルにし、再認証を行う間隔（秒）を設定するには、特
権 EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任意です。

手順の概要
1. configureterminal
2. interface interface-id
3. authentication periodic
4. authentication timer {{[inactivity | reauthenticate | restart | unauthorized]} {value}}
5. 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

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id

設定するポートを指定し、インターフェイス コンフィギュレー
ション モードを開始します。

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet2/0/1

ステップ 3

authentication periodic
例：
Switch(config-if)# authentication
periodic

ステップ 4

authentication timer {{[inactivity |
reauthenticate | restart |
unauthorized]} {value}}

クライアントの定期的な再認証（デフォルトではディセーブル）
をイネーブルにします。
（注）

デフォルト値は 3600 秒です。再認証タイマーの値を変
更するか、スイッチに RADIUS-provided セッション タ
イムアウトを使用させるには、authentication timer
reauthenticate コマンドを入力します。

再認証の試行の間隔（秒）を設定します。
authentication timer キーワードの意味は次のとおりです。
• inactivity：クライアントからのアクティビティがなくなり

例：
Switch(config-if)# authentication
timer reauthenticate 180

無許可になるまでの間隔（秒単位）
• reauthenticate：自動再認証試行が開始されるまでの時間
（秒）
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コマンドまたはアクション

目的
• restart value：無許可ポートの認証の試行が行われるまでの
間隔（秒）。
• unauthorized value：不正セッションが削除されるまでの間
隔（秒単位）。
このコマンドがスイッチの動作に影響するのは、定期的な再認証
をイネーブルに設定した場合だけです。

ステップ 5

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config-if)# end

待機時間の変更
スイッチはクライアントを認証できなかった場合に、所定の時間だけアイドル状態を続け、その
後再び認証を試みます。authentication timer inactivity インターフェイス コンフィギュレーション
コマンドは、アイドル状態の期間を制御します。認証が失敗する理由としては、クライアントが
無効なパスワードを提示した場合などが考えられます。デフォルトよりも小さい値を入力するこ
とによって、ユーザへの応答時間を短縮できます。
待機時間を変更するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任意です。

手順の概要
1. configureterminal
2. interface interface-id
3. authentication timer inactivity seconds
4. end
5. show authentication sessions interface interface-id
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

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id

設定するポートを指定し、インターフェイス コン
フィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet2/0/1

ステップ 3

authentication timer inactivity seconds
例：

ステップ 4

クライアントとの認証のやり取りに失敗した場合
に、スイッチが待機状態のままでいる秒数を設定
します。

Switch(config-if)# authentication timer
inactivity 30

指定できる範囲は 1 ～ 65535 秒です。デフォルト
は 60 秒です。

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config-if)# end

ステップ 5

show authentication sessions interface interface-id 入力を確認します。
例：
Switch# show authentication sessions
interface gigabitethernet2/0/1

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定
を保存します。

例：
Switch# copy running-config startup-config

スイッチからクライアントへの再送信時間の変更
クライアントはスイッチからの EAP-Request/Identity フレームに対し、EAP-Response/Identity フレー
ムで応答します。スイッチがこの応答を受信できなかった場合、所定の時間（再送信時間）だけ
待機し、その後フレームを再送信します。
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（注）

このコマンドのデフォルト値は、リンクの信頼性が低下した場合や、特定のクライアントおよ
び認証サーバの動作に問題がある場合など、異常な状況に対する調整を行う必要があるときに
限って変更してください。
スイッチがクライアントからの通知を待機する時間を変更するには、特権 EXEC モードで次の手
順を実行します。この手順は任意です。

手順の概要
1. configureterminal
2. interface interface-id
3. authentication timer reauthenticate seconds
4. end
5. show authentication sessions interface interface-id
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

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id

設定するポートを指定し、インターフェイス コン
フィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet2/0/1

ステップ 3

authentication timer reauthenticate seconds
例：

ステップ 4

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

Switch(config-if)# authentication timer
reauthenticate 60

指定できる範囲は 1 ～ 65535 秒です。デフォルト
は 5 秒です。

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config-if)# end
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コマンドまたはアクション
ステップ 5

目的

show authentication sessions interface interface-id 入力を確認します。
例：
Switch# show authentication sessions
interface gigabitethernet2/0/1

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定
を保存します。

例：
Switch# copy running-config startup-config

スイッチからクライアントへのフレーム再送信回数の設定
スイッチからクライアントへの再送信時間を変更できるだけでなく、（クライアントから応答が
得られなかった場合に）スイッチが認証プロセスを再起動する前に、クライアントに
EAP-Request/Identity フレームを送信する回数を変更できます。

（注）

このコマンドのデフォルト値は、リンクの信頼性が低下した場合や、特定のクライアントおよ
び認証サーバの動作に問題がある場合など、異常な状況に対する調整を行う必要があるときに
限って変更してください。
スイッチからクライアントへのフレーム再送信回数を設定するには、特権 EXEC モードで次の手
順を実行します。この手順は任意です。

手順の概要
1. configureterminal
2. interface interface-id
3. dot1x max-reauth-req count
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

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id

設定するポートを指定し、インターフェイス コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet2/0/1

ステップ 3

dot1x max-reauth-req count
例：
Switch(config-if)# dot1x max-reauth-req
5

ステップ 4

スイッチが認証処理を再開するまでに、クライアントへ
EAP 要求/アイデンティティ フレームを送信する回数を
変更できます。指定できる範囲は 1 ～ 10 です。デフォ
ルトは 2 です。

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config-if)# end

再認証回数の設定
ポートが無許可ステートに変わる前に、スイッチが認証プロセスを再開する回数を変更すること
もできます。

（注）

このコマンドのデフォルト値は、リンクの信頼性が低下した場合や、特定のクライアントおよ
び認証サーバの動作に問題がある場合など、異常な状況に対する調整を行う必要があるときに
限って変更してください。
再認証回数を設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任意です。
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手順の概要
1. configureterminal
2. interface interface-id
3. switchport mode access
4. dot1x max-req count
5. 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

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id

設定するポートを指定し、インターフェイス コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# interface gigabitethernet2/0/1

ステップ 3

switchport mode access

RADIUS サーバを事前に設定した場合に限り、ポート
をアクセス モードに設定します。

例：
Switch(config-if)# switchport mode
access

ステップ 4

dot1x max-req count
例：

ポートが無許可ステートに変わる前に、スイッチが認
証プロセスを再開する回数を設定します。指定できる
範囲は 0 ～ 10 です。デフォルトは 2 です。

Switch(config-if)# dot1x max-req 4

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config-if)# end

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
1198

802.1x ポートベース認証の設定方法

MAC 移動のイネーブル化
MAC 移動を使用すると、認証されたホストをスイッチのポート間で移動できます。
スイッチで MAC 移動をグローバルにイネーブルにするには、特権 EXEC モードで次の手順を実
行します。この手順は任意です。

手順の概要
1. configure terminal
2. authentication mac-move permit
3. end
4. show running-config
5. 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

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

authentication mac-move permit
例：
Switch(config)# authentication
mac-move permit

ステップ 3

スイッチで MAC 移動をイネーブルにします。デフォル
トは deny です。
セッション認識型ネットワーク モードでは、デフォルト
CLI は access-session mac-move deny です。セッション認
識型ネットワークで MAC 移動をイネーブルにするには、
no access-session mac-move グローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。
特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 4

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

copy running-config startup-config

（任意）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：
Switch# copy running-config
startup-config

MAC 置換のイネーブル化
MAC 置換を使用すると、ホストはポート上の認証ホストを置換できます。
インターフェイス上で MAC 置換をイネーブルにするには、特権 EXEC モードで次の手順を実行
します。この手順は任意です。

手順の概要
1. configure terminal
2. interface interface-id
3. authentication violation {protect | replace | restrict | shutdown}
4. end
5. show running-config
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

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id

設定するポートを指定し、インターフェイス コンフィギュ
レーション モードを開始します。

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet2/0/2
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コマンドまたはアクション
ステップ 3

目的

authentication violation {protect | replace インターフェイス上で MAC 置換をイネーブルにするには、
| restrict | shutdown}
replace キーワードを使用します。ポートが現在のセッショ
ンを削除し、新しいホストを使用して認証を開始します。
例：

他のキーワードは、次のような機能があります。

Switch(config-if)# authentication
violation replace

• protect：ポートは、システム メッセージを生成せず
に、予期しない MAC アドレスを使用するパケットをド
ロップします。
• restrict：違反パケットが CPU によってドロップされ、
システム メッセージが生成されます。
• shutdown：ポートは、予期しない MAC アドレスを受
信すると error disabled になります。

ステップ 4

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config-if)# end

ステップ 5

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存し
ます。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

IEEE 802.1x アカウンティングの設定
802.1x アカウンティングを使用して、AAA システム アカウンティングをイネーブルにすると、ロ
ギングのためにシステム リロード イベントをアカウンティング RADIUS サーバに送信できます。
サーバは、アクティブな 802.1x セッションすべてが終了したものと判断します。
RADIUS は信頼性の低い UDP トランスポート プロトコルを使用するため、ネットワーク状態が
良好でないと、アカウンティング メッセージが失われることがあります。設定した回数のアカウ
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ンティング要求の再送信後、スイッチが RADIUS サーバからアカウンティング応答メッセージを
受信しない場合、次のメッセージが表示されます。
Accounting message %s for session %s failed to receive Accounting Response.

このストップ メッセージが正常に送信されない場合、次のメッセージが表示されます。
00:09:55: %RADIUS-4-RADIUS_DEAD: RADIUS server 172.20.246.201:1645,1646 is not responding.

（注）

ロギングの開始、停止、仮のアップデート メッセージ、タイム スタンプなどのアカウンティ
ング タスクを実行するように、RADIUS サーバを設定する必要があります。これらの機能を
オンにするには、RADIUS サーバの [Network Configuration] タブの [Update/Watchdog packets
from this AAA client] のロギングをイネーブルにします。次に、RADIUS サーバの [System
Configuration] タブの [CVS RADIUS Accounting] をイネーブルにします。
AAA がスイッチでイネーブルになった後、802.1x アカウンティングを設定するには、特権 EXEC
モードで次の手順を実行します。この手順は任意です。

手順の概要
1. configure terminal
2. interface interface-id
3. aaa accounting dot1x default start-stop group radius
4. aaa accounting system default start-stop group radius
5. end
6. show running-config
7. 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

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id

設定するポートを指定し、インターフェイス コン
フィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/3
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

aaa accounting dot1x default start-stop group
radius

すべての RADIUS サーバのリストを使用して 802.1x
アカウンティングをイネーブルにします。

例：
Switch(config-if)# aaa accounting dot1x
default start-stop group radius

ステップ 4

aaa accounting system default start-stop group （任意）システム アカウンティングをイネーブルに
radius
し（すべての RADIUS サーバのリストを使用）、ス
イッチがリロードするときにシステム アカウンティ
例：
ング リロード イベント メッセージを生成します。
Switch(config-if)# aaa accounting system
default start-stop group radius

ステップ 5

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config-if)# end

ステップ 6

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 7

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を
保存します。

例：
Switch# copy running-config startup-config

ゲスト VLAN の設定
サーバが EAP Request/Identity フレームに対する応答を受信しない場合、ゲスト VLAN を設定する
と、802.1x 対応でないクライアントはゲスト VLAN に配置されます。802.1x 対応であっても、認
証に失敗したクライアントは、ネットワークへのアクセスが許可されません。スイッチは、シン
グル ホスト モードまたはマルチ ホスト モードでゲスト VLAN をサポートします。
ゲスト VLAN を設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任意で
す。
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手順の概要
1. configureterminal
2. interface interface-id
3. 次のいずれかを使用します。
• switchport mode access
• switchport mode private-vlan host
4. authentication event no-response action authorize vlan vlan-id
5. 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

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id

設定するポートを指定し、インターフェイス コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet2/0/2

ステップ 3

次のいずれかを使用します。
• switchport mode access
• switchport mode private-vlan host

• ポートをアクセス モードに設定します。
• レイヤ 2 ポートをプライベート VLAN ホスト ポー
トとして設定します。

例：
Switch(config-if)# switchport mode
private-vlan host

ステップ 4

authentication event no-response action
authorize vlan vlan-id
例：
Switch(config-if)# authentication event
no-response action authorize vlan 2

アクティブ VLAN を 802.1x ゲスト VLAN として指定
します。指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。
内部 VLAN（ルーテッド ポート）、RSPAN VLAN、
音声 VLAN を除くあらゆるアクティブ VLAN を 802.1x
ゲスト VLAN として設定できます。
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ステップ 5

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：
Switch(config-if)# end

制限付き VLAN の設定
スイッチ スタックまたはスイッチ上に制限付き VLAN を設定している場合、認証サーバが有効な
ユーザ名またはパスワードを受信できないと、IEEE 802.1x に準拠しているクライアントは制限付
き VLAN に移されます。スイッチは、シングル ホスト モードでのみ制限付き VLAN をサポート
します。
制限付き VLAN を設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任意で
す。

手順の概要
1. configureterminal
2. interface interface-id
3. 次のいずれかを使用します。
• switchport mode access
• switchport mode private-vlan host
4. authentication port-control auto
5. authentication event fail action authorize vlan vlan-id
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

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Switch# configure terminal

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーション
ガイド
1205

802.1x ポートベース認証の設定方法

ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

interface interface-id

設定するポートを指定し、インターフェイスコンフィ
ギュレーション モードを開始します。

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet2/0/2

ステップ 3

次のいずれかを使用します。
• switchport mode access
• switchport mode private-vlan host

• ポートをアクセス モードに設定します。
• レイヤ 2 ポートをプライベート VLAN ホスト
ポートとして設定します。

例：
Switch(config-if)# switchport mode access

ステップ 4

authentication port-control auto

ポートでの 802.1x 認証をイネーブルにします。

例：
Switch(config-if)# authentication
port-control auto

ステップ 5

authentication event fail action authorize vlan アクティブ VLAN を 802.1x 制限付き VLAN として指
vlan-id
定します。指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。
例：
Switch(config-if)# authentication event
fail action authorize vlan 2

ステップ 6

end

内部 VLAN（ルーテッド ポート）、RSPAN VLAN ま
たは音声 VLAN を除き、任意のアクティブ VLAN を
802.1x 制限 VLAN として設定できます。
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config-if)# end

制限付き VLAN の認証試行回数の設定
ユーザに制限付き VLAN を割り当てる前に、authentication event retry retry count インターフェイ
スコンフィギュレーションコマンドを使用して、認証試行回数を最大に設定できます。指定でき
る試行回数は 1 ～ 3 です。デフォルトは 3 回に設定されています。
認証試行回数を最大に設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任
意です。
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手順の概要
1. configureterminal
2. interface interface-id
3. 次のいずれかを使用します。
• switchport mode access
• switchport mode private-vlan host
4. authentication port-control auto
5. authentication event fail action authorize vlan vlan-id
6. authentication event retry retry count
7. 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

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id

設定するポートを指定し、インターフェイス コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet2/0/3

ステップ 3

次のいずれかを使用します。
• switchport mode access
• switchport mode private-vlan host

• ポートをアクセス モードに設定します。
• レイヤ 2 ポートをプライベート VLAN ホスト ポー
トとして設定します。

例：

または
Switch(config-if)# switchport mode access

ステップ 4

authentication port-control auto

ポートでの 802.1x 認証をイネーブルにします。

例：
Switch(config-if)# authentication
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コマンドまたはアクション

目的

port-control auto

ステップ 5

authentication event fail action authorize vlan アクティブ VLAN を 802.1x 制限付き VLAN として指
vlan-id
定します。指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。
例：
Switch(config-if)# authentication event
fail action authorize vlan 8

ステップ 6

authentication event retry retry count
例：

内部 VLAN（ルーテッド ポート）、RSPAN VLAN ま
たは音声 VLAN を除き、任意のアクティブ VLAN を
802.1x 制限 VLAN として設定できます。
ポートが制限付き VLAN に移行するための認証試行回
数を指定します。指定できる範囲は 1 ～ 3 秒です。デ
フォルトは 3 回に設定されています。

Switch(config-if)# authentication event
retry 2

ステップ 7

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config-if)# end

クリティカル音声 VLAN を使用した 802.1x アクセス不能認証バイパスの設定
ポートにクリティカル音声 VLAN を設定し、アクセス不能認証バイパス機能をイネーブルにする
には、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。
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手順の概要
1. configureterminal
2. aaa new-model
3. radius-server dead-criteria{time seconds } [tries number]
4. radius-serverdeadtime分
5. radius-server host ip-address address[acct-port udp-port][auth-port udp-port] [testusername
name[idle-time time] [ignore-acct-port][ignore auth-port]] [key string]
6. dot1x critical {eapol | recovery delay milliseconds}
7. interface interface-id
8. authentication event server dead action {authorize | reinitialize} vlan vlan-id]
9. switchport voice vlan vlan-id
10. authentication event server dead action authorize voice
11. show authentication interface interface-id
12. 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

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

aaa new-model

AAA をイネーブルにします。

例：
Switch(config)# aaa new-model

ステップ 3

radius-server dead-criteria{time
seconds } [tries number]

RADIUS サーバが使用不可またはダウン（切断）と見なされる条
件を設定します。

例：

• time：1 ～ 120 秒。スイッチは、デフォルトの seconds 値を

Switch(config)# radius-server
dead-criteria time 20 tries 10

• number：1 ～ 100 の試行回数。スイッチは、デフォルトの

10 ～ 60 の間で動的に決定します。
triesnumber を 10 ～ 100 の間で動的に決定します。

ステップ 4

radius-serverdeadtime分
例：

（任意）RADIUSサーバに要求が送信されない分数を設定します。
指定できる範囲は 0 ～ 1440 分（24 時間）です。デフォルト値は
0 分です。

Switch(config)# radius-server

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーション
ガイド
1209

802.1x ポートベース認証の設定方法

コマンドまたはアクション

目的

deadtime 60

ステップ 5

radius-server host ip-address
（任意）次のキーワードを使用して RADIUS サーバ パラメータを
address[acct-port udp-port][auth-port 設定します。
udp-port] [testusername name[idle-time
• acct-portudp-port：RADIUS アカウンティング サーバの UDP
time] [ignore-acct-port][ignore
auth-port]] [key string]
ポートを指定します。UDP ポート番号の範囲は 0 ～ 65536 で
す。デフォルトは 1646 です。
例：
Switch(config)# radius-server host
1.1.1.2 acct-port 1550 auth-port
1560 test username user1 idle-time
30 key abc1234

• auth-portudp-port：RADIUS 認証サーバの UDP ポートを指定
します。UDP ポート番号の範囲は 0 ～ 65536 です。デフォル
トは 1645 です。
（注）

RADIUS アカウンティング サーバの UDP ポートと
RADIUS 認証サーバの UDP ポートを非デフォルト
値に設定します。

• test usernamename：RADIUS サーバ ステータスの自動テスト
をイネーブルにして、使用するユーザ名を指定します。
• idle-time time：スイッチがテスト パケットをサーバに送信し
た後の間隔を分数で設定します。範囲は 1 ～ 35791 分です。
デフォルトは 60 分（1 時間）です。
• ignore-acct-port：RADIUS サーバ アカウンティング ポートの
テストをディセーブルにします。
• ignore-auth-port：RADIUS サーバ認証ポートのテストをディ
セーブルにします。
• keystring には、スイッチと RADIUS サーバ上で動作する
RADIUS デーモンとの間で使用する認証および暗号キーを指
定します。キーは、RADIUS サーバで使用する暗号化キーに
一致するテキスト ストリングでなければなりません。
（注）

キーの先行スペースは無視されますが、途中およ
び末尾のスペースは有効なので、キーは必ず
radius-server host コマンド構文の最後の項目とし
て設定してください。キーにスペースを使用する
場合は、引用符がキーの一部分である場合を除き、
引用符でキーを囲まないでください。キーは
RADIUS デーモンで使用する暗号に一致している
必要があります。

radius-server key {0string | 7string | string} グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用しても認証および暗号キーを設定でき
ます。
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

dot1x critical {eapol | recovery delay
milliseconds}

（任意）アクセス不能認証バイパスのパラメータを設定します。
スイッチが EAPOL 成功メッセージを送信するように指定し
ます。

例：
Switch(config)# dot1x critical
eapol
(config)# dot1x critical recovery
delay 2000

ステップ 7

• eapol：スイッチがクリティカル ポートを正常に認証すると、

interface interface-id

• recovery delaymilliseconds：使用できない RADIUS サーバが
使用できるようになったときに、スイッチがクリティカル
ポートを再初期化するために待機する回復遅延期間を設定し
ます。指定できる範囲は 1 ～ 10000 ミリ秒です。デフォルト
は 1000 ミリ秒です（ポートは毎秒再初期化できます）。
設定するポートを指定し、インターフェイス コンフィギュレー
ション モードを開始します。

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

ステップ 8

authentication event server dead action これらのキーワードを使用して、RADIUS サーバが到達不能な場
{authorize | reinitialize} vlan vlan-id] 合にポートでホストを移動します。
• authorize：認証しようとする新しいホストをユーザ指定のク

例：

リティカル VLAN に移動します。

Switch(config-if)# authentication
event server dead action
reinitialicze vlan 20

ステップ 9

switchport voice vlan vlan-id

• reinitialize：ポートのすべての許可済みホストをユーザ指定
のクリティカル VLAN に移動します。
ポートの音声 VLAN を指定します。音声 VLAN はステップ 6 で設
定されたクリティカル データ VLAN と同じにはできません。

例：
Switch(config-if)# switchport voice
vlan

ステップ 10

authentication event server dead action RADIUS サーバが到達不能な場合、ポートのデータ トラフィック
authorize voice
を音声 VLAN に移動するために、クリティカル音声 VLAN を設定
します。
例：
Switch(config-if)# authentication
event server dead action
authorize voice

ステップ 11

show authentication interface
interface-id

（任意）設定を確認します。
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コマンドまたはアクション

目的

例：
Switch(config-if)# do show
authentication interface gigabit
1/0/1

ステップ 12

copy running-config startup-config

（任意）設定を確認します。

例：
Switch(config-if)# do copy
running-config startup-config

RADIUS サーバのデフォルト設定に戻すには、no radius-server dead-criteria、no radius-server
deadtime、および no radius-server host グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用しま
す。アクセス不能な認証バイパスをディセーブルにするには、no authentication event server dead
action インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。クリティカル音声 VLAN
をディセーブルにするには、authentication event server dead action authorize voice インターフェ
イス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

アクセス不能認証バイパスの設定例
次に、アクセス不能認証バイパス機能を設定する例を示します。
Switch(config)# radius-server dead-criteria time 30 tries 20
Switch(config)# radius-server deadtime 60
Switch(config)# radius-server host 1.1.1.2 acct-port 1550 auth-port 1560 test username user1
idle-time 30 key abc1234
Switch(config)# dot1x critical eapol
Switch(config)# dot1x critical recovery delay 2000
Switch(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
Switch(config-if)# dot1x critical
Switch(config-if)# dot1x critical recovery action reinitialize
Switch(config-if)# dot1x critical vlan 20
Switch(config-if)# end

WoL を使用した 802.1x 認証の設定
WoL を使用した 802.1x 認証をイネーブルにするには、特権 EXEC モードで次の手順を実行しま
す。この手順は任意です。
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手順の概要
1. configure terminal
2. interface interface-id
3. authentication control-direction {both | in}
4. end
5. show authentication sessions interface interface-id
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

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id

設定するポートを指定し、インターフェイス コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet2/0/3

ステップ 3

authentication control-direction {both | in}
例：
Switch(config-if)# authentication
control-direction both

ポートで WoL を使用して 802.1x 認証をイネーブルに
し、次のキーワードを使用してポートを双方向または
単方向に設定します。
• both：ポートを双方向に設定します。ポートは、
ホストにパケットを送受信できません。デフォル
トでは、ポートは双方向です。
• in：ポートを単方向に設定します。ポートは、ホ
ストにパケットを送信できますが、受信はできま
せん。

ステップ 4

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config-if)# end

ステップ 5

show authentication sessions interface
interface-id

入力を確認します。
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コマンドまたはアクション

目的

例：
Switch# show authentication sessions
interface gigabitethernet2/0/3

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保
存します。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

MAC 認証バイパスの設定
MAC 認証バイパスをイネーブルにするには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。この手
順は任意です。

手順の概要
1. configureterminal
2. interface interface-id
3. authentication port-control auto
4. mab [eap]
5. 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

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id

設定するポートを指定し、インターフェイスコンフィ
ギュレーション モードを開始します。

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet2/0/1
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

authentication port-control auto

ポートでの 802.1x 認証をイネーブルにします。

例：
Switch(config-if)# authentication
port-control auto

ステップ 4

mab [eap]

MAC 認証バイパスをイネーブルにします。

例：

（任意）eap キーワードを使用して、スイッチが認可
に EAP を使用するように設定します。

Switch(config-if)# mab

ステップ 5

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config-if)# end

MAC 認証バイパスのユーザ名とパスワードの形式作成
オプションの mab request format コマンドを使用して認証サーバによって受け入れられる形式で
MAB のユーザ名とパスワードを形式作成します。ユーザ名とパスワードは通常、クライアントの
MAC アドレスです。認証サーバ設定の中には、ユーザ名と異なるパスワードを必要とするものが
あります。
MAC 認証バイパス ユーザ名およびパスワードを形式作成するには、特権 EXEC モードで次の手
順を実行します。

手順の概要
1. configureterminal
2. mab request format attribute 1 groupsize {1 | 2 | 4 |12} [separator {- | : | .} {lowercase | uppercase}]
3. mab request format attribute2 {0 | 7} text
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

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

mab request format attribute 1
MAB で生成された Access-Request パケットの User-Name 属性内の
groupsize {1 | 2 | 4 |12} [separator {- MAC アドレスの形式を指定します。
| : | .} {lowercase | uppercase}]
1：MAC アドレスの 12 桁の十六進数のユーザ名形式を設定します。
例：
Switch(config)# mab request
format attribute 1 groupsize 12

group size：区切り文字の挿入の前に連結する 16 進ニブルの数。有効
なグループ サイズは、1、2、4、12 のいずれかである必要がありま
す。
separator：グループ サイズに従って 16 進ニブルを区切る文字。有効
な区切り文字は、ハイフン、コロン、ピリオドのいずれかである必
要があります。12 のグループ サイズでは、区切り文字は使用されま
せん。
{lowercase | uppercase}：数字以外の 16 進ニブルを小文字または大文
字のどちらにするかを指定します。

ステップ 3

mab request format attribute2 {0 | 2：MAB で生成された Access-Request パケット内の User-Password 属
7} text
性のカスタム（デフォルト以外の）値を指定します。
例：
Switch(config)# mab request
format attribute 2 7 A02f44E18B12

0：追跡するクリア テキスト パスワードを指定します。
7：追跡する暗号化パスワードを指定します。
text：User-Password 属性で使用するパスワードを指定します。
（注）

ステップ 4

end

設定情報を電子メールで送信する場合、タイプ 7 のパス
ワード情報を削除してください。show tech-support コマン
ドは、デフォルトで出力からこの情報を削除します。

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# end
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802.1x ユーザ ディストリビューションの設定
VLAN グループを設定して、VLAN をそのグループにマッピングするには、特権 EXEC モードで
次の手順を実行します。

手順の概要
1. configureterminal
2. vlan group vlan-group-name vlan-list vlan-list
3. end
4. no vlan group vlan-group-name vlan-list vlan-list

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

vlan group vlan-group-name vlan-list vlan-list

VLAN グループを設定し、単一の VLAN または
VLAN の範囲をそのグループにマッピングします。

例：
Switch(config)# vlan group eng-dept
vlan-list 10

ステップ 3

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 4

no vlan group vlan-group-name vlan-list vlan-list VLAN グループ コンフィギュレーションまたは
VLAN グループ コンフィギュレーションの要素を
例：
クリアします。
Switch(config)# no vlan group eng-dept
vlan-list 10
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VLAN グループの設定例
次に、VLAN グループを設定し、そのグループに VLAN をマッピングし、VLAN グループ コン
フィギュレーションおよび指定 VLAN とのマッピングを確認する例を示します。
Switch(config)# vlan group eng-dept vlan-list 10
Switch(config)# show vlan group group-name eng-dept
Group Name
Vlans Mapped
-------------------------eng-dept
10
Switch(config)# show dot1x vlan-group all
Group Name
Vlans Mapped
-------------------------eng-dept
10
hr-dept
20

次に、VLAN を既存の VLAN グループに追加し、VLAN が追加されたことを確認する例を示しま
す。
Switch(config)# vlan group eng-dept vlan-list 30
Switch(config)# show vlan group eng-dept
Group Name
Vlans Mapped
-------------------------eng-dept
10,30

次に、VLAN を VLAN グループから削除する例を示します。
Switch# no vlan group eng-dept vlan-list 10

次に、すべての VLAN が VLAN グループからクリアされたときに、その VLAN グループもクリ
アされる例を示します。
Switch(config)# no vlan group eng-dept vlan-list 30
Vlan 30 is successfully cleared from vlan group eng-dept.
Switch(config)# show vlan group group-name eng-dept

次の例では、すべての VLAN グループをクリアする方法を示します。
Switch(config)# no vlan group end-dept vlan-list all
Switch(config)# show vlan-group all

これらのコマンドの詳細については、『Cisco IOS Security Command Reference』を参照してくださ
い。

NAC レイヤ 2 802.1x 検証の設定
NAC レイヤ 2 802.1x 検証を設定できます。これは、RADIUS サーバを使用した 802.1x 認証とも呼
ばれます。
NAC レイヤ 2 802.1x 検証を設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。この手順
は任意です。
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手順の概要
1. configure terminal
2. interface interface-id
3. switchport mode access
4. authentication event no-response action authorize vlan vlan-id
5. authentication periodic
6. authentication timer reauthenticate
7. end
8. show authentication sessions interface interface-id
9. 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

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id

設定するポートを指定し、インターフェイスコンフィ
ギュレーション モードを開始します。

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet2/0/3

ステップ 3

switchport mode access

RADIUS サーバを設定した場合に限り、ポートをアク
セス モードに設定します。

例：
Switch(config-if)# switchport mode access

ステップ 4

authentication event no-response action
authorize vlan vlan-id
例：
Switch(config-if)# authentication event
no-response action authorize vlan 8

ステップ 5

authentication periodic

アクティブ VLAN を 802.1x ゲスト VLAN として指定
します。指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。
内部 VLAN（ルーテッド ポート）、RSPAN VLAN、
音声 VLAN を除くあらゆるアクティブ VLAN を 802.1x
ゲスト VLAN として設定できます。
クライアントの定期的な再認証（デフォルトではディ
セーブル）をイネーブルにします。

例：
Switch(config-if)# authentication periodic
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

authentication timer reauthenticate

クライアントに対する再認証試行を設定します（1 時
間に設定）。

例：
Switch(config-if)# authentication timer
reauthenticate

ステップ 7

end

このコマンドがスイッチの動作に影響するのは、定期
的な再認証をイネーブルに設定した場合だけです。
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config-if)# end

ステップ 8

show authentication sessions interface
interface-id

入力を確認します。

例：
Switch# show authentication sessions
interface gigabitethernet2/0/3

ステップ 9

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を
保存します。

例：
Switch# copy running-config startup-config

ユーザのログイン制限の設定
手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. aaa new-model
4. aaa authentication login default local
5. aaa authentication rejected nin mban x
6. end
7. show aaa local user blocked
8. clear aaa local user blockedusername username
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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。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

aaa new-model

認証、許可、アカウンティング（AAA）アクセス コント
ロール モデルをイネーブルにします。

例：
Device(config)# aaa new-model

ステップ 4

aaa authentication login default local

デフォルトの認証方法を使用して、認証、認可、アカウ
ンティング（AAA）認証を設定します。

例：
Device(config)# aaa authentication
login default local

ステップ 5

aaa authentication rejected nin mban x
例：
Device(config)# aaa authentication
rejected 3 in 20 ban 300

ユーザによるログインが指定の時間および試行回数以内
に成功しなかった場合にユーザをブロックする時間を設
定します。
• n：ユーザがログインを試行できる回数を指定しま
す。
• m：ユーザがログインを試行できる時間を秒数で指定
します。
• x：ログインに成功しなかったユーザのアクセスを禁
止する期間を指定します。

ステップ 6

グローバル コンフィギュレーション モードを終了し、特
権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Device(config)# end

ステップ 7

show aaa local user blocked

ブロックされたローカル ユーザのリストを表示します。

例：
Device# show aaa local user blocked
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

clear aaa local user blockedusername
username

ブロックされたローカル ユーザに関する情報を消去しま
す。

例：
Device# clear aaa local user blocked
username user1

次に、show aaa local user blocked コマンドの出力例を示します。
Device# show aaa local user blocked
Local-user

State

user1

Watched (till 11:34:42 IST Feb 5 2015)

NEAT を使用したオーセンティケータ スイッチの設定
この機能を設定するには、ワイヤリング クローゼット外の 1 つのスイッチがサプリカントとして
設定され、オーセンティケータ スイッチに接続されている必要があります。

（注）

cisco-av-pairs は、ACS で device-traffic-class=switch として設定されている必要があります。こ
れは、サプリカントが正常に認証された後でトランクとしてインターフェイスを設定します。
スイッチをオーセンティケータに設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順の概要
1. configure terminal
2. cisp enable
3. interface interface-id
4. switchport mode access
5. authentication port-control auto
6. dot1x pae authenticator
7. spanning-tree portfast
8. end
9. show running-config interface interface-id
10. 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

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

cisp enable

CISP をイネーブルにします。

例：
Switch(config)# cisp enable

ステップ 3

interface interface-id

設定するポートを指定し、インターフェイス コ
ンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet2/0/1

ステップ 4

switchport mode access

ポート モードを access に設定します。

例：
Switch(config-if)# switchport mode access

ステップ 5

authentication port-control auto

ポート認証モードを auto に設定します。

例：
Switch(config-if)# authentication
port-control auto

ステップ 6

dot1x pae authenticator
例：

インターフェイスをポート アクセス エンティ
ティ（PAE）オーセンティケータとして設定し
ます。

Switch(config-if)# dot1x pae authenticator

ステップ 7

spanning-tree portfast
例：

単一ワーク ステーションまたはサーバに接続さ
れたアクセス ポート上で Port Fast をイネーブル
にします。

Switch(config-if)# spanning-tree portfast
trunk
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ステップ 8

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：
Switch(config-if)# end

ステップ 9

show running-config interface interface-id

設定を確認します。

例：
Switch# show running-config interface
gigabitethernet2/0/1

ステップ 10

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設
定を保存します。

例：
Switch# copy running-config startup-config

NEAT を使用したサプリカント スイッチの設定
スイッチをサプリカントに設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順の概要
1. configure terminal
2. cisp enable
3. dot1x credentials profile
4. username suppswitch
5. password password
6. dot1x supplicant force-multicast
7. interface interface-id
8. switchport trunk encapsulation dot1q
9. switchport mode trunk
10. dot1x pae supplicant
11. dot1x credentials profile-name
12. end
13. show running-config interface interface-id
14. copy running-config startup-config
15. Auto Smartport マクロを使用した NEAT の設定
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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

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

cisp enable

CISP をイネーブルにします。

例：
Switch(config)# cisp enable

ステップ 3

dot1x credentials profile
例：

802.1x クレデンシャル プロファイルを作成します。
これは、サプリカントとして設定されるポートに接続
する必要があります。

Switch(config)# dot1x credentials test

ステップ 4

username suppswitch

ユーザ名を作成します。

例：
Switch(config)# username suppswitch

ステップ 5

password password

新しいユーザ名のパスワードを作成します。

例：
Switch(config)# password myswitch

ステップ 6

dot1x supplicant force-multicast
例：

ステップ 7

ユニキャストまたはマルチキャスト パケットのいず
れかを受信した場合にスイッチに強制的にマルチキャ
スト EAPOL だけを送信させます。

Switch(config)# dot1x supplicant
force-multicast

これにより、NEAT がすべてのホスト モードでのサ
プリカントスイッチで機能できるようにもなります。

interface interface-id

設定するポートを指定し、インターフェイスコンフィ
ギュレーション モードを開始します。

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/1
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

switchport trunk encapsulation dot1q

ポートをトランク モードに設定します。

例：
Switch(config-if)# switchport trunk
encapsulation dot1q

ステップ 9

switchport mode trunk

インターフェイスを VLAN トランク ポートとして設
定します。

例：
Switch(config-if)# switchport mode trunk

ステップ 10

dot1x pae supplicant

インターフェイスをポート アクセス エンティティ
（PAE）サプリカントとして設定します。

例：
Switch(config-if)# dot1x pae supplicant

ステップ 11

dot1x credentials profile-name

802.1x クレデンシャル プロファイルをインターフェ
イスに対応付けます。

例：
Switch(config-if)# dot1x credentials test

ステップ 12

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config-if)# end

ステップ 13

show running-config interface interface-id

設定を確認します。

例：
Switch# show running-config interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 14

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を
保存します。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

ステップ 15

Auto Smartport マクロを使用した NEAT の スイッチ VSA ではなく Auto Smartport ユーザ定義マ
設定
クロを使用して、オーセンティケータ スイッチを設
定することもできます。詳細については、このリリー
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コマンドまたはアクション

目的
スに対応する『Auto Smartports Configuration Guide』
を参照してください。

ダウンロード可能 ACL およびリダイレクト URL を使用した 802.1x 認証の設定
スイッチで 802.1x 認証を設定するほか、ACS を設定する必要があります。情報については、
『Configuration Guide for Cisco Secure ACS 4.2』を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/docs/net_mgmt/cisco_secure_access_control_server_for_windows/4.2/configuration/guide/acs_config.pdf

（注）

スイッチにダウンロードする前に、ダウンロード可能な ACL を ACS で設定する必要がありま
す。
ポートでの認証後、show ip access-list 特権 EXEC コマンドを使用して、ポートにダウンロードし
た ACL を表示できます。

ダウンロード可能な ACL の設定
これらのポリシーは、クライアントが認証され、クライアント IP アドレスが IP デバイス トラッ
キング テーブルに追加された後で有効になります。その後スイッチがダウンロード可能な ACL
をポートに適用します。
特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順の概要
1. configure terminal
2. ip device tracking
3. aaa new-model
4. aaa authorization network default local group radius
5. radius-server vsa send authentication
6. interface interface-id
7. ip access-group acl-id in
8. show running-config interface interface-id
9. 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

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

ip device tracking

IP デバイス トラッキング テーブルを設定しま
す。

例：
Switch(config)# ip device tracking

ステップ 3

aaa new-model

AAA をイネーブルにします。

例：
Switch(config)# aaa new-model

ステップ 4

aaa authorization network default local group
radius

許可の方法をローカルに設定します。認証方法
を削除するには、no aaa authorization network
default local group radius コマンドを使用します。

例：
Switch(config)# aaa authorization network
default local group radius

ステップ 5

radius-server vsa send authentication

RADIUS VSA 送信認証を設定します。

例：
Switch(config)# radius-server vsa send
authentication

ステップ 6

interface interface-id

設定するポートを指定し、インターフェイス コ
ンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet2/0/4

ステップ 7

ip access-group acl-id in
例：
Switch(config-if)# ip access-group
default_acl in

ポートの入力方向のデフォルト ACL を設定しま
す。
（注）

acl-id はアクセス リストの名前または
番号です。
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

show running-config interface interface-id

設定を確認します。

例：
Switch(config-if)# show running-config
interface gigabitethernet2/0/4

ステップ 9

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設
定を保存します。

例：
Switch# copy running-config startup-config

ダウンロード ポリシーの設定
特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順の概要
1. configureterminal
2. access-list access-list-number { deny | permit } { hostname | any | host } log
3. interface interface-id
4. ip access-group acl-id in
5. exit
6. aaa new-model
7. aaa authorization network default group radius
8. ip device tracking
9. ip device tracking probe [count | interval | use-svi]
10. radius-server vsa send authentication
11. 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

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal
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コマンドまたはアクション
ステップ 2

目的

access-list access-list-number { deny | デフォルト ポート ACL を定義します。
permit } { hostname | any | host } log
access-list-number には、1 ～ 99 または 1300 ～ 1999 の 10 進数を
指定します。
例：

Switch(config)# access-list 1 deny
any log

条件が一致した場合にアクセスを拒否する場合は deny、許可す
る場合は permit を指定します。
source は、次のようなパケットを送信するネットワークまたはホ
ストの送信元アドレスです。
• hostname：ドット付き 10 進表記による 32 ビット長の値。
• any：source および source-wildcard の値 0.0.0.0 255.255.255.255
の省略形を意味するキーワード any。source-wildcard 値を入
力する必要はありません。
• host：source および source-wildcard の値 source 0.0.0.0 の省略
形を意味するキーワード host。
（任意）source-wildcard ビットを送信元アドレスに適用します。
（任意）ログを入力して、エントリと一致するパケットに関する
情報ロギング メッセージをコンソールに送信します。

ステップ 3

interface interface-id

インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始します。

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet2/0/2

ステップ 4

ip access-group acl-id in
例：

ポートの入力方向のデフォルト ACL を設定します。
（注）

acl-id はアクセス リストの名前または番号で
す。

Switch(config-if)# ip access-group
default_acl in

ステップ 5

exit

グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

例：
Switch(config-if)# exit

ステップ 6

aaa new-model

AAA をイネーブルにします。

例：
Switch(config)# aaa new-model
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

aaa authorization network default
group radius

許可の方法をローカルに設定します。許可の方法を削除するに
は、no aaa authorization network default group radius コマンド
を使用します。

例：
Switch(config)# aaa authorization
network default group radius

ステップ 8

ip device tracking
例：
Switch(config)# ip device tracking

ステップ 9

ip device tracking probe [count |
interval | use-svi]

IP デバイス トラッキング テーブルをイネーブルにします。
IP デバイス トラッキング テーブルをディセーブルにするには、
no ip device tracking グローバル コンフィギュレーション コマン
ドを使用します。
（任意）IP デバイス トラッキング テーブルを設定します。
• count count：スイッチが ARP プローブを送信する回数を設
定します。指定できる範囲は 1 ～ 5 です。デフォルトは 3
です。

例：
Switch(config)# ip device tracking
probe count

• interval interval：スイッチが ARP プローブを再送信するま
でに応答を待機する時間（秒単位）を設定します。範囲は
30 ～ 300 秒です。デフォルトは 30 秒です。
• use-svi：スイッチ仮想インターフェイス（SVI）IP アドレス
を ARP プローブのソースとして使用します。

ステップ 10

radius-server vsa send authentication ベンダー固有属性を認識し使用するために、ネットワーク アク
セス サーバを設定します。
例：

（注）

Switch(config)# radius-server vsa
send authentication

ステップ 11

ダウンロード可能な ACL が機能する必要がありま
す。

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

VLAN ID ベース MAC 認証の設定
特権 EXEC モードで次の手順を実行します。
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手順の概要
1. configure terminal
2. mab request format attribute 32 vlan access-vlan
3. 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

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

mab request format attribute 32 vlan access-vlan

VLAN ID ベース MAC 認証をイネーブルにし
ます。

例：
Switch(config)# mab request format attribute 32
vlan access-vlan

ステップ 3

copy running-config startup-config

（任意）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：
Switch# copy running-config startup-config

柔軟な認証順序の設定
下の手順で使用される例は、MAB が IEEE 802.1x 認証（dot1x）の前に試行されるように柔軟な認
証の順序設定の順序を変更します。MAB は最初の認証方式として設定されているため、MAB に
他のすべての認証方式よりも優先されます。

（注）

これらの認証方式のデフォルトの順序とプライオリティを変更する前に、これらの変更による
潜在的な結果を理解する必要があります。詳細について、http://www.cisco.com/en/US/prod/
collateral/iosswrel/ps6537/ps6586/ps6638/application_note_c27-573287_ps6638_Products_White_
Paper.html を参照してください。
特権 EXEC モードで次の手順を実行します。
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手順の概要
1. configureterminal
2. interface interface-id
3. switchport mode access
4. authentication order [ dot1x | mab ] | {webauth}
5. authentication priority [ dot1x | mab ] | {webauth}
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

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id

設定するポートを指定し、インターフェイス コン
フィギュレーション モードを開始します。

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

ステップ 3

switchport mode access

RADIUS サーバを事前に設定した場合に限り、
ポートをアクセス モードに設定します。

例：
Switch(config-if)# switchport mode access

ステップ 4

authentication order [ dot1x | mab ] | {webauth} （任意）ポート上で使用される認証方式の順序を
設定します。
例：
Switch(config-if)# authentication order mab
dot1x

ステップ 5

authentication priority [ dot1x | mab ] | {webauth} （任意）認証方式をポート プライオリティ リス
トに追加します。
例：
Switch(config-if)# authentication priority
mab dot1x
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ステップ 6

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：
Switch(config-if)# end

関連トピック
柔軟な認証の順序設定, （1168 ページ）

Open1x の設定
ポートの許可ステートの手動制御をイネーブルにするには、特権 EXEC モードで次の手順を実行
します。

手順の概要
1. configureterminal
2. interface interface-id
3. switchport mode access
4. authentication control-direction {both | in}
5. authentication fallback name
6. authentication host-mode [multi-auth | multi-domain | multi-host | single-host]
7. authentication open
8. authentication order [ dot1x | mab ] | {webauth}
9. authentication periodic
10. authentication port-control {auto | force-authorized | force-un authorized}
11. 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

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Switch# configure terminal
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

interface interface-id

設定するポートを指定し、インターフェイス コン
フィギュレーション モードを開始します。

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

ステップ 3

switchport mode access

RADIUS サーバを設定した場合に限り、ポートを
アクセス モードに設定します。

例：
Switch(config-if)# switchport mode access

ステップ 4

authentication control-direction {both | in}

（任意）ポート制御を単一方向モードまたは双方
向モードに設定します。

例：
Switch(config-if)# authentication
control-direction both

ステップ 5

authentication fallback name
例：

（任意）802.1x 認証をサポートしないクライアン
ト用のフォールバック方法として Web 認証を使用
するようポートを設定します。

Switch(config-if)# authentication fallback
profile1

ステップ 6

authentication host-mode [multi-auth |
multi-domain | multi-host | single-host]

（任意）ポート上で認証マネージャ モードを設定
します。

例：
Switch(config-if)# authentication host-mode
multi-auth

ステップ 7

authentication open

（任意）ポート上でオープン アクセスをイネーブ
ルまたはディセーブルにします。

例：
Switch(config-if)# authentication open

ステップ 8

authentication order [ dot1x | mab ] | {webauth} （任意）ポート上で使用される認証方式の順序を
設定します。
例：
Switch(config-if)# authentication order dot1x
webauth
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

authentication periodic

（任意）ポート上で再認証をイネーブルまたは
ディセーブルにします。

例：
Switch(config-if)# authentication periodic

ステップ 10

authentication port-control {auto |
force-authorized | force-un authorized}

（任意）ポートの許可ステートの手動制御をイ
ネーブルにします。

例：
Switch(config-if)# authentication
port-control auto

ステップ 11

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config-if)# end

関連トピック
Open1x 認証, （1168 ページ）

ポート上での 802.1x 認証のディセーブル化
802.1x 認証をポートでディセーブルにするには、no dot1x pae インターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。
ポートで 802.1x 認証をディセーブルにするには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。こ
の手順は任意です。

手順の概要
1. configureterminal
2. interface interface-id
3. switchport mode access
4. no dot1x pae authenticator
5. 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

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id

設定するポートを指定し、インターフェイス コン
フィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet2/0/1

ステップ 3

switchport mode access

（任意）RADIUS サーバを設定した場合に限り、
ポートをアクセス モードに設定します。

例：
Switch(config-if)# switchport mode access

ステップ 4

no dot1x pae authenticator

ポートでの 802.1x 認証をディセーブルにします。

例：
Switch(config-if)# no dot1x pae
authenticator

ステップ 5

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config-if)# end

802.1x 認証設定のデフォルト値へのリセット
802.1x 認証設定をデフォルト値に戻すには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。この手
順は任意です。
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手順の概要
1. configureterminal
2. interface interface-id
3. dot1x default
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

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id

インターフェイス コンフィギュレーション モード
を開始し、設定するポートを指定します。

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/2

ステップ 3

dot1x default

設定可能な 802.1x のパラメータをデフォルト値へ
戻します。

例：
Switch(config-if)# dot1x default

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config-if)# end

802.1x の統計情報およびステータスのモニタリング
表 98：特権 EXEC 表示コマンド

コマンド

目的

show dot1x all statistics

すべてのポートの 802.1x 統計情報を表示しま
す。
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コマンド

目的

show dot1x interface interface-id statistics

指定されたポートの 802.1x 統計情報を表示しま
す。

show dot1x all [count | details | statistics |
summary]

スイッチの 802.1x 管理ステータスおよび動作ス
テータスを表示します。

show dot1x interface interface-id

指定されたポートの 802.1x 管理ステータスおよ
び動作ステータスを表示します。

表 99：グローバル コンフィギュレーション コマンド

コマンド

目的

no dot1x logging verbose

冗長な 802.1x 認証メッセージをフィルタに掛け
ます（Cisco IOS Release 12.2(55) SE 以降）

出力フィールドの詳細については、このリリースに対応するコマンド リファレンスを参照してく
ださい。

IEEE 802.1x ポートベース認証に関するその他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

セッション アウェアなネットワーキングに対す
るアイデンティティ コントロール ポリシーお
よびアイデンティティ サービス テンプレート
の設定。

『Session Aware Networking Configuration Guide,
Cisco IOS XE Release 3SE (Catalyst 3850
Switches)』
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/san/
configuration/xe-3se/3850/san-xe-3se-3850-book.html

RADIUS、TACACS+、Secure Shell、802.1x およ 『Securing User Services Configuration Guide
Library, Cisco IOS XE Release 3SE (Catalyst 3850
び AAA の設定。
Switches)』
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/
security/config_library/xe-3se/3850/
secuser-xe-3se-3850-library.html
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エラー メッセージ デコーダ
説明

リンク

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探して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

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。
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802.1x ポートベースの認証の機能情報
リリース

機能情報

Cisco IOS Release 15.0(2)EXCisco IOS Release
15.2(5)E

この機能が導入されました。

ネットワーク内のすべての Catalyst スイッチで
の同一認証方法の使用をサポートします。
認証マネージャからの冗長システム メッセージ
のフィルタリングをサポートします。
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章

Web ベース認証の設定
Web ベース認証機能（別名 Web 認証プロキシ）は、IEEE 802.1x サプリカントが実行されていな
いホスト システムのエンド ユーザを認証します。
• 機能情報の確認, 1243 ページ
• Web ベース認証について, 1243 ページ
• Web ベース認証の設定方法, 1260 ページ
• Web ベース認証の設定例, 1274 ページ
• Web ベース認証に関するその他の参考資料, 1276 ページ
• Web ベース認証の機能情報, 1277 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表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シスコ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 からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

Web ベース認証について
Web ベース認証の概要
IEEE 802.1x サプリカントが実行されていないホスト システムのエンド ユーザを認証するには、
Web 認証プロキシと呼ばれる Web ベース認証機能を使用します。
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（注）

Web ベース認証を設定できるのはレイヤ 2 インターフェイスのみです。
HTTP セッションを開始すると、Web ベース認証は、ホストからの入力 HTTP パケットを代行受
信し、ユーザに HTML ログイン ページを送信します。ユーザはクレデンシャルを入力します。こ
のクレデンシャルは、Web ベース認証機能により、認証のために認証、許可、アカウンティング
（AAA）サーバに送信されます。
認証が成功すると、Web ベース認証はログイン成功 HTML ページをホストに送信し、AAA サー
バから返されたアクセス ポリシーを適用します。
認証に失敗した場合、Web ベース認証は、ログインの失敗を示す HTML ページをユーザに転送
し、ログインを再試行するように、ユーザにプロンプトを表示します。最大試行回数を超過した
場合、Web ベース認証は、ログインの期限切れを示す HTML ページをホストに転送し、このユー
ザは待機期間中、ウォッチ リストに載せられます。

（注）

中央 Web 認証リダイレクト用の HTTPS トラフィック インターセプションはサポートされてい
ません。

（注）

グローバル パラメータ マップ（method-type、custom、redirect）は、すべてのクライアントお
よび SSID で同じ Web 認証方式（consent、web consent、webauth など）を使用するときにのみ
使用する必要があります。これにより、すべてのクライアントが同じ Web 認証方式になりま
す。
要件により、1 つの SSID に consent、別の SSID に webauth を使用する場合、名前付きパラメー
タ マップを 2 つ使用する必要があります。1 番目のパラメータ マップには consent を設定し、
2 番目のパラメータ マップには webauth を設定する必要があります。

デバイスのロール
Web ベース認証では、ネットワーク上のデバイスに次のような固有の役割があります。
• クライアント：LAN およびサービスへのアクセスを要求し、スイッチからの要求に応答する
デバイス（ワークステーション）。このワークステーションでは、Java Script がイネーブル
に設定された HTML ブラウザが実行されている必要があります。
• 認証サーバ：クライアントを認証します。認証サーバはクライアントの識別情報を確認し、
そのクライアントが LAN およびスイッチのサービスへのアクセスを許可されたか、あるい
はクライアントが拒否されたのかをスイッチに通知します。
• スイッチ：クライアントの認証ステータスに基づいて、ネットワークへの物理アクセスを制
御します。スイッチはクライアントと認証サーバとの仲介デバイス（プロキシ）として動作
し、クライアントに識別情報を要求し、その情報を認証サーバで確認し、クライアントに応
答をリレーします。
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次の図は、ネットワーク上でのこれらのデバイスの役割を示します。
図 70：Web ベース認証デバイスの役割

ホストの検出
スイッチは、検出されたホストに関する情報を格納するために、IP デバイス トラッキング テーブ
ルを維持します。

（注）

レイヤ 2 インターフェイスでは、Web ベース認証は、これらのメカニズムを使用して、IP ホスト
を検出します。
• ARP ベースのトリガー：ARP リダイレクト ACL により、Web ベース認証は、スタティック
IP アドレス、またはダイナミック IP アドレスを持つホストを検出できます。
• ダイナミック ARP インスペクション
• DHCP スヌーピング：スイッチがホストの DHCP バインディング エントリを作成するときに
Web ベース認証が通知されます。

セッションの作成
Web ベース認証により、新しいホストが検出されると、次のようにセッションが作成されます。
• 例外リストをレビューします。
ホスト IP が例外リストに含まれている場合、この例外リスト エントリからポリシーが適用
され、セッションが確立されます。
• 認証バイパスをレビューします。
ホスト IP が例外リストに含まれていない場合、Web ベース認証は応答しないホスト（NRH）
要求をサーバに送信します。
サーバの応答が access accepted であった場合、認証はこのホストにバイパスされます。セッ
ションが確立されます。
• HTTP インターセプト ACL を設定します。
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NRH 要求に対するサーバの応答が access rejected であった場合、HTTP インターセプト ACL
がアクティブ化され、セッションはホストからの HTTP トラフィックを待機します。

認証プロセス
Web ベース認証をイネーブルにすると、次のイベントが発生します。
• ユーザが HTTP セッションを開始します。
• HTTP トラフィックが代行受信され、認証が開始されます。スイッチは、ユーザにログイン
ページを送信します。ユーザはユーザ名とパスワードを入力します。スイッチはこのエント
リを認証サーバに送信します。
• 認証に成功した場合、スイッチは認証サーバからこのユーザのアクセス ポリシーをダウン
ロードし、アクティブ化します。ログインの成功ページがユーザに送信されます
• 認証に失敗した場合は、スイッチはログインの失敗ページを送信します。ユーザはログイン
を再試行します。失敗の回数が試行回数の最大値に達した場合、スイッチはログイン期限切
れページを送信します。このホストはウォッチ リストに入れられます。ウォッチ リストの
タイム アウト後、ユーザは認証プロセスを再試行することができます。
• 認証サーバがスイッチに応答せず、AAA 失敗ポリシーが設定されている場合、スイッチはホ
ストに失敗アクセス ポリシーを適用します。ログインの成功ページがユーザに送信されます
• ホストがレイヤ 2 インターフェイス上の ARP プローブに応答しない場合、スイッチはクライ
アントを再認証します。
• この機能は、ダウンロードされたタイムアウト、またはローカルに設定されたセッション タ
イムアウトを適用します。
• Termination-Action が RADIUS である場合、この機能は、サーバに NRH 要求を送信します。
Termination-Action は、サーバからの応答に含まれます。
• Termination-Action がデフォルトである場合、セッションは廃棄され、適用されたポリシーは
削除されます。

認証プロキシの使用
認証プロキシ機能は、クライアント ホスト上でユーザとの対話を必要とします。次の表で、認証
プロキシとクライアント ホストの対話について説明します。
表 100：認証プロキシとクライアント ホストの対話

認証プロキシのクライアントとの動作

説明

HTTP 接続の開始

ユーザが現在ファイアウォール ルータで認証済
みでない場合、ユーザが HTTP 接続を開始する
と認証プロキシが起動されます。ユーザがすで
に認証済みの場合、認証プロキシはユーザに対
して透過的です。
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認証プロキシのクライアントとの動作

説明

ログイン ページを使用したログイン

認証プロキシをトリガーすると、HTML ベース
のログイン ページが生成されます。ユーザは、
AAA サーバで認証されるために、ユーザ名と
パスワードを入力する必要があります。How the
Authentication Proxy Works モジュールの
Authentication Proxy Login Page の図で、認証プ
ロキシのログイン ページを図示しています。

クライアントでのユーザの認証

ログインの試行の後の認証プロキシの動作は、
ブラウザで JavaScript がイネーブルになってい
るかどうかで変わります。JavaScript が有効な
ときに認証が成功した場合、認証プロキシは、
How the Authentication Proxy Works モジュール
の Authentication Proxy Login Status Message の図
に示すように、認証のステータスを示すメッ
セージを表示します。認証ステータスが表示さ
れた後、プロキシは自動的に HTTP 接続を完了
します。
JavaScript がディセーブルになっており、認証
が成功した場合、認証プロキシは、接続を完了
するための追加の手順を表示したポップアップ
ウィンドウを生成します。Secure Authentication
モジュールの Authentication Proxy Login Status
Message with JavaScript Disabled の図を参照して
ください。
いずれの場合も、認証が成功しなかった場合
は、ユーザはログイン ページから再度ログイン
する必要があります。

認証プロキシを使用すべき場合
認証プロキシは、次のような状況で使用できます。
• ホストの IP アドレスやグローバル アクセス ポリシーに基づいてアクセス コントロールを設
定するのではなく、認証サーバによって提供されているサービスを使用して、個人ごと（ユー
ザごと）にアクセス権を管理する場合。任意のホスト IP アドレスからのユーザを認証および
認可することにより、ネットワーク管理者は、DHCP を使用してホスト IP アドレスを設定で
きるようにもなります。
• イントラネットやインターネット サービスへのアクセスを許可する前に、ローカル ユーザ
を認証および認可する場合。
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• ローカル サービスへのアクセスを許可する前に、リモート ユーザを認証および認可する場
合。
• 特定のエクストラネット ユーザに対するアクセスを制御する場合。たとえば、企業パート
ナーの財務責任者を、あるアクセス権のセットを使用して認証および認可し、同じパート
ナーの技術責任者を、別のアクセス権のセットを使用するように認可することができます。
• 認証プロキシを VPN クライアント ソフトウェアとともに使用して、ユーザを検証し、特定
のアクセス権を割り当てる場合。
• 認証プロキシを AAA アカウンティングとともに使用して、課金、セキュリティ、またはリ
ソース割り当てのために使用可能な「開始」および「終了」アカウンティング レコードを生
成することで、ユーザが認証済みホストからのトラフィックを追跡できるようにする場合。

認証プロキシの適用
認証プロキシは、ユーザごとの認証と認可を行うルータの任意のインターフェイスで、インバウ
ンド方向に適用します。認証プロキシをインターフェイスでインバウンド方向に適用すると、ユー
ザからの初期接続要求が、他の処理に渡される前に、認証プロキシによって代行受信されます。
ユーザが AAA サーバによる認証に失敗すると、接続要求はドロップされます。
認証プロキシの適用方法は、セキュリティ ポリシーに依存します。たとえば、インターフェイス
を通過するすべてのトラフィックをブロックし、認証プロキシ機能を有効にして、ユーザが開始
したすべての HTTP 接続に対して認証と認可を義務付けることができます。ユーザは、AAA サー
バで正常に認証されない限り、サービスの利用が認可されません。
認証プロキシ機能では、標準のアクセスリストを使用し、どのホストまたはホストグループから
の初期 HTTP トラフィックに対してプロキシを起動するかを指定できます。
下の図に示す認証プロキシは、LAN インターフェイスに適用されており、すべてのネットワーク
ユーザは、初期接続時に認証される必要があります（すべてのトラフィックは各インターフェイ
スでブロックされます）。
図 71：ローカル インターフェイスでの認証プロキシの適用
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下の図に示す認証プロキシは、ダイヤルイン インターフェイスに適用され、すべてのネットワー
ク トラフィックが各インターフェイスでブロックされます。
図 72：外部インターフェイスでの認証プロキシの適用

ローカル Web 認証バナー
Web 認証を使用して、デフォルトのカスタマイズ済み Web ブラウザ バナーを作成して、スイッ
チにログインしたときに表示するようにできます。
このバナーは、ログインページと認証結果ポップアップページの両方に表示されます。デフォル
トのバナー メッセージは次のとおりです。
• 認証成功
• 認証失敗
• 認証期限切れ
ローカル Web 認証バナーは、レガシーおよび新スタイル（セッション アウェア）の CLI で次の
ように設定できます。
• レガシー モード：ip admission auth-proxy-banner http グローバル コンフィギュレーション
コマンドを使用します。
• 新スタイル モード：parameter-map type webauth global banner グローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーション
ガイド
1249

Web ベース認証について

ログイン ページには、デフォルトのバナー、Cisco Systems、および Switch host-name Authentication
が表示されます。Cisco Systems は認証結果ポップアップ ページに表示されます。
図 73：認証成功バナー

バナーは次のようにカスタマイズ可能です。
• スイッチ名、ルータ名、または会社名などのメッセージをバナーに追加する。
◦ レガシー モード：ip admission auth-proxy-banner http banner-text グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。
◦ 新スタイル モード：parameter-map type webauth global banner グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。
• ロゴまたはテキスト ファイルをバナーに追加する。
• レガシー モード：ip admission auth-proxy-banner http file-path グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。
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• 新スタイル モード：parameter-map type webauth global banner グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。
図 74：カスタマイズされた Web バナー
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バナーがイネーブルにされていない場合、Web 認証ログイン画面にはユーザ名とパスワードのダ
イアログボックスだけが表示され、スイッチにログインしたときにはバナーは表示されません。
図 75：バナーが表示されていないログイン画面

詳細については、セッション対応『Session Aware Networking Configuration Guide』、『Cisco IOS
XE Release 3SE (Catalyst 3850 Switches) Session Aware Networking Configuration Guide』、『Cisco IOS
XE Release 3SE (Catalyst 3850 Switches)』、および『Web Authentication Enhancements - Customizing
Authentication Proxy』 Web ページを参照してください。

Web 認証カスタマイズ可能な Web ページ
Web ベース認証プロセスでは、スイッチ内部の HTTP サーバは、認証中のクライアントに配信さ
れる 4 種類の HTML ページをホストします。サーバはこれらのページを使用して、ユーザに次の
4 種類の認証プロセス ステートを通知します。
• ログイン：資格情報が要求されています。
• 成功：ログインに成功しました。
• 失敗：ログインに失敗しました。
• 期限切れ：ログインの失敗回数が多すぎて、ログイン セッションが期限切れになりました。
ガイドライン
• デフォルトの内部 HTML ページの代わりに、独自の HTML ページを使用することができま
す。
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• ロゴを使用することもできますし、ログイン、成功、失敗、および期限切れ Web ページでテ
キストを指定することもできます。
• バナー ページで、ログイン ページのテキストを指定できます。
• これらのページは、HTML で記述されています。
• 成功ページには、特定の URL にアクセスするための HTML リダイレクト コマンドを記入す
る必要があります。
• この URL 文字列は有効な URL（例：http://www.cisco.com）でなければなりません。不完全
な URL は、Web ブラウザで、「ページが見つかりません」またはこれに類似するエラーの
原因となる可能性があります。
• HTTP 認証で使用される Web ページを設定する場合、これらのページには適切な HTML コマ
ンド（例：ページのタイム アウトを設定、暗号化されたパスワードの設定、同じページが 2
回送信されていないことの確認など）を記入する必要があります.
• 設定されたログイン フォームがイネーブルにされている場合、特定の URL にユーザをリダ
イレクトする CLI コマンドは使用できません。管理者は、Web ページにリダイレクトが設定
されていることを保証する必要があります。
• 認証後、特定の URL にユーザをリダイレクトする CLI コマンドを入力してから、Web ペー
ジを設定するコマンドを入力した場合、特定の URL にユーザをリダイレクトする CLI コマ
ンドは効力を持ちません。
• 設定された Web ページは、スイッチのブート フラッシュ、またはフラッシュにコピーでき
ます。
• スタック可能なスイッチでは、スタック マスターまたはスタック メンバーのフラッシュか
ら設定済みのページにアクセスできます。
• ログイン ページを 1 つのフラッシュ上に、成功ページと失敗ページを別のフラッシュ（たと
えば、スタック マスター、またはメンバのフラッシュ）にすることができます。
• 4 ページすべてを設定する必要があります。
• Web ページを使ってバナー ページを設定した場合、このバナー ページには効果はありませ
ん。
• システム ディレクトリ（たとえば、flash、disk0、disk）に保存されていて、ログイン ページ
に表示する必要のあるロゴ ファイル（イメージ、フラッシュ、オーディオ、ビデオなど）す
べてには、必ず、web_auth_<filename> の形式で名前をつけてください。
• 設定された認証プロキシ機能は、HTTP と SSL の両方をサポートしています。
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デフォルトの内部 HTML ページの代わりに、自分の HTML ページを使用することができます。認
証後のユーザのリダイレクト先で、内部成功ページの代わりとなる URLを指定することもできま
す。
図 76：カスタマイズ可能な認証ページ

認証プロキシ Web ページの注意事項
カスタマイズされた認証プロキシ Web ページを設定する際には、次の注意事項に従ってくださ
い。
• カスタム Web ページ機能をイネーブルにするには、カスタム HTML ファイルを 4 個すべて
指定します。指定したファイルの数が 4 個未満の場合、内部デフォルト HTML ページが使用
されます。
• これら 4 個のカスタム HTML ファイルは、スイッチのフラッシュ メモリ内に存在しなけれ
ばなりません。各 HTML ファイルの最大サイズは 8 KB です。
• カスタム ページ上のイメージはすべて、アクセス可能は HTTP サーバ上に存在しなければな
りません。インターセプト ACL は、管理ルール内で設定します。
• カスタム ページからの外部リンクはすべて、管理ルール内でのインターセプト ACL の設定
を必要とします。
• 有効な DNS サーバにアクセスするには、外部リンクまたはイメージに必要な名前解決で、
管理ルール内にインターセプト ACL を設定する必要があります。
• カスタム Web ページ機能がイネーブルに設定されている場合、設定された auth-proxy-banner
は使用されません。
• カスタム Web ページ機能がイネーブルに設定されている場合、ログインの成功に対するリダ
イレクション URL は使用できません。
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• カスタム ファイルの指定を解除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
カスタム ログイン ページはパブリック Web フォームであるため、このページについては、次の
注意事項に従ってください。
• ログインフォームは、ユーザによるユーザ名とパスワードの入力を受け付け、これらをuname
および pwd として示す必要があります。
• カスタム ログイン ページは、ページ タイムアウト、暗号化されたパスワード、冗長送信の
防止など、Web フォームに対するベスト プラクティスに従う必要があります。

その他の機能と Web ベース認証の相互作用
802.1X 認証
802.1x 認証を設定する場合の注意事項は、次のとおりです。
• 802.1x 認証をイネーブルにすると、他のレイヤ 2 またはレイヤ 3 機能がイネーブルになる前
に、ポートが認証されます。
• 802.1x 対応ポートが割り当てられている VLAN が変更された場合、この変更は透過的でス
イッチには影響しません。たとえば、ポートが RADIUS サーバに割り当てられた VLAN に
割り当てられ、再認証後に別の VLAN に割り当てられた場合に、この変更が発生します。
802.1x ポートが割り当てられている VLAN がシャットダウン、ディセーブル、または削除さ
れる場合、ポートは無許可になります。たとえば、ポートが割り当てられたアクセス VLAN
がシャットダウンまたは削除された後、ポートは無許可になります。
• 802.1x プロトコルは、レイヤ 2 スタティックアクセス ポート、音声 VLAN ポート、および
レイヤ 3 ルーテッド ポートでサポートされますが、次のポート タイプではサポートされま
せん。
◦ ダイナミック ポート：ダイナミック モードのポートは、ネイバーとトランク ポートへ
の変更をネゴシエートする場合があります。ダイナミック ポートで 802.1x 認証をイネー
ブルにしようとすると、エラー メッセージが表示され、802.1x 認証はイネーブルになり
ません。802.1x 対応ポートのモードをダイナミックに変更しようとしても、エラー メッ
セージが表示され、ポート モードは変更されません。
◦ EtherChannel ポート：アクティブまたはアクティブでない EtherChannel メンバを 802.1x
ポートとして設定しないでください。EtherChannel ポートで 802.1x 認証をイネーブルに
しようとすると、エラー メッセージが表示され、802.1x 認証はイネーブルになりませ
ん。
◦ スイッチド ポート アナライザ（SPAN）およびリモート SPAN（RSPAN）宛先ポート：
SPAN または RSPAN 宛先ポートであるポートの 802.1x 認証をイネーブルにすることが
できます。ただし、ポートを SPAN または RSPAN 宛先ポートとして削除するまでは、
802.1x 認証はディセーブルになります。SPAN または RSPAN 送信元ポートでは 802.1x
認証をイネーブルにすることができます。
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• スイッチ上で、dot1x system-auth-control グローバル コンフィギュレーション コマンドを入
力して 802.1x 認証をグローバルにイネーブルにする前に、802.1x 認証と EtherChannel が設定
されているインターフェイスから、EtherChannel の設定を削除してください。
• Cisco IOS Release 12.2(55)SE 以降のリリースでは、802.1x 認証に関連するシステム メッセー
ジのフィルタリングがサポートされています。
認証プロキシによる AAA アカウンティング
認証プロキシを使用して、課金やセキュリティ監査で使用できる十分な情報を含む「開始」およ
び「終了」アカウンティングレコードを生成できます。そうすることで、認証プロキシサービス
を使用する認証済みホストの動作をモニタできます。
認証プロキシのキャッシュが満了して削除されると、経過時間などの追加のデータがアカウンティ
ング情報に追加され、「終了」レコードがサーバに送信されます。この時点で、情報がデータ構
造から削除されます。
認証プロキシ ユーザ セッションに対するアカウンティング レコードは、キャッシュおよび動的
ACL の使用に関連付けられます。
ACL
Web ベースの認証を行うには、インターフェイスでポート ACL を設定する必要があります。
Web ベースの認証を実行できる十分な TCAM 容量があることを確認します。
インターフェイスで VLAN ACL、または Cisco IOS ACL を設定した場合、ACL は、Web ベース認
証のホスト ポリシーが適用された後だけ、ホスト トラフィックに適用されます。
レイヤ 2 Web ベース認証では、ポートに接続されたホストからの入力トラフィックについて、ポー
ト ACL（PACL）をデフォルトのアクセス ポリシーとして設定することが、必須ではないですが
より安全です。認証後、Web ベース認証のホスト ポリシーは、PACL に優先されます。ポートに
設定された ACL がなくても、ポリシー ACL はセッションに適用されます。
MAC ACL と Web ベース認証を同じインターフェイスに設定することはできません。
アクセス VLAN が VACL キャプチャ用に設定されているポートには Web ベース認証は設定でき
ません。
コンテキストベース アクセス コントロール
コンテキストベース アクセス コントロール（CBAC）が、ポート VLAN のレイヤ 3 VLAN イン
ターフェイスで設定されている場合、レイヤ 2 ポートで Web ベース認証は設定できません。
Gateway IP
VLAN のいずれかのスイッチ ポートで Web ベース認証が設定されている場合、レイヤ 3 VLAN イ
ンターフェイス上にゲートウェイ IP（GWIP）を設定することはできません。
Web ベース認証はゲートウェイ IP と同じレイヤ 3 インターフェイスに設定できます。ソフトウェ
アで、両方の機能のホスト ポリシーが適用されます。GWIP ホスト ポリシーは、Web ベース認証
のホスト ポリシーに優先されます。
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LAN ポート IP
LAN ポート IP（LPIP）とレイヤ 2 Web ベース認証は、同じポートに設定できます。ホストは、ま
ず Web ベース認証、次に LPIP ポスチャ検証を使用して認証されます。LPIP ホスト ポリシーは、
Web ベース認証のホスト ポリシーに優先されます。
Web ベース認証のアイドル時間が満了すると、NAC ポリシーは削除されます。ホストが認証さ
れ、ポスチャが再度検証されます。
ポート セキュリティ
Web ベース認証とポート セキュリティは、同じポートに設定できます。Web ベース認証はポート
を認証し、ポート セキュリティは、クライアントの MAC アドレスを含むすべての MAC アドレ
スに対するネットワーク アクセスを管理します。この場合、このポートを介してネットワークへ
アクセスできるクライアントの数とグループを制限できます。

デフォルトの Web ベース認証の設定
次の表に、デフォルトの Web ベース認証の設定を示しています。
表 101：デフォルトの Web ベース認証の設定

機能

デフォルト設定

AAA

ディセーブル

RADIUS サーバ

• 指定なし

• IP アドレス

• 1645

• UDP 認証ポート

• 指定なし

• Key
無活動タイムアウトのデフォルト値

3600 秒

無活動タイムアウト

イネーブル

Web ベース認証の設定に関する注意事項と制約事項
• Web ベース認証は入力だけの機能です。
• Web ベース認証は、アクセス ポートだけで設定できます。Web ベース認証は、トランク ポー
ト、EtherChannel メンバ ポート、またはダイナミック トランク ポートではサポートされて
いません。
• ポート設定にポート ACL が存在している必要があります。ポート ACL がない場合、intercept
ACL を追加できません。
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• 必要なトラフィックを認証後に許可できるようポート ACL が適切に設定されている必要が
あります。これが必要になるのは、このスイッチでダウンロード可能ACL（DACL）がサポー
トされていないためです。
• スイッチは、すべてのホスト モードで、各ポートに 1 つの Web 認証クライアントをサポー
トします。複数のクライアントを持つことは、予期せぬ結果を招く可能性があり、推奨され
ていません。
• DACL がサポートされていないため、Web 認証用認証ルールでポート ACL を設定すること
は許可されません。
• Web ベース認証を設定する前に、インターフェイスでデフォルトの ACL を設定する必要が
あります。レイヤ 2 インターフェイスに対してポート ACL を設定するか、またはレイヤ 3
インターフェイスに対して Cisco IOS ACL を設定します。
• スタティックな ARP キャッシュが割り当てられているレイヤ 2 インターフェイス上のホスト
は認証できません。これらのホストは ARP メッセージを送信しないため、Web ベース認証
機能では検出されません。
• デフォルトでは、スイッチの IP 装置追跡機能はディセーブルにされています。Web ベース
認証を使用するには、IPデバイスのトラッキング機能をイネーブルにする必要があります。
• スイッチ HTTP サーバを実行するには、IP アドレスを少なくとも 1 つ設定する必要がありま
す。また、各ホスト IP アドレスに到達するようにルートを設定する必要もあります。HTTP
サーバは、ホストに HTTP ログイン ページを送信します。
• 2 ホップ以上離れたところにあるホストでは、STP トポロジの変更により、ホスト トラフィッ
クの到着するポートが変わってしまった場合、トラフィックが停止する可能性があります。
これは、レイヤ 2（STP）トポロジの変更後に、ARP および DHCP の更新が送信されていな
い場合に発生します。
• Web ベース認証は、ダウンロード可能なホスト ポリシーとして、VLAN 割り当てをサポート
していません。
• Web ベース認証および Network Edge Access Topology（NEAT）は、相互に排他的です。イン
ターフェイス上で NEAT がイネーブルの場合、Web ベース認証を使用できず、インターフェ
イス上で Web ベース認証が実行されている場合は、NEAT を使用できません。
• Web ベース認証 NRH（応答しないホスト）は、音声デバイスではサポートされません。
• パスワード認証プロトコル（PAP）のみがコントローラの Web ベースの RADIUS 認証でサ
ポートされます。チャレンジ ハンドシェイク認証プロトコル（CHAP）は、コントローラの
Web ベースの RADIUS 認証でサポートされません。
• スイッチから RADIUS サーバへの通信の設定に使用される次の RADIUS セキュリティ サー
バ設定を確認します。
◦ ホスト名
◦ ホスト IP アドレス
◦ ホスト名と特定の UDP ポート番号
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◦ IP アドレスと特定の UDP ポート番号
IP アドレスと UDP ポート番号の組み合わせによって、一意の ID が作成され、サーバの同一
IP アドレス上にある複数の UDP ポートに RADIUS 要求を送信できるようになります。同じ
RADIUS サーバ上の異なる 2 つのホスト エントリに同じサービス（たとえば認証）を設定し
た場合、2 番めに設定されたホスト エントリは、最初に設定されたホスト エントリのフェー
ルオーバー バックアップとして動作します。RADIUS ホスト エントリは、設定した順序に
従って選択されます。
• RADIUS サーバ パラメータを設定する場合は、次の点に注意してください。
◦ 別のコマンドラインに、key string を指定します。
◦ key string には、スイッチと RADIUS サーバ上で動作する RADIUS デーモンとの間で使
用する認証および暗号キーを指定します。キーは、RADIUS サーバで使用する暗号化
キーに一致するテキスト ストリングでなければなりません。
◦ key string を指定する場合、キーの中間、および末尾にスペースを使用します。キーに
スペースを使用する場合は、引用符がキーの一部分である場合を除き、引用符でキーを
囲まないでください。キーは RADIUS デーモンで使用する暗号に一致している必要があ
ります。
◦ すべての RADIUS サーバについて、タイムアウト、再送信回数、および暗号キー値をグ
ローバルに設定するには、radius-server host グローバル コンフィギュレーション コマ
ンドを使用します。これらのオプションをサーバ単位で設定するには、radius-server
timeout、radius-server transmit、および radius-server key グローバル コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用します。詳細については、『Cisco IOS Security Configuration Guide,
Release 12.4』および『Cisco IOS Security Command Reference, Release 12.4』を参照してく
ださい。

（注）

RADIUS サーバでは、スイッチの IP アドレス、サーバとスイッチで共有され
る key string、およびダウンロード可能な ACL（DACL）などの設定を行う必
要があります。詳細については、RADIUS サーバのマニュアルを参照してくだ
さい。

• MDA/MA モードでは、IP 電話に接続された PC から Web ベース認証セッションを開始する
ことはできません（ダウンロード可能 ACL がサポートされていないため）。
• スイッチを Web ベース認証クライアント用ゲートウェイとして設定することはできません
（スイッチで レイヤ 3 ルックアップが行われないため）。代わりに、アップリンク デバイ
スのスイッチ仮想インターフェイス（SVI）をゲートウェイとして設定します。
• ASIC による合計 TCAM 領域は、384 までに制限されます。したがって、ポート ACL と Web
ベース認証をすべてのポートにわたって設定する場合、セッションの合計数は、スイッチに
設定されたアクセス制御エントリ（ACE）によって異なります（Web ベース認証が設定され
ているポートは、TCAM で ACL を共有しません。TCAM 領域がポート ACL で一杯になる
と、Web ベース認証セッションは開始されません）。
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Web ベース認証の設定方法
認証ルールとインターフェイスの設定
この項での例は、レガシー スタイルの設定です。新しいスタイルの設定については、『Session
Aware Networking Configuration Guide, Cisco IOS XE Release 3SE (Catalyst 3850 Switches)』を参照して
ください。
認証ルールおよび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。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ip admissionname nameproxyhttp
4. interface type slot/port
5. ip access-group name
6. ip admissionname
7. exit
8. ip device tracking
9. end
10. show ip admission status
11. 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。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

ip admissionname nameproxyhttp

Web ベース許可の認証ルールを設定します。

例：
Switch(config)# ip admission name
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コマンドまたはアクション

目的

webauth1 proxy http

ステップ 4

interface type slot/port
例：
Switch(config)# interface
gigabitEthernet1/0/1

ステップ 5

ip access-group name

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、Web ベース認証をイネーブルにする入力レ
イヤ 2 またはレイヤ 3 インターフェイスを指定しま
す。
type には、fastethernet、gigabit ethernet、または
tengigabitethernet を指定できます。
デフォルト ACL を適用します。

例：
Switch(config-if)# ip access-group
webauthag

ステップ 6

ip admissionname

インターフェイスの Web ベース認可の認証ルールを
設定します。

例：
Switch(config)# ip admission name

ステップ 7

コンフィギュレーション モードに戻ります。

exit
例：
Switch(config-if)# exit

ステップ 8

ip device tracking

IP デバイス トラッキング テーブルをイネーブルに
します。

例：
Switch(config)# ip device tracking

ステップ 9

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 10

show ip admission status

設定を表示します。

例：
Switch# show ip admission status
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ステップ 11

コマンドまたはアクション

目的

copy running-config startup-config

（任意）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：
Switch# copy running-config
startup-config

AAA 認証の設定
AAA 認証を設定するには、次の手順を実行します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. aaa new-model
4. aaa authentication login default group {tacacs+ | radius}
5. aaa authorization auth-proxy default group {tacacs+ | radius}
6. tacacs-server host {hostname | ip_address}
7. tacacs-server key {key-data}
8. end
9. show running-config
10. 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。パ
スワードを入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Switch# 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

aaa new-model

AAA 機能をイネーブルにします。

例：
Switch(config)# aaa new-model

ステップ 4

aaa authentication login default group {tacacs+ |
radius}

ログイン時の認証方法のリストを定義します。

例：
Switch(config)# aaa authentication login
default group tacacs+

ステップ 5

aaa authorization auth-proxy default group
{tacacs+ | radius}

Web ベース許可の許可方式リストを作成しま
す。

例：
Switch(config)# aaa authorization auth-proxy
default group tacacs+

ステップ 6

tacacs-server host {hostname | ip_address}

AAA サーバを指定します。

例：
Switch(config)# tacacs-server host 10.1.1.1

ステップ 7

tacacs-server key {key-data}

スイッチと TACACS サーバとの間で使用され
る許可および暗号キーを設定します。

例：
Switch(config)# tacacs-server key

ステップ 8

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 9

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config
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ステップ 10

コマンドまたはアクション

目的

copy running-config startup-config

（任意）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：
Switch# copy running-config startup-config

スイッチ/RADIUS サーバ間通信の設定
RADIUS サーバのパラメータを設定するには、次の手順を実行します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ip radius source-interface vlan vlan interface number
4. radius-server host {hostname | ip-address} test username username
5. radius-server key string
6. radius-server dead-criteria tries num-tries
7. 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。パスワードを入
力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

ip radius source-interface vlan vlan
interface number

RADIUS パケットが、指定されたインターフェイスの IP ア
ドレスを含むように指定します。

例：
Switch(config)# ip radius
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コマンドまたはアクション

目的

source-interface vlan 80

ステップ 4

radius-server host {hostname | ip-address} リモート RADIUS サーバのホスト名または IP アドレスを指
test username username
定します。
例：
Switch(config)# radius-server host
172.l20.39.46 test username user1

test username username は、RADIUS サーバ接続の自動テス
トをイネーブルにするオプションです。指定された username
は有効なユーザ名である必要はありません。
key オプションは、スイッチと RADIUS サーバの間で使用さ
れる認証と暗号キーを指定します。
複数の RADIUS サーバを使用するには、それぞれのサーバ
でこのコマンドを入力してください。

ステップ 5

radius-server key string

スイッチと、RADIUS サーバで動作する RADIUS デーモン
間で使用される認証および暗号キーを設定します。

例：
Switch(config)# radius-server key
rad123

ステップ 6

radius-server dead-criteria tries num-tries RADIUS サーバに送信されたメッセージへの応答がない場合
に、このサーバが非アクティブであると見なすまでの送信回
例：
数を指定します。指定できる num-tries の範囲は 1 ～ 100 で
す。
Switch(config)# radius-server
dead-criteria tries 30

ステップ 7

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

HTTP サーバの設定
Web ベース認証を使用するには、Switchで HTTP サーバをイネーブルにする必要があります。こ
のサーバは HTTP または HTTPS のいずれかについてイネーブルにできます。

（注）

Apple の疑似ブラウザは、ip http secure-server コマンドだけを設定すると開きません。 ip http
server コマンドも設定する必要があります。
HTTP または HTTPS のいずれかでサーバをイネーブルにするには、次の手順を実行します。
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手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ip http server
4. ip http secure-server
5. 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。パスワードを入力し
ます（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

ip http server
例：

HTTP サーバをイネーブルにします。Web ベース認証機能は、
HTTP サーバを使用してホストと通信し、ユーザ認証を行いま
す。

Switch(config)# ip http server

ステップ 4

ステップ 5

ip http secure-server

HTTPS をイネーブルにします。

例：

カスタム認証プロキシ Web ページを設定するか、成功ログイン
のリダイレクション URL を指定します。

Switch(config)# ip http
secure-server

（注）

end

特権 EXEC モードに戻ります。

ip http secure-server コマンドを入力したときに、セ
キュア認証が確実に行われるようにするには、ユーザ
が HTTP 要求を送信した場合でも、ログイン ページは
必ず HTTPS（セキュア HTTP）形式になるようにしま
す。

例：
Switch(config)# end
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認証プロキシ Web ページのカスタマイズ
Web ベースの認証中、Switchのデフォルト HTML ページではなく、代わりの HTML ページがユー
ザに表示されるように、Web 認証を設定できます。
この機能のための同等のセッション認識型ネットワーク設定の例については、『Session Aware
Networking Configuration Guide, Cisco IOS XE Release 3SE (Catalyst 3850 Switches)』マニュアルの「ア
イデンティティ制御ポリシーの設定」の章の「Web ベース認証のパラメータ マップの設定」の項
を参照してください。
カスタム認証プロキシ Web ページの使用を指定するには、次の手順を実行してください。

はじめる前に
Switchのフラッシュ メモリにカスタム HTML ファイルを保存します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ip admission proxy http login page file device:login-filename
4. ip admission proxy http success page file device:success-filename
5. ip admission proxy http failure page file device:fail-filename
6. ip admission proxy http login expired page file device:expired-filename
7. 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。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

ip admission proxy http login page file
device:login-filename
例：

Switchのメモリ ファイル システム内で、デフォル
トのログイン ページの代わりに使用するカスタム
HTML ファイルの場所を指定します。device: はフ
ラッシュ メモリです。

Switch(config)# ip admission proxy http login
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コマンドまたはアクション

目的

page file disk1:login.htm

ステップ 4

ip admission proxy http success page file
device:success-filename

デフォルトのログイン成功ページの代わりに使用す
るカスタム HTML ファイルの場所を指定します。

例：
Switch(config)# ip admission proxy http
success page file disk1:success.htm

ステップ 5

ip admission proxy http failure page file
device:fail-filename

デフォルトのログイン失敗ページの代わりに使用す
るカスタム HTML ファイルの場所を指定します。

例：
Switch(config)# ip admission proxy http fail
page file disk1:fail.htm

ステップ 6

ip admission proxy http login expired page file
device:expired-filename

デフォルトのログイン失効ページの代わりに使用す
るカスタム HTML ファイルの場所を指定します。

例：
Switch(config)# ip admission proxy http login
expired page file disk1:expired.htm

ステップ 7

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# end

Web ベース認証パラメータの設定
クライアントが待機時間中にウォッチ リストに掲載されるまで許容される失敗ログイン試行の最
大回数を設定するには、次の手順を実行します。
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手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ip admission max-login-attempts number
4. end
5. show running-config
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。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

ip admission max-login-attempts number
例：

失敗ログイン試行の最大回数を設定します。指定
できる範囲は 1 ～ 2147483647 回です。デフォルト
は 5 分です。

Switch(config)# ip admission
max-login-attempts 10

ステップ 4

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 5

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定
を保存します。

例：
Switch# copy running-config startup-config
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コマンドまたはアクション

目的

Web 認証ローカル バナーの設定
この機能のための同等のセッション認識型ネットワーク設定の例については、『Session Aware
Networking Configuration Guide, Cisco IOS XE Release 3SE (Catalyst 3850 Switches)』マニュアルの「ア
イデンティティ制御ポリシーの設定」の章の「Web ベース認証のパラメータ マップの設定」の項
を参照してください。
Web 認証が設定されたスイッチでローカル バナーを設定するには、特権 EXEC モードで次の手順
を実行します。

手順の概要
1. configure terminal
2. ip auth-proxy auth-proxy-banner http [banner-text | file-path]
3. end
4. 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

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

ip auth-proxy auth-proxy-banner http
[banner-text | file-path]

Switch(config)# aaa ip auth-proxy
auth-proxy-banner C My Switch C

（任意）C banner-text C と入力して、カスタム バナー
を作成します。ここで、Cは区切り文字、またはバナー
に表示されるファイル（例：ロゴ、またはテキスト
ファイル）を示すファイル パスです。

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：

ステップ 3

ローカル バナーをイネーブルにします。

例：
Switch(config)# end
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

copy running-config startup-config

（任意）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：
Switch(config)# copy running-config
startup-config

中央 Web 認証の設定
中央 Web 認証（CWA）とは、Cisco Identity Services Engine（ISE）などのポリシー サーバを使用
して Web 認証によりユーザを一元的に認証するプロセスです。Web 認証のための中枢ポリシー
サーバがあると、運用面での実装が容易になります。CWA では、ACL ベースの適用も VLAN ベー
スの適用もサポートされます。また、RADIUS CoA もサポートされます。これにより、プロファ
イリングに基づくポスチャ アセスメントおよび適用が可能になります。

（注）

CWA は、Cisco IOS リリース 15.2(5) E1 から Catalyst 2960-L スイッチに導入されています。
すべての Catalyst スイッチに関する中央 Web 認証設定方法の詳細については、ドキュメント『Central
Web Authentication with a Switch and Identity Services Engine Configuration Example』を参照してくだ
さい。

Web ベース認証キャッシュ エントリの削除
Web ベース認証キャッシュ エントリを削除するには、次の手順を実行します。

手順の概要
1. enable
2. clear ip admission cache {* | host ip address}

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。パスワードを入力
します（要求された場合）。

例：
Switch> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

clear ip admission cache {* | host ip
address}

Delete 認証プロキシ エントリを削除します。キャッシュ エン
トリすべてを削除するには、アスタリスクを使用します。シ
ングル ホストのエントリを削除するには、具体的な IP アド
レスを入力します。

例：
Switch# clear ip admission cache
192.168.4.5

Web ベース認証ステータスのモニタリング
すべてのインターフェイスまたは特定のポートに対する Web ベース認証設定を表示するには、こ
のトピックのコマンドを使用します。
表 102：特権 EXEC 表示コマンド

コマンド

目的

show authentication sessions method webauth

FastEthernet、ギガビット イーサネット、または
10 ギガビット イーサネットのすべてのインター
フェイスに対する Web ベースの認証設定を表
示します。

show authentication sessions interface
type slot/port[details]

FastEthernet、ギガビット イーサネット、または
10 ギガビット イーサネットの特定のインター
フェイスに対する Web ベースの認証設定を表
示します。
セッション認識型ネットワーク モードでは、
show access-session interface コマンドを使用し
ます。

Web ベース認証ステータスの表示
すべてのインターフェイス、または特定のポートに対する Web ベースの認証設定を表示する手順
は、次のとおりです。

手順の概要
1. show authentication sessions {interfacetype/ slot}
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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

show authentication sessions {interfacetype/ slot}

Web ベース認証設定を表示します。
type には、fastethernet、gigabitethernet、または
tengigabitethernet を指定できます。

例：

次に、グローバルな Web ベース認証のステータスだけを
（任意）特定のインターフェイスに対する Web
表示する例を示します。
ベース認証設定を表示するには、キーワード
Switch# show authentication sessions
interface を使用します。
例：

次に、ギガビット インターフェイス 3/27 に対する Web
ベースの認証設定を表示する例を示します。
Switch# show authentication sessions interface gigabitethernet
3/27

HTTP 認証プロキシのモニタリング
HTTP 認証プロキシの設定をトラブルシューティングするには、次の手順を実行します。

手順の概要
1. enable
2. debugipadmissionall

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。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

debugipadmissionall

Web ベース認証のすべての IP アドミッションのデバッ
グ情報を表示します。

例：
Device# debug ip admission all
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HTTPS 認証プロキシの確認
HTTPS 認証プロキシの設定を確認するには、オプションで次の手順を実行します。

手順の概要
1. enable
2. showipadmission{ status|cache }

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。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

showipadmission{ status|cache }

Web 認証セッションのネットワーク アドミッション設定
ステータスとキャッシュ エントリを表示します。

例：
Device# show ip admission cache

Web ベース認証の設定例
例：認証ルールとインターフェイスの設定
次の例は、ファスト イーサネット ポート 5/1 で Web ベース認証を有効化する方法を示していま
す。
Switch(config)# ip admission name webauth1 proxy http
Switch(config)# interface fastethernet 5/1
Switch(config-if)# ip admission webauth1
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# ip device tracking

次に、設定を確認する例を示します。
Switch# show ip admission status
IP admission status:
Enabled interfaces
0
Total sessions
0
Init sessions
0
Limit reached
0
TCP half-open connections
0
TCP new connections
0
TCP half-open + new
0

Max init sessions allowed
Hi watermark
Hi watermark
Hi watermark
Hi watermark
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HTTPD1 Contexts

0

Hi watermark

0

Parameter Map: Global
Custom Pages
Custom pages not configured
Banner
Banner not configured

例：AAA の設定
aaa new-model
aaa authentication login default group tacacs group radius
! Set up the aaa new model to use the authentication proxy.
aaa authorization auth-proxy default group tacacs group radius
! Define the AAA servers used by the router.
aaa accounting auth-proxy default start-stop group tacacs+
! Set up authentication proxy with accounting.
tacacs-server host 172.31.54.143
tacacs-server key cisco
radius-server host 172.31.54.143
radius-server key cisco

例：HTTP サーバの設定
! Enable the HTTP server on the router.
ip http server
! Set the HTTP server authentication method to AAA.
ip http authentication aaa
! Define standard access list 61 to deny any host.
access-list 61 deny any
! Use ACL 61 to deny connections from any host to the HTTP server.
ip http access-class 61

例：認証プロキシ Web ページのカスタマイズ
次の例では、カスタム認証プロキシ Web ページを設定する方法を示します。
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config)#

ip
ip
ip
ip

admission
admission
admission
admission

proxy
proxy
proxy
proxy

http
http
http
http

login page file flash:login.htm
success page file flash:success.htm
fail page file flash:fail.htm
login expired page flash flash:expired.htm

次の出力には、ホスト IP アドレス、セッション タイムアウト、ポスチャ状態が表示されていま
す。ポスチャ状態が POSTURE ESTAB になっていれば、ホスト検証は成功しています。
Switch# show ip admission cache eapoudp
Posture Validation Proxy Cache
Total Sessions: 3 Init Sessions: 1
Client IP 10.0.0.112, timeout 60, posture state POSTURE ESTAB
Client IP 10.0.0.142, timeout 60, posture state POSTURE INIT
Client IP 10.0.0.205, timeout 60, posture state POSTURE ESTAB
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例：ログイン成功時のリダイレクション URL の指定
ログイン成功時のリダイレクション URL の設定
Switch(config)# ip admission proxy http success redirect www.cisco.com

ログイン成功時のリダイレクション URL の確認
次の例では、成功したログインに対するリダイレクション URL を設定する方法を示します。
Switch# show ip admission status
Enabled interfaces
Total sessions
Init sessions
Limit reached
TCP half-open connections
TCP new connections
TCP half-open + new
HTTPD1 Contexts

0
0
0
0
0
0
0
0

Max init sessions allowed
Hi watermark
Hi watermark
Hi watermark
Hi watermark
Hi watermark

100
0
0
0
0
0

Parameter Map: Global
Custom Pages
Custom pages not configured
Banner
Banner not configured

Web ベース認証に関するその他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

IBNS コマンド

『Cisco IOS Identity-Based Networking Services
Command Reference』
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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

Web ベース認証の機能情報
リリース

機能情報

Cisco IOS Release 15.0(2)EXCisco IOS Release
15.2(5)E

この機能が導入されます。
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ポート単位のトラフィック制御の設定
• ポートベースのトラフィック制御の概要, 1280 ページ
• 機能情報の確認, 1280 ページ
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• ポート セキュリティの設定方法, 1300 ページ
• ポート セキュリティの設定例, 1308 ページ
• その他の参考資料, 1309 ページ
• 機能情報の確認, 1309 ページ
• プロトコル ストーム プロテクションに関する情報, 1310 ページ
• プロトコル ストーム プロテクションの設定方法, 1311 ページ
• プロトコル ストーム プロテクションのモニタリング, 1312 ページ
• その他の参考資料, 1312 ページ

ポートベースのトラフィック制御の概要
ポートベースのトラフィック制御は、特定トラフィック状態に応じてポートレベルでパケットを
フィルタまたはブロックするために使用する Cisco Catalyst スイッチ上のレイヤ 2 機能の組み合わ
せです。次のポート ベースのトラフィック制御機能が、このガイドの記述対象の Cisco IOS リリー
スでサポートされます。
• ストーム制御
• 保護ポート
• ポート ブロッキング
• ポート セキュリティ
• プロトコル ストーム プロテクション

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表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シスコ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 からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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ストーム制御に関する情報
ストーム制御
ストーム制御は、物理インターフェイスの 1 つで発生したブロードキャスト、マルチキャスト、
またはユニキャスト ストームによって LAN 上のトラフィックが混乱することを防ぎます。LAN
ストームは、LAN にパケットがフラッディングした場合に発生します。その結果、トラフィック
が極端に増えてネットワーク パフォーマンスが低下します。プロトコルスタックの実装エラー、
ネットワーク構成の間違い、またはユーザによって引き起こされる DoS 攻撃もストームの原因に
なります。
ストームコントロール（またはトラフィック抑制）は、インターフェイスからスイッチングバス
を通過するパケットをモニタし、パケットがユニキャスト、マルチキャスト、またはブロードキャ
ストのいずれであるかを判別します。スイッチは、1 秒間に受け取った特定のタイプのパケット
の数をカウントして、事前に定義された抑制レベルのしきい値とその測定結果を比較します。

トラフィック アクティビティの測定方法
ストーム制御は、次のうちのいずれかをトラフィック アクティビティの測定方法に使用します。
• 帯域幅（ブロードキャスト、マルチキャスト、またはユニキャスト トラフィックが使用でき
るポートの総帯域幅の割合）。
• 秒単位で受信するパケット（ブロードキャスト、マルチキャスト、またはユニキャスト）の
トラフィック レート
• 秒単位で受信するビット（ブロードキャスト、マルチキャスト、またはユニキャスト）のト
ラフィック レート
• 小さいフレームのトラフィック レートの秒単位のパケット数。この機能は、グローバルにイ
ネーブルです。小さいフレームのしきい値は、各インターフェイスで設定されます。
上記の方法のいずれを使用しても、しきい値に到達すると、ポートはトラフィックをブロックし
ます。トラフィック レートが下限しきい値（指定されている場合）を下回らない限り、ポートは
ブロックされたままになり、その後、通常の転送が再開されます。下限抑制レベルが指定されて
いない場合、トラフィック レートが上限抑制レベルを下回らない限り、スイッチはすべてのトラ
フィックをブロックします。一般に、そのレベルが高ければ高いほど、ブロードキャスト ストー
ムに対する保護効果は薄くなります。
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（注）

マルチキャスト トラフィックのストーム制御しきい値に達した場合、ブリッジ プロトコル
データ ユニット（BPDU）および Cisco Discovery Protocol（CDP）フレームなどの制御トラ
フィック以外のマルチキャスト トラフィックはすべてブロックされます。ただし、スイッチ
では Open Shortest Path First（OSPF）などのルーティング アップデートと、正規のマルチキャ
スト データ トラフィックは区別されないため、両方のトラフィック タイプがブロックされま
す。

トラフィック パターン
次の例は、一定時間におけるインターフェイス上のブロードキャストトラフィックパターンを示
しています。
図 77：ブロードキャスト ストーム制御の例

T1 から T2、T4 から T5 のタイム インターバルで、転送するブロードキャスト トラフィックが設
定されたしきい値を上回っています。指定のトラフィック量がしきい値を上回ると、次のインター
バルで、そのタイプのトラフィックがすべてドロップされます。したがって、T2 と T5 の後のイ
ンターバルの間、ブロードキャスト トラフィックがブロックされます。その次のインターバル
（たとえば、T3）では、しきい値を上回らない限り、ブロードキャスト トラフィックが再び転送
されます。
ストーム制御抑制レベルと 1 秒間のインターバルを組み合わせて、ストーム制御アルゴリズムの
動作を制御します。しきい値が高いほど、通過できるパケット数が多くなります。しきい値が
100% であれば、トラフィックに対する制限はありません。値を 0.0 にすると、そのポート上では
すべてのブロードキャスト、マルチキャスト、またはユニキャスト トラフィックがブロックされ
ます。

（注）

パケットは一定の間隔で届くわけではないので、トラフィック アクティビティを測定する 1
秒間のインターバルがストーム制御の動作を左右する可能性があります。
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各トラフィック タイプのしきい値を設定するには、storm-control インターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。

ストーム制御の設定方法
ストーム制御およびしきい値レベルの設定
ポートにストーム制御を設定し、特定のトラフィック タイプで使用するしきい値レベルを入力し
ます。
ただし、ハードウェアの制約とともに、さまざまなサイズのパケットをどのように数えるかとい
う問題があるので、しきい値の割合はあくまでも近似値です。着信トラフィックを形成するパケッ
トのサイズによって、実際に適用されるしきい値は設定されたレベルに対して、数 % の差異が生
じる可能性があります。

（注）

ストーム制御は、物理インターフェイスでサポートされています。また、EtherChannel でもス
トーム制御を設定できます。ストーム制御を EtherChannel で設定する場合、ストーム制御設定
は EtherChannel 物理インターフェイスに伝播します。
ストーム制御としきい値レベルを設定するには、次の手順を実行します。

はじめる前に
ストーム制御は、物理インターフェイスでサポートされています。また、EtherChannel でもストー
ム制御を設定できます。ストーム制御を EtherChannel で設定する場合、ストーム制御設定は
EtherChannel 物理インターフェイスに伝播します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. interface interface-id
4. storm-control {broadcast | multicast | unicast} level {level [level-low] | bps bps [bps-low] | pps pps
[pps-low]}
5. storm-control action {shutdown | trap}
6. end
7. show storm-control [interface-id] [broadcast | multicast | unicast]
8. 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。パスワードを入力します（要求
された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id

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

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 4

storm-control {broadcast |
ブロードキャスト、マルチキャスト、またはユニキャスト ストーム制御を
multicast | unicast} level {level 設定します。デフォルトでは、ストーム制御はディセーブルに設定されて
[level-low] | bps bps [bps-low] | います。
pps pps [pps-low]}
キーワードの意味は次のとおりです。
例：
Switch(config-if)#
storm-control unicast level
87 65

• level には、ブロードキャスト、マルチキャスト、またはユニキャスト
トラフィックの上限しきい値レベルを帯域幅のパーセンテージで指定
します（小数点第 2 位まで）。上限しきい値に到達すると、ポートは
トラフィックをブロックします。指定できる範囲は 0.00 ～ 100.00 で
す。
• （任意）level-low には、下限しきい値レベルを帯域幅のパーセンテー
ジで指定します（小数点第 2 位まで）。この値は上限抑制値より小さ
いか、または等しくなければなりません。トラフィックがこのレベル
を下回っていれば、ポートはトラフィックを転送します。下限抑制レ
ベルを設定しない場合、上限抑制レベルの値に設定されます。指定で
きる範囲は 0.00 ～ 100.00 です。
しきい値に最大値（100%）を指定した場合、トラフィックの制限はな
くなります。しきい値に 0.0 を設定すると、そのポート上のすべての
ブロードキャスト、マルチキャスト、またはユニキャスト トラフィッ
クがブロックされます。
• bps bps には、ブロードキャスト、マルチキャスト、またはユニキャ
スト トラフィックの上限しきい値レベルをビット/秒で指定します（小
数点第 1 位まで）。上限しきい値に到達すると、ポートはトラフィッ
クをブロックします。指定できる範囲は 0.0 ～ 10000000000.0 です。
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コマンドまたはアクション

目的
• （任意）bps-low には、下限しきい値レベルをビット/秒で指定します
（小数点第 1 位まで）。この値は上限しきい値レベル以下の値である
必要があります。トラフィックがこのレベルを下回っていれば、ポー
トはトラフィックを転送します。指定できる範囲は 0.0 ～ 10000000000.0
です。
• pps pps には、ブロードキャスト、マルチキャスト、またはユニキャ
スト トラフィックの上限しきい値レベルをパケット/秒で指定します
（小数点第 1 位まで）。上限しきい値に到達すると、ポートはトラ
フィックをブロックします。指定できる範囲は 0.0 ～ 10000000000.0
です。
• （任意）pps-low には、下限しきい値レベルをパケット/秒で指定しま
す（小数点第 1 位まで）。この値は上限しきい値レベル以下の値であ
る必要があります。トラフィックがこのレベルを下回っていれば、
ポートはトラフィックを転送します。指定できる範囲は 0.0 ～
10000000000.0 です。
BPS および PPS の設定には、しきい値の数値を大きく設定できるように、
サフィックスに測定記号（k、m、g など）を使用できます。

ステップ 5

storm-control action
{shutdown | trap}

ストーム検出時に実行するアクションを指定します。デフォルトではトラ
フィックにフィルタリングを実行し、トラップは送信しない設定です。

例：

• ストーム中、ポートを error-disable の状態にするには、shutdown キー

Switch(config-if)#
storm-control action trap

• ストームが検出された場合、SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコ

ワードを選択します。
ル）トラップを生成するには、trap キーワードを選択します。

ステップ 6

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config-if)# end

ステップ 7

show storm-control
[interface-id] [broadcast |
multicast | unicast]

指定したトラフィック タイプについて、インターフェイスで設定したス
トーム制御抑制レベルを確認します。トラフィック タイプを入力しない場
合は、すべてのトラフィック タイプ（ブロードキャスト、マルチキャス
ト、ユニキャスト）の詳細が表示されます。

例：
Switch# show storm-control
gigabitethernet1/0/1 unicast

ステップ 8

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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コマンドまたはアクション

目的

例：
Switch# copy running-config
startup-config

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表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シスコ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 からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

保護ポートに関する情報
保護ポート
アプリケーションによっては、あるネイバーが生成したトラフィックが別のネイバーにわからな
いように、同一スイッチ上のポート間でレイヤ 2 トラフィックが転送されないように設定する必
要があります。このような環境では、保護ポートを使用すると、スイッチ上のポート間でユニキャ
スト、ブロードキャスト、またはマルチキャスト トラフィックの交換が確実になくなります。
保護ポートには、次の機能があります。
• 保護ポートは、同様に保護ポートになっている他のポートに対して、ユニキャスト、マルチ
キャスト、またはブロードキャスト トラフィックを転送しません。データ トラフィックは
レイヤ 2 の保護ポート間で転送されません。PIM パケットなどは CPU で処理されてソフト
ウェアで転送されるため、このような制御トラフィックだけが転送されます。保護ポート間
を通過するすべてのデータ トラフィックは、レイヤ 3 デバイスを介して転送されなければな
りません。
• 保護ポートと非保護ポート間の転送動作は、通常どおりに進みます。
スイッチ スタックは論理的には 1 つのスイッチを表しているため、レイヤ 2 トラフィックは、ス
タック内の同一スイッチか異なるスイッチかにかかわらず、スイッチ スタックの保護ポート間で
は転送されません。

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
1286

保護ポートの設定方法

保護ポートのデフォルト設定
デフォルトでは、保護ポートは定義されません。

保護ポートのガイドライン
保護ポートは、物理インターフェイス（GigabitEthernet ポート 1 など）または EtherChannel グルー
プ（port-channel 5 など）に設定できます。ポート チャネルで保護ポートをイネーブルにした場合
は、そのポート チャネル グループ内のすべてのポートでイネーブルになります。

保護ポートの設定方法
保護ポートの設定
はじめる前に
保護ポートは事前定義されていません。これは設定する必要があるタスクです。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. interface interface-id
4. switchport protected
5. end
6. show interfaces interface-idswitchport
7. show running-config
8. 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。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id
例：

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

Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 4

switchport protected

インターフェイスを保護ポートとして設定しま
す。

例：
Switch(config-if)# switchport protected

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# end

ステップ 6

show interfaces interface-idswitchport

入力を確認します。

例：
Switch# show interfaces
gigabitethernet1/0/1 switchport

ステップ 7

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 8

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設
定を保存します。

例：
Switch# copy running-config startup-config
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保護ポートのモニタリング
表 103：保護ポートの設定を表示するコマンド

コマンド

目的

show interfaces [interface-id] switchport

すべてのスイッチング（非ルーティング）ポートまた
は指定されたポートの管理ステータスまたは動作ス
テータスを、ポート ブロッキングおよびポート保護
の設定を含めて表示します。

次の作業
•

その他の参考資料
MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探して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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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

機能情報
リリース

機能情報

Cisco IOS Release 15.0(2)EXCisco IOS Release
15.2(5)E

この機能が導入されました。

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表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シスコ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 からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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ポート ブロッキングに関する情報
ポート ブロッキング
デフォルトでは、スイッチは未知の宛先 MAC アドレスが指定されたパケットをすべてのポート
からフラッディングします。未知のユニキャストおよびマルチキャスト トラフィックが保護ポー
トに転送されると、セキュリティ上、問題になる可能性があります。未知のユニキャストおよび
マルチキャスト トラフィックがあるポートから別のポートに転送されないようにするために、
（保護または非保護）ポートをブロックし、未知のユニキャストまたはマルチキャスト パケット
が他のポートにフラッディングされないようにします。

ポート ブロッキングの設定方法
インターフェイスでのフラッディング トラフィックのブロッキング
はじめる前に
インターフェイスは物理インターフェイスまたは EtherChannel グループのいずれも可能です。ポー
ト チャネルのマルチキャストまたはユニキャスト トラフィックをブロックすると、ポート チャ
ネル グループのすべてのポートでブロックされます。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. interface interface-id
4. switchport block multicast
5. switchport block unicast
6. end
7. show interfaces interface-idswitchport
8. show running-config
9. 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。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id

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

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 4

switchport block multicast
例：
Switch(config-if)# switchport block
multicast

ステップ 5

switchport block unicast

ポートからの未知のマルチキャストの転送をブロッ
クします。
（注）

ヘッダーに IPv6 情報を含むマルチキャス
ト パケットだけでなく、純粋なレイヤ 2
マルチキャスト トラフィックもブロック
されます。

ポートからの未知のユニキャストの転送をブロック
します。

例：
Switch(config-if)# switchport block
unicast

ステップ 6

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# end

ステップ 7

show interfaces interface-idswitchport

入力を確認します。

例：
Switch# show interfaces
gigabitethernet1/0/1 switchport

ステップ 8

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

copy running-config startup-config

（任意）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：
Switch# copy running-config
startup-config

ポート ブロッキングのモニタリング
表 104：ポート ブロッキングの設定を表示するコマンド

コマンド

目的

show interfaces [interface-id] switchport

すべてのスイッチング（非ルーティング）ポートまた
は指定されたポートの管理ステータスまたは動作ス
テータスを、ポート ブロッキングおよびポート保護
の設定を含めて表示します。

次の作業
•

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

エラー メッセージ デコーダ
説明

リンク

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi
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標準および RFC
標準/RFC

タイトル

MIB
MIB

MIB のリンク
選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探して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

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

機能情報
リリース

機能情報

Cisco IOS Release 15.0(2)EXCisco IOS Release
15.2(5)E

この機能が導入されました。

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
1294

ポート セキュリティの前提条件

ポート セキュリティの前提条件

（注）

最大値をインターフェイス上ですでに設定されているセキュア アドレスの数より小さい値に
設定しようとすると、コマンドが拒否されます。

ポート セキュリティの制約事項
スイッチに設定できるセキュア MAC アドレスの最大数は、システムで許可されている MAC アド
レスの最大数によって決まります。この値は、使用可能な MAC アドレス（その他のレイヤ 2 機
能やインターフェイスに設定されたその他のセキュア MAC アドレスで使用される MAC アドレス
を含む）の総数を表します。

ポート セキュリティの概要
ポート セキュリティ
ポート セキュリティ機能を使用すると、ポートへのアクセスを許可するステーションの MAC ア
ドレスを制限および識別して、インターフェイスへの入力を制限できます。セキュア ポートにセ
キュア MAC アドレスを割り当てると、ポートは定義されたアドレス グループ以外の送信元アド
レスを持つパケットを転送しません。セキュア MAC アドレス数を 1 つに制限し、単一のセキュ
ア MAC アドレスを割り当てると、そのポートに接続されたワークステーションに、ポートの帯
域幅全体が保証されます。
セキュア ポートとしてポートを設定し、セキュア MAC アドレスが最大数に達した場合、ポート
にアクセスを試みるステーションの MAC アドレスが識別されたセキュア MAC アドレスのいずれ
とも一致しないので、セキュリティ違反が発生します。また、あるセキュア ポート上でセキュア
MAC アドレスが設定または学習されているステーションが、別のセキュア ポートにアクセスし
ようとしたときにも、違反のフラグが立てられます。
関連トピック
ポート セキュリティのイネーブル化および設定
ポート セキュリティの設定例, （1308 ページ）

セキュア MAC アドレスのタイプ
スイッチは、次のセキュア MAC アドレス タイプをサポートします。
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• スタティック セキュア MAC アドレス：switchport port-security mac-address mac-address イ
ンターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して手動で設定され、アドレス テー
ブルに保存されたのち、スイッチの実行コンフィギュレーションに追加されます。
• ダイナミック セキュア MAC アドレス：動的に設定されてアドレス テーブルにのみ保存さ
れ、スイッチの再起動時に削除されます。
• スティッキー セキュア MAC アドレス：動的に学習することも、手動で設定することもでき
ます。アドレス テーブルに保存され、実行コンフィギュレーションに追加されます。このア
ドレスがコンフィギュレーション ファイルに保存されていると、スイッチの再起動時にイン
ターフェイスはこれらを動的に再設定する必要がありません。

スティッキ セキュア MAC アドレス
スティッキー ラーニングをイネーブルにすると、ダイナミック MAC アドレスをスティッキー セ
キュア MAC アドレスに変換して実行コンフィギュレーションに追加するようにインターフェイ
スを設定できます。インターフェイスはスティッキ ラーニングがイネーブルになる前に学習した
ものを含め、すべてのダイナミック セキュア MAC アドレスをスティッキー セキュア MAC アド
レスに変換します。すべてのスティッキー セキュア MAC アドレスは実行コンフィギュレーショ
ンに追加されます。
スティッキー セキュア MAC アドレスは、コンフィギュレーション ファイル（スイッチが再起動
されるたびに使用されるスタートアップ コンフィギュレーション）に、自動的には反映されませ
ん。スティッキー セキュア MAC アドレスをコンフィギュレーション ファイルに保存すると、ス
イッチの再起動時にインターフェイスはこれらを再び学習する必要がありません。スティッキ セ
キュア アドレスを保存しない場合、アドレスは失われます。
スティッキ ラーニングがディセーブルの場合、スティッキ セキュア MAC アドレスはダイナミッ
ク セキュア アドレスに変換され、実行コンフィギュレーションから削除されます。

セキュリティ違反
次のいずれかの状況が発生すると、セキュリティ違反になります。
• 最大数のセキュア MAC アドレスがアドレス テーブルに追加されている状態で、アドレス
テーブルに未登録の MAC アドレスを持つステーションがインターフェイスにアクセスしよ
うとした場合。
• あるセキュア インターフェイスで学習または設定されたアドレスが、同一 VLAN 内の別の
セキュア インターフェイスで使用された場合。
違反が発生した場合の対処に基づいて、次の 3 種類の違反モードのいずれかにインターフェイス
を設定できます。
• protect（保護）：セキュア MAC アドレスの数がポートで許可されている最大限度に達する
と、最大値を下回るまで十分な数のセキュア MAC アドレスを削除するか、許可アドレス数
を増やさないかぎり、未知の送信元アドレスを持つパケットはドロップされます。セキュリ
ティ違反が起こっても、ユーザには通知されません。
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（注）

トランク ポートに protect 違反モードを設定することは推奨しません。保護
モードでは、ポートが最大数に達していなくても VLAN が保護モードの最大
数に達すると、ラーニングがディセーブルになります。

• restrict（制限）：セキュア MAC アドレスの数がポートで許可されている最大限度に達する
と、最大値を下回るまで十分な数のセキュア MAC アドレスを削除するか、許可アドレス数
を増やさないかぎり、未知の送信元アドレスを持つパケットはドロップされます。このモー
ドでは、セキュリティ違反が発生したことが通知されます。SNMPトラップが送信されます。
Syslog メッセージがロギングされ、違反カウンタが増加します。
• shutdown（シャットダウン）：ポート セキュリティ違反により、インターフェイスが
error-disabled になり、ただちにシャットダウンされます。そのあと、ポートの LED が消灯し
ます。セキュア ポートが error-disabled ステートの場合は、errdisable recovery cause
psecure-violation グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力してこのステートを解
除するか、shutdown および no shut down インターフェイス コンフィギュレーション コマン
ドを入力して手動で再びイネーブルにできます。これは、デフォルトのモードです。
• shutdown vlan（VLAN シャットダウン）：VLAN 単位でセキュリティ違反モードを設定する
ために使用します。このモードで違反が発生すると、ポート全体ではなく、VLAN が errdisable
になります。
次の表に、ポート セキュリティをインターフェイスに設定した場合の違反モードおよび対処につ
いて示します。
表 105：セキュリティ違反モードの処置

違反モード

トラフィッ
クの転送
14

SNMP ト
ラップの送
信

Syslog メッ
セージの送
信

エラー メッ 違反カウン
セージの表 タの増加
示

ポートの
シャットダ
ウン

15

protect

×

×

×

×

×

×

restrict

×

○

○

×

○

×

shutdown

×

×

×

×

○

○

shutdown
vlan

×

×

○

×

○

×
16

14
十分な数のセキュア MAC アドレスを削除するまで未知の送信元アドレスを持つパケットがドロップされます。
15
セキュリティ違反を引き起こすアドレスを手動で設定した場合、スイッチがエラー メッセージを返します。
16
違反が発生した VLAN のみシャットダウンします。
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ポート セキュリティ エージング
ポート上のすべてのセキュア アドレスにエージング タイムを設定するには、ポート セキュリティ
エージングを使用します。ポートごとに 2 つのタイプのエージングがサポートされています。
• absolute：指定されたエージング タイムの経過後に、ポート上のセキュア アドレスが削除さ
れます。
• inactivity：指定されたエージング タイムの間、セキュア アドレスが非アクティブであった場
合に限り、ポート上のセキュア アドレスが削除されます。
関連トピック
ポート セキュリティ エージングのイネーブル化および設定, （1306 ページ）

デフォルトのポート セキュリティ設定
表 106：デフォルトのポート セキュリティ設定

機能

デフォルト設定

ポート セキュリティ

ポート上でディセーブル

スティッキー アドレス ラーニ ディセーブル
ング
ポートあたりのセキュア MAC 1。
アドレスの最大数
違反モード

shutdown。セキュア MAC アドレスが最大数を上回ると、ポー
トがシャットダウンします。

ポート セキュリティ エージン ディセーブルエージング タイムは 0
グ
スタティック エージングはディセーブル
タイプは absolute

ポート セキュリティの設定時の注意事項
• ポート セキュリティを設定できるのは、スタティック アクセス ポートまたはトランク ポー
トに限られます。セキュア ポートをダイナミック アクセス ポートにすることはできません。
• セキュア ポートをスイッチド ポート アナライザ（SPAN）の宛先ポートにすることはできま
せん。
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•
（注）

音声 VLAN はアクセス ポートでのみサポートされており、設定可能であって
もトランク ポートではサポートされていません。

• 音声 VLAN が設定されたインターフェイス上でポート セキュリティをイネーブルにする場
合は、ポートの最大セキュア アドレス許容数を 2 に設定します。ポートを Cisco IP Phone に
接続する場合は、IP Phone に MAC アドレスが 1 つ必要です。Cisco IP Phone のアドレスは音
声 VLAN 上で学習されますが、アクセス VLAN 上では学習されません。1 台の PC を Cisco
IP Phone に接続する場合、MAC アドレスの追加は必要ありません。複数の PC を Cisco IP
Phone に接続する場合、各 PC と IP Phone に 1 つずつ使用できるように、十分な数のセキュ
ア アドレスを設定する必要があります。
• トランク ポートがポート セキュリティで設定され、データ トラフィックのアクセス VLAN
および音声トラフィックのアクセス VLAN に割り当てられている場合は、switchport voice
および switchport priority extend インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力
しても効果はありません。
接続装置が同じ MAC アドレスを使用してアクセス VLAN の IP アドレス、音声 VLAN の IP
アドレスの順に要求すると、アクセス VLAN だけが IP アドレスに割り当てられます。
• インターフェイスの最大セキュア アドレス値を入力したときに、新しい値がそれまでの値よ
り大きいと、それまで設定されていた値が新しい値によって上書きされます。新しい値が前
回の値より小さく、インターフェイスで設定されているセキュア アドレス数が新しい値より
大きい場合、コマンドは拒否されます。
• スイッチはスティッキ セキュア MAC アドレスのポート セキュリティ エージングをサポー
トしていません。
次の表に、他のポートベース機能と互換性のあるポート セキュリティについてまとめます。
表 107：ポート セキュリティと他のポートベース機能との互換性

ポート タイプまたはポートの機能

ポート セキュリティとの互換性

DTP 17 ポート18

なし

トランク ポート

あり

ダイナミックアクセス ポート19

なし

ルーテッド ポート

なし

SPAN 送信元ポート

あり

SPAN 宛先ポート

なし

EtherChannel

あり
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ポート タイプまたはポートの機能

ポート セキュリティとの互換性

トンネリング ポート

あり

保護ポート

あり

IEEE 802.1x ポート

あり

音声 VLAN ポート20

あり

IP ソース ガード

あり

ダイナミック アドレス解決プロトコル（ARP）インス
ペクション

あり

Flex Link

あり

17 DTP = Dynamic Trunking Protocol
18
switchport mode dynamicインターフェイス コンフィギュレーション コマンドで設定されたポート。
19
switchport access vlan dynamic インターフェイス コンフィギュレーション コマンドで設定される Vlan Query Protocol（VQP）ポート。
20
ポートに最大限可能なセキュアなアドレスを設定します（アクセス VLAN で可能なセキュアなアドレスの最大数に 2 を加えた数）。

ポート セキュリティの設定方法
ポート セキュリティのイネーブル化および設定
はじめる前に
このタスクは、ポートにアクセスできるステーションの MAC アドレスを制限および識別して、
インターフェイスへの入力を制約します。
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手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. port-security mac-address forbidden mac address
4. interface interface-id
5. switchport mode {access | trunk}
6. switchport voice vlan vlan-id
7. switchport port-security
8. switchport port-security [maximum value [vlan {vlan-list | {access | voice}}]]
9. switchport port-security violation {protect | restrict | shutdown | shutdown vlan}
10. switchport port-security [mac-address mac-address [vlan {vlan-id | {access | voice}}]
11. switchport port-security mac-address sticky
12. switchport port-security mac-address sticky [mac-address | vlan {vlan-id | {access | voice}}]
13. switchport port-security mac-address forbidden mac address
14. end
15. show port-security
16. show running-config
17. 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。パスワードを入力します（要
求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

port-security mac-address
forbidden mac address

すべてのインターフェイスのポート セキュリティで禁止する MAC アド
レスを指定します。

例：
Switch(config)# port-security
mac-address forbidden 2.2.2
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

interface interface-id

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

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 5

switchport mode {access | trunk} インターフェイス スイッチポート モードを access または trunk に設定し
ます。デフォルト モード（dynamic auto）のインターフェイスは、セキュ
例：
ア ポートとして設定できません。
Switch(config-if)# switchport
mode access

ステップ 6

switchport voice vlan vlan-id
例：

ポート上で音声 VLAN をイネーブルにします。
vlan-id：音声トラフィックに使用する VLAN を指定します。

Switch(config-if)# switchport
voice vlan 22

ステップ 7

switchport port-security
例：

インターフェイス上でポート セキュリティをイネーブルにします。
（注）

Switch(config-if)# switchport
port-security

ステップ 8

特定の条件下では、スイッチ スタックのメンバー ポートで
ポート セキュリティが有効になっていると、DHCP および
ARP パケットがドロップされます。これを解決するには、イ
ンターフェイスで shut と no shut を設定します。

switchport port-security
（任意）インターフェイスの最大セキュア MAC アドレス数を設定しま
[maximum value [vlan {vlan-list | す。スイッチまたはスイッチ スタックに設定できるセキュア MAC アド
{access | voice}}]]
レスの最大数は、システムで許可されている MAC アドレスの最大数に
よって決まります。この値は、使用可能な MAC アドレス（その他のレ
例：
イヤ 2 機能やインターフェイスに設定されたその他のセキュア MAC ア
Switch(config-if)# switchport ドレスで使用される MAC アドレスを含む）の総数を表します。
port-security maximum 20

（任意）vlan：VLAN 当たりの最大値を設定します。
vlan キーワードを入力後、次のいずれかのオプションを入力します。
• vlan-list：トランク ポート上で、ハイフンで区切った範囲の VLAN、
またはカンマで区切った一連の VLAN における、VLAN 単位の最
大値を設定できます。VLAN を指定しない場合、VLAN ごとの最大
値が使用されます。
• access：アクセス ポート上で、アクセス VLAN として VLAN を指
定します。
• voice：アクセス ポート上で、音声 VLAN として VLAN を指定しま
す。
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

ステップ 9

voice キーワードは、音声 VLAN がポートに設定されていて、
さらにそのポートがアクセスVLANでない場合のみ有効です。
インターフェイスに音声VLANが設定されている場合、セキュ
ア MAC アドレスの最大数を 2 に設定します。

switchport port-security violation （任意）違反モードを設定します。セキュリティ違反が発生した場合
{protect | restrict | shutdown |
に、次のいずれかのアクションを実行します。
shutdown vlan}
• protect：ポート セキュア MAC アドレスの数がポートで許可され
ている最大限度に達すると、最大値を下回るまで十分な数のセキュ
例：
ア MAC アドレスを削除するか、または許可アドレス数を増やさな
Switch(config-if)# switchport
い限り、未知の送信元アドレスを持つパケットはドロップされま
port-security violation
restrict
す。セキュリティ違反が起こっても、ユーザには通知されません。
（注）

トランク ポート上に保護モードを設定することは推奨で
きません。保護モードでは、ポートが最大数に達してい
なくても VLAN が保護モードの最大数に達すると、ラー
ニングがディセーブルになります。

• restrict：セキュア MAC アドレスの数がポートで許可されている最
大限度に達すると、十分な数のセキュア MAC アドレスを削除する
か、または許可アドレス数を増やさない限り、未知の送信元アドレ
スを持つパケットはドロップされます。SNMP トラップが送信され
ます。Syslog メッセージがロギングされ、違反カウンタが増加しま
す。
• shutdown：違反が発生すると、インターフェイスが error-disabled
になり、ポートの LED が消灯します。SNMP トラップが送信され
ます。Syslog メッセージがロギングされ、違反カウンタが増加しま
す。
• shutdown vlan：VLAN 単位でセキュリティ違反モードを設定する
ために使用します。このモードで違反が発生すると、ポート全体で
はなく、VLAN が errdisable になります。
（注）
セキュア ポートが error-disabled ステートの場合は、
errdisable recovery cause psecure-violation グローバル コ
ンフィギュレーション コマンドを入力して、このステー
トから回復させることができます。手動で再びイネーブ
ルにするには、shutdown および no shutdown インター
フェイス コンフィギュレーション コマンドを入力する
か、clear errdisable interface vlan 特権 EXEC コマンドを
入力します。
ステップ 10

switchport port-security
[mac-address mac-address [vlan
{vlan-id | {access | voice}}]

（任意）インターフェイスのセキュア MAC アドレスを入力します。こ
のコマンドを使用すると、最大数のセキュア MAC アドレスを入力でき
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コマンドまたはアクション

目的

例：

ます。設定したセキュア MAC アドレスが最大数より少ない場合、残り
の MAC アドレスは動的に学習されます。
このコマンドの入力後にスティッキー ラーニングをイネーブ
ルにすると、動的に学習されたセキュア アドレスがスティッ
キー セキュア MAC アドレスに変換されて実行コンフィギュ
レーションに追加されます。
（任意）vlan：VLAN 当たりの最大値を設定します。

Switch(config-if)# switchport （注）
port-security mac-address
00:A0:C7:12:C9:25 vlan 3 voice

vlan キーワードを入力後、次のいずれかのオプションを入力します。
• vlan-id：トランク ポートで、VLAN ID および MAC アドレスを指
定できます。VLAN ID を指定しない場合、ネイティブ VLAN が使
用されます。
• access：アクセス ポート上で、アクセス VLAN として VLAN を指
定します。
• voice：アクセス ポート上で、音声 VLAN として VLAN を指定しま
す。
（注）

ステップ 11

switchport port-security
mac-address sticky

voice キーワードは、音声 VLAN がポートに設定されていて、
さらにそのポートがアクセスVLANでない場合のみ有効です。
インターフェイスに音声VLANが設定されている場合、セキュ
ア MAC アドレスの最大数を 2 に設定します。

（任意）インターフェイス上でスティッキ ラーニングをイネーブルにし
ます。

例：
Switch(config-if)# switchport
port-security mac-address
sticky

ステップ 12

switchport port-security
（任意）スティッキー セキュア MAC アドレスを入力し、必要な回数だ
mac-address sticky [mac-address けコマンドを繰り返します。設定したセキュア MAC アドレスの数が最
| vlan {vlan-id | {access | voice}}] 大数より少ない場合、残りのMACアドレスは動的に学習されてスティッ
キー セキュア MAC アドレスに変換され、実行コンフィギュレーション
例：
に追加されます。
Switch(config-if)# switchport
（注）
port-security mac-address
sticky 00:A0:C7:12:C9:25 vlan
voice

このコマンドの入力前にスティッキー ラーニングをイネーブ
ルにしないと、エラー メッセージが表示されてスティッキー
セキュア MAC アドレスを入力できません。
（任意）vlan：VLAN 当たりの最大値を設定します。
vlan キーワードを入力後、次のいずれかのオプションを入力します。
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コマンドまたはアクション

目的
• vlan-id：トランク ポートで、VLAN ID および MAC アドレスを指
定できます。VLAN ID を指定しない場合、ネイティブ VLAN が使
用されます。
• access：アクセス ポート上で、アクセス VLAN として VLAN を指
定します。
• voice：アクセス ポート上で、音声 VLAN として VLAN を指定しま
す。
（注）

ステップ 13

switchport port-security
mac-address forbidden mac
address

voice キーワードは、音声 VLAN がポートに設定されていて、
さらにそのポートがアクセスVLANでない場合のみ有効です。

特定のインターフェイスのポート セキュリティで禁止する MAC アドレ
スを指定します。

例：
Switch(config-if)# switchport
port-security mac-address
forbidden 2.2.2

ステップ 14

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 15

show port-security

入力を確認します。

例：
Switch# show port-security

ステップ 16

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 17

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

例：
Switch# copy running-config
startup-config
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ポート セキュリティ エージングのイネーブル化および設定
この機能を使用すると、既存のセキュア MAC アドレスを手動で削除しなくても、セキュア ポー
ト上のデバイスを削除および追加し、なおかつポート上のセキュア アドレス数を制限できます。
セキュア アドレスのエージングは、ポート単位でイネーブルまたはディセーブルにできます。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. interface interface-id
4. switchport port-security aging {static | time time | type {absolute | inactivity}}
5. end
6. show port-security [interface interface-id] [address]
7. show running-config
8. 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。パスワードを入力し
ます（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id

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

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/1
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コマンドまたはアクション
ステップ 4

目的

switchport port-security aging {static セキュア ポートのスタティック エージングをイネーブルまた
| time time | type {absolute | inactivity}} はディセーブルにします。またはエージング タイムやタイプを
設定します。
例：

スイッチは、スティッキー セキュア アドレスのポー
トセキュリティエージングをサポートしていません。
このポートに、スタティックに設定されたセキュア アドレスの
エージングをイネーブルにする場合は、static を入力します。
（注）

Switch(config-if)# switchport
port-security aging time 120

time には、このポートのエージング タイムを指定します。有効
な範囲は、0 ～ 1440 分です。
type には、次のキーワードのいずれか 1 つを選択します。
• absolute：エージング タイプを絶対エージングとして設定
します。このポートのセキュア アドレスはすべて、指定し
た時間（分単位）が経過すると期限切れになり、セキュア
アドレス リストから削除されます。
• inactivity：エージング タイプを非アクティブ エージング
として設定します。指定された time 期間中にセキュア送
信元アドレスからのデータ トラフィックがない場合に限
り、このポートのセキュア アドレスが期限切れになりま
す。
ステップ 5

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 6

show port-security [interface
interface-id] [address]

入力を確認します。

例：
Switch# show port-security
interface gigabitethernet1/0/1

ステップ 7

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

copy running-config startup-config

（任意）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：
Switch# copy running-config
startup-config

関連トピック
ポート セキュリティ エージング, （1298 ページ）

ポート セキュリティの設定例
次に、ポート上でポート セキュリティをイネーブルにし、セキュア アドレスの最大数を 50 に設
定する例を示します。違反モードはデフォルトです。スタティック セキュア MAC アドレスは設
定せず、スティッキー ラーニングはイネーブルです。
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport port-security
Switch(config-if)# switchport port-security maximum 50
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky

次に、ポートの VLAN 3 上にスタティック セキュア MAC アドレスを設定する例を示します。
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport port-security
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address 0000.0200.0004 vlan 3

次に、ポートのスティッキーポートセキュリティをイネーブルにする例を示します。データVLAN
および音声 VLAN の MAC アドレスを手動で設定し、セキュア アドレスの総数を 20 に設定しま
す（データ VLAN に 10、音声 VLAN に 10 を割り当てます）。
Switch(config)# interface tengigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# switchport access vlan 21
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport voice vlan 22
Switch(config-if)# switchport port-security
Switch(config-if)# switchport port-security maximum 20
Switch(config-if)# switchport port-security violation restrict
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky 0000.0000.0002
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address 0000.0000.0003
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky 0000.0000.0001 vlan voice
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address 0000.0000.0004 vlan voice
Switch(config-if)# switchport port-security maximum 10 vlan access
Switch(config-if)# switchport port-security maximum 10 vlan voice
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関連トピック
ポート セキュリティ, （1295 ページ）
ポート セキュリティのイネーブル化および設定

その他の参考資料
MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探して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

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
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ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表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シスコ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 からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

プロトコル ストーム プロテクションに関する情報
プロトコル ストーム プロテクション
スイッチがアドレス解決プロトコル（ARP）または制御パケットでフラッドされると、CPU の高
い使用率により CPU のオーバーロードが発生する可能性があります。これらの問題は、次のよう
に発生します。
• プロトコル制御パケットが受信されず、ネイバーの隣接がドロップされるため、ルーティン
グ プロトコルがフラップする場合があります。
• スパニングツリー プロトコル（STP）ブリッジ プロトコル データ ユニット（BPDU）が送受
信されないため、STP が再収束します。
• CLI が遅くなるか応答しなくなります。
プロトコル ストーム プロテクションを使用すると、パケットのフロー レートの上限しきい値を
指定して、制御パケットが送信されるレートを制御できます。サポートされるプロトコルは、
ARP、ARP スヌーピング、Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）v4、DHCP スヌーピング、
インターネット グループ管理プロトコル（IGMP）、および IGMP スヌーピングです。
パケットのレートが定義されたしきい値を超えると、スイッチは指定されたポートに着信したす
べてのトラフィックを 30 秒間ドロップします。パケット レートが再度計測され、必要な場合は
プロトコル ストーム プロテクションが再度適用されます。
より強力な保護が必要な場合は、仮想ポートを手動で errdisable にし、その仮想ポートのすべての
着信トラフィックをブロックできます。また、手動で仮想ポートをイネーブルにしたり、仮想ポー
トの自動再イネーブル化の時間間隔を設定することもできます。

（注）

超過したパケットは、2 つ以下の仮想ポートにおいてドロップされます。
仮想ポートのエラー ディセーブル化は、EtherChannel インターフェイスと Flexlink インター
フェイスではサポートされません。

デフォルトのプロトコル ストーム プロテクションの設定
プロトコルストームプロテクションはデフォルトでディセーブルです。これがイネーブルになる
と、仮想ポートの自動リカバリがデフォルトでディセーブルになります。
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プロトコル ストーム プロテクションの設定方法
プロトコル ストーム プロテクションのイネーブル化
手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. psp {arp | dhcp | igmp} pps value
4. errdisable detect cause psp
5. errdisable recovery interval time
6. end
7. show psp config {arp | dhcp | igmp}

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。パスワードを入力し
ます（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

psp {arp | dhcp | igmp} pps value
例：
Switch(config)# psp dhcp pps 35

ステップ 4

errdisable detect cause psp
例：
Switch(config)# errdisable detect
cause psp

ARP、IGMP、または DHCP に対してプロトコル ストーム プロ
テクションを設定します。
value には、1 秒あたりのパケット数のしきい値を指定します。
トラフィックがこの値を超えると、プロトコル ストーム プロ
テクションが適用されます。範囲は毎秒 5 ～ 50 パケットです。
（任意）プロトコル ストーム プロテクションの errdisable 検出
をイネーブルにします。この機能がイネーブルになると、仮想
ポートが errdisable になります。この機能がディセーブルにな
ると、そのポートは、ポートを errdisable にせずに超過したパ
ケットをドロップします。
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

errdisable recovery interval time

Switch

（任意）errdisable の仮想ポートの自動リカバリ時間を秒単位で
設定します。仮想ポートが errdisable の場合、この時間を過ぎ
るとスイッチは自動的にリカバリします。指定できる範囲は 30
～ 86400 秒です。

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：

ステップ 6

例：
Switch(config)# end

ステップ 7

show psp config {arp | dhcp | igmp} 入力を確認します。
例：
Switch# show psp config dhcp

プロトコル ストーム プロテクションのモニタリング
コマンド

目的

show psp config {arp | dhcp | igmp}

入力内容を確認します。

その他の参考資料
MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探して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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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。
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システムの管理
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• スイッチ管理に関する追加情報, 1355 ページ
• switch管理の機能履歴と情報, 1356 ページ

switchの管理に関する情報
システム日時の管理
スイッチのシステム日時は自動設定方式（RTC および NTP）または手動設定方式を使用して管理
できます。

（注）

ここで使用するコマンドの構文および使用方法の詳細については、Cisco.com で、『Cisco IOS
Configuration Fundamentals Command Reference』を参照してください。

システム クロック
時刻サービスの基本となるのはシステム クロックです。このクロックはシステムがスタートアッ
プした瞬間から稼働し、日時を常時トラッキングします。
システム クロックは、次のソースにより設定できます。
• RTC
• NTP
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• 手動設定
システム クロックは、次のサービスに時刻を提供します。
• ユーザの show コマンド
• ログおよびデバッグ メッセージ
システム クロックは、グリニッジ標準時（GMT）とも呼ばれる協定世界時（UTC）に基づいて内
部的に時刻を追跡します。ローカルのタイム ゾーンおよび夏時間に関する情報を設定することに
より、時刻がローカルのタイム ゾーンに応じて正確に表示されるようにできます。
システム クロックは、時刻に信頼性があるかどうか（つまり、信頼できると見なされるタイム
ソースによって時刻が設定されているか）を常時トラッキングします。信頼性のない場合は、時
刻は表示目的でのみ使用され、再配信されません。

Real Time Clock（リアルタイム クロック）
リアルタイム クロック（RTC）は、スイッチの現在時刻を追跡します。スイッチはクロッキング
パラメータを再設定するまでは GMT 時間に設定された RTC を装備しています。
RTC の利点は次のとおりです。
• RTC はバッテリ電源式です。
• システム時刻は、停電時およびシステム リブート時に保持されます。
RTC と NTP クロックはスイッチに統合されます。NTP を有効にすると、RTC 時間が NTP クロッ
クと定期的に同期化され、精度が保たれます。

ネットワーク タイム プロトコル
NTP は、ネットワーク上のデバイス間の時刻の同期化を目的に設計されています。NTP はユーザ
データグラム プロトコル（UDP）で稼働し、UDP は IP 上で稼働します。NTP は RFC 1305 で規定
されています。
NTP ネットワークは通常、タイム サーバに接続されたラジオ クロックやアトミック クロックな
ど、正規の時刻源から時刻を取得します。NTP は、ネットワークにこの時刻を分配します。NTP
はきわめて効率的で、1 分間に 1 パケットを使用するだけで、2 台のデバイスを 1 ミリ秒以内に同
期化できます。
NTP では、信頼できるタイム ソースから各マシンが何 NTP「ホップ」隔たっているかを表すため
に、ストラタムという概念が使用されます。ストラタム 1 タイム サーバには、ラジオ クロックま
たは原子時計が直接接続されており、ストラタム 2 タイム サーバは、NTP を使用してストラタム
1 タイム サーバから時刻を取得します（以降のストラタムも同様です）。NTP が稼働するデバイ
スは、タイム ソースとして、NTP を使用して通信するストラタム番号が最小のデバイスを自動的
に選択します。この方法によって、NTP 時刻配信の自動編成型ツリーが効率的に構築されます。

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
1318

switchの管理に関する情報

NTP では、同期化されていないデバイスと同期化しないことによって、時刻が正確でないデバイ
スとの同期化を防ぎます。また、NTP では、複数のデバイスから報告される時刻を比較して、ス
トラタムの番号が小さくても、時刻が他のデバイスと大幅に異なるデバイスとは同期化しません。
NTP が稼働するデバイス間の通信（アソシエーション）は、通常静的に設定されます。各デバイ
スには、アソシエーションを作成すべきすべてのデバイスの IP アドレスが与えられます。アソシ
エーションのペアとなるデバイス間で NTP メッセージを交換することによって、正確な時刻の維
持が可能になります。ただし、LAN 環境では、代わりに IP ブロードキャスト メッセージを使用
するように NTP を設定できます。各デバイスを、単にブロードキャスト メッセージを送受信する
ように設定すればよいので、この代替手段によって設定の複雑さが緩和されます。ただし、情報
の流れは一方向に限られます。
デバイス上で維持される時刻は、重要なリソースです。NTP のセキュリティ機能を使用して、不
正確な時刻が誤って、あるいは意図的に設定されることがないようにしてください。その方法と
して、アクセス リストベースの制約方式と暗号化認証方式があります。
シスコによる NTP の実装では、ストラタム 1 サービスをサポートしていないため、ラジオ クロッ
クまたは原子時計に接続できません。ネットワークの時刻サービスは、IP インターネット上のパ
ブリック NTP サーバから取得することを推奨します。
次の図に NTP を使用した一般的なネットワークの例を示します。switch A は、NTP サーバ モード
で設定したswitch B、C、D の NTP マスターです。スイッチ B、C、D とswitch A の間にはサーバ
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アソシエーションが設定されています。switch E はアップストリームおよびダウンストリーム
switch、switch B およびswitch F それぞれの NTP ピアとして設定されます。
図 78：一般的な NTP ネットワークの構成

ネットワークがインターネットから切り離されている場合、シスコの NTP によって、実際には、
他の方法で時刻を学習しているにもかかわらず、デバイスが NTP を使用して同期化しているよう
に動作を設定できます。他のデバイスは、NTP によりこのデバイスと同期化されます。
複数のタイム ソースがある場合は、NTP は常に、より信頼性があると見なされます。NTP の時刻
は、他の方法による時刻に優先します。
自社のホスト システムに NTP ソフトウェアを組み込んでいるメーカーが数社あり、UNIX システ
ム用のバージョンやその派生ソフトウェアも一般に入手できます。このソフトウェアによって、
ホスト システムも時間が同期化されます。

NTP ストラタム
NTP では、信頼できるタイム ソースから各マシンが何 NTP「ホップ」隔たっているかを表すため
に、ストラタムという概念が使用されます。ストラタム 1 タイム サーバには、ラジオ クロックま
たは原子時計が直接接続されており、ストラタム 2 タイム サーバは、NTP を使用してストラタム
1 タイム サーバから時刻を取得します（以降のストラタムも同様です）。NTP が稼働するデバイ
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スは、タイム ソースとして、NTP を使用して通信するストラタム番号が最小のデバイスを自動的
に選択します。この方法によって、NTP 時刻配信の自動編成型ツリーが効率的に構築されます。
NTP では、同期化されていないデバイスと同期化しないことによって、時刻が正確でないデバイ
スとの同期化を防ぎます。また、NTP では、複数のデバイスから報告される時刻を比較して、ス
トラタムの番号が小さくても、時刻が他のデバイスと大幅に異なるデバイスとは同期化しません。

NTP アソシエーション
NTP が稼働するデバイス間の通信（アソシエーション）は、通常静的に設定されます。各デバイ
スには、アソシエーションを作成すべきすべてのデバイスの IP アドレスが与えられます。アソシ
エーションのペアとなるデバイス間で NTP メッセージを交換することによって、正確な時刻の維
持が可能になります。ただし、LAN 環境では、代わりに IP ブロードキャスト メッセージを使用
するように NTP を設定できます。各デバイスを、単にブロードキャスト メッセージを送受信する
ように設定すればよいので、この代替手段によって設定の複雑さが緩和されます。ただし、情報
の流れは一方向に限られます。

NTP セキュリティ
デバイス上で維持される時刻は、重要なリソースです。NTP のセキュリティ機能を使用して、不
正確な時刻が誤って、あるいは意図的に設定されることがないようにしてください。その方法と
して、アクセス リストベースの制約方式と暗号化認証方式があります。

NTP の実装
NTP の実装では、ストラタム 1 サービスがサポートされないため、ラジオ クロックまたは原子時
計に接続できません。ネットワークの時刻サービスは、IP インターネット上のパブリック NTP
サーバから取得することを推奨します。
次の図は NTP を使用した一般的なネットワークの例を示します。スイッチ A は、スイッチ B、
C、D が NTP サーバ モードに設定されている（スイッチ A との間にサーバ アソシエーションが
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設定されている）場合の NTP マスターです。スイッチ E は、アップストリーム スイッチ（スイッ
チ B）とダウンストリーム スイッチ（スイッチ F）の NTP ピアとして設定されます。
図 79：一般的な NTP ネットワークの構成

ネットワークがインターネットから切り離されている場合、NTP によって、実際には、他の方法
で時刻を取得している場合でも、NTPを使用した同期化と同様にデバイスの動作を設定できます。
他のデバイスは、NTP によりこのデバイスと同期化されます。
複数のタイム ソースがある場合は、NTP は常に、より信頼性があると見なされます。NTP の時刻
は、他の方法による時刻に優先します。
自社のホスト システムに NTP ソフトウェアを組み込んでいるメーカーが数社あり、UNIX システ
ム用のバージョンやその派生ソフトウェアも一般に入手できます。このソフトウェアによって、
ホスト システムも時間が同期化されます。

NTP バージョン 4
スイッチには、NTP バージョン 4 が実装されています。NTPv4 は NTP バージョン 3 の拡張版で
す。NTPv4 は IPv4 と IPv6 の両方をサポートし、NTPv3 との下位互換性があります。
NTPv4 は次の互換性を提供します。
• IPv6 のサポート。
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• NTPv3 よりさらに向上したセキュリティ。NTPv4 プロトコルは、公開キー暗号化および標準
X509 認証に基づくセキュリティ フレームワークを提供します。
• ネットワークに対する時間分布ヒエラルキーの自動計算。特定のマルチキャスト グループを
使用して、NTPv4 は、最も低い帯域幅コストで最高の時間精度を達成するサーバのヒエラル
キーを自動的に設定します。この機能では、サイトローカル IPv6 マルチキャスト アドレス
が活用されます。
NTPv4 の設定の詳細については、『Cisco IOS IPv6 Configuration Guide, Release 12.4T』の
「Implementing NTPv4 in IPv6」の章を参照してください。

システム名およびシステム プロンプト
switchを識別するシステム名を設定します。デフォルトでは、システム名およびシステム プロン
プトは switch です。
システム プロンプトを設定していない場合は、システム名の最初の 20 文字がシステム プロンプ
トとして使用されます。大なり記号（>）が付加されます。システム名が変更されると、プロンプ
トは更新されます。
ここで使用するコマンドの構文および使用方法の詳細については、『Cisco IOS Configuration
Fundamentals Command Reference, Release 12.4』および『Cisco IOS IP Command Reference, Volume 2
of 3: Routing Protocols, Release 12.4』を参照してください。

スタックのシステム名およびシステム プロンプト
アクティブ スイッチを介してスタック メンバにアクセスする場合は、session stack-member-number
特権 EXEC コマンドを使用する必要があります。スタック メンバ番号の有効範囲は 1 ～ 8 です。
このコマンドを使用すると、スタック メンバの番号がシステム プロンプトの末尾に追加されま
す。たとえば、Switch-2# はスタック メンバ 2 の特権 EXEC モードのプロンプトであり、スイッ
チ スタックのシステム プロンプトは Switch です。

デフォルトのシステム名とプロンプトの設定
デフォルトのスイッチのシステム名およびプロンプトは Switch です。

DNS
DNS プロトコルは、ドメイン ネーム システム（DNS）を制御します。DNS とは分散型データベー
スであり、ホスト名を IP アドレスにマッピングできます。スイッチに DNS を設定すると、ping、
telnet、connect などのすべての IP コマンドおよび関連する Telnet サポート操作で IP アドレスの
代わりにホスト名を使用できます。
IP によって定義される階層型の命名方式では、デバイスを場所またはドメインで特定できます。
ドメイン名は、ピリオド（.）を区切り文字として使用して構成されています。たとえば、シスコ
は、IP で com というドメイン名に分類される商業組織なので、ドメイン名は cisco.com となりま

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーション
ガイド
1323

switchの管理に関する情報

す。このドメイン内の特定のデバイス、たとえばファイル転送プロトコル（FTP）システムは、
ftp.cisco.com で表されます。
IP ではドメイン名をトラッキングするために、ドメイン ネーム サーバという概念が定義されてい
ます。ドメイン ネーム サーバの役割は、名前から IP アドレスへのマッピングをキャッシュ（ま
たはデータベース）に保存することです。ドメイン名を IP アドレスにマッピングするには、ま
ず、ホスト名を明示し、ネットワーク上に存在するネームサーバを指定し、DNSをイネーブルに
します。

DNS のデフォルト設定値
表 108：DNS のデフォルト設定値

機能

デフォルト設定

DNS イネーブル ステート

イネーブル

DNS デフォルト ドメイン名

未設定

DNS サーバ

ネーム サーバのアドレスが未設定

ログイン バナー
Message-of-The-Day（MoTD）バナーおよびログイン バナーを作成できます。MOTD バナーはロ
グイン時に、接続されたすべての端末に表示されます。すべてのネットワーク ユーザに影響する
メッセージ（差し迫ったシステム シャットダウンの通知など）を送信する場合に便利です。
ログイン バナーも接続されたすべての端末に表示されます。表示されるのは、MoTD バナーの後
で、ログイン プロンプトが表示される前です。

（注）

ここで使用するコマンドの構文および使用方法の詳細については、『Cisco IOS Configuration
Fundamentals Command Reference, Release 12.4』を参照してください。

バナーのデフォルト設定
MoTD およびログイン バナーは設定されません。

MAC アドレス テーブル
MAC アドレス テーブルには、スイッチがポート間のトラフィック転送に使用するアドレス情報
が含まれています。このアドレス テーブルに登録されたすべての MAC アドレスは、1 つまたは
複数のポートに対応しています。アドレステーブルに含まれるアドレスタイプには、次のものが
あります。
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• ダイナミック アドレス：スイッチが取得し、使用されなくなった時点で期限切れとなる送信
元の MAC アドレス
• スタティック アドレス：手動で入力され、期限切れにならず、スイッチのリセット時にも消
去されないユニキャスト アドレス
アドレス テーブルは、宛先 MAC アドレス、対応する VLAN（仮想 LAN）ID、アドレスに対応付
けられたポート番号、およびタイプ（スタティックまたはダイナミック）のリストです。

（注）

ここで使用するコマンドの構文および使用方法の詳細については、このリリースに対応するコ
マンド リファレンスを参照してください。

MAC アドレス テーブルの作成
すべてのポートでサポートされる複数の MAC アドレスを使用して、他のネットワーク デバイス
にスイッチ上のすべてのポートを接続できます。スイッチは、各ポートで受信するパケットの送
信元アドレスを取得し、アドレス テーブルにアドレスとそれに関連付けられたポート番号を追加
することによって、動的なアドレス指定を行います。ネットワークでデバイスの追加または削除
が行われると、スイッチによってアドレステーブルが更新され、新しいダイナミックアドレスが
追加され、使用されていないアドレスは期限切れになります。
エージング インターバルは、グローバルに設定されています。ただし、スイッチは VLAN ごとに
アドレス テーブルを維持し、STP によって VLAN 単位で有効期間を短縮できます。
スイッチは、受信したパケットの宛先アドレスに基づいて、任意の組み合わせのポート間でパケッ
トを送信します。スイッチは、MAC アドレス テーブルを使用することによって、宛先アドレス
に関連付けられたポートに限定してパケットを転送します。宛先アドレスがパケットを送信した
ポート上にある場合は、パケットはフィルタリング処理され、転送されません。スイッチは、常
にストアアンドフォワード方式を使用します。このため、完全なパケットをいったん保存してエ
ラーがないか検査してから転送します。

MAC アドレスおよび VLAN
すべてのアドレスは VLAN と関連付けされます。1 つのアドレスを複数の VLAN に対応付け、そ
れぞれで異なる宛先を設定できます。たとえば、ユニキャスト アドレスを VLAN 1 のポート 1 お
よび VLAN 5 のポート 9、10、1 に転送するといったことが可能です。
VLAN ごとに、独自の論理アドレス テーブルが維持されます。ある VLAN で認識されているアド
レスが別の VLAN で認識されるには、別の VLAN 内のポートによって学習されるか、または別の
VLAN 内のポートにスタティックに対応付けられる必要があります。

MAC アドレス テーブルのデフォルト設定
次の表に、MAC アドレス テーブルのデフォルト設定を示します。
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表 109：MAC アドレスのデフォルト設定

機能

デフォルト設定

エージング タイム

300 秒

ダイナミック アドレス

自動学習

スタティック アドレス

未設定

ARP テーブルの管理
デバイスと通信するには（イーサネット上のデバイスなど）、ソフトウェアは最初にそのデバイ
スの 48 ビット MAC アドレスまたはローカル データ リンク アドレスを学習する必要があります。
IP アドレスからローカル データ リンク アドレスを学習するプロセスを、アドレス解決といいま
す。
アドレス解決プロトコル（ARP）は、ホスト IP アドレスを、該当するメディアまたは MAC アド
レスおよび VLAN ID に対応付けます。IP アドレスを使用して、ARP は対応する MAC アドレスを
見つけます。MAC アドレスが見つかると、IP と MAC アドレスとの対応を ARP キャッシュに格
納し、すばやく検索できるようにします。その後、IP データグラムがリンク層フレームにカプセ
ル化され、ネットワークを通じて送信されます。イーサネット以外の IEEE 802 ネットワークにお
ける IP データグラムのカプセル化および ARP 要求/応答については、サブネットワーク アクセス
プロトコル（SNAP）で規定されています。IP インターフェイスでは、標準的なイーサネット形式
の ARP カプセル化（arpa キーワードで表される）がデフォルトでイネーブルに設定されていま
す。
手動でテーブルに追加された ARP エントリは期限切れにならないので、手動で削除する必要があ
ります。
CLI（コマンドライン インターフェイス）の手順については、Cisco.com で Cisco IOS Release 12.4
のマニュアルを参照してください。

switchを管理する方法
手動による日付と時刻の設定
正確なシステム時刻は再開と再起動により保持されますが、日付と時刻はシステムが再開してか
ら手動で設定できます。
手動設定は必要な場合にのみ使用することを推奨します。スイッチが同期できる外部ソースがあ
る場合は、システム クロックを手動で設定する必要はありません。
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（注）

アクティブ スイッチに障害が発生し、別のスタック メンバがアクティブ スイッチの役割を引
き継ぐ前に手動でシステム クロックを設定している場合は、この設定を再設定する必要があ
ります。

システム クロックの設定
ネットワーク上に、NTP サーバなどの時刻サービスを提供する外部ソースがある場合、手動でシ
ステム クロックを設定する必要はありません。
システム クロックを設定するには、次の手順を実行します。

手順の概要
1. enable
2. 次のいずれかを使用します。
• clock set hh:mm:ss day month year
• clock set hh:mm:ss month day year

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。パスワードを入力し
ます（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

次のいずれかを使用します。
• clock set hh:mm:ss day month year
• clock set hh:mm:ss month day year

次のいずれかの書式を使ってシステム クロックを手動で設定
します。
• hh:mm:ss：時間（24 時間形式）、分、秒を指定します。
指定された時刻は、設定されたタイム ゾーンに基づきま
す。

例：

• day：月の日で日付を指定します。

Switch# clock set 13:32:00 23 March
2013

• month：月を名前で指定します。
• year：年を指定します（略式表記で指定しないでくださ
い）。
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タイム ゾーンの設定
タイム ゾーンを手動で設定するには、次の手順を実行します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. clock timezone zone hours-offset [minutes-offset]
4. end
5. show running-config
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。パスワードを入力
します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

clock timezone zone hours-offset
[minutes-offset]
例：
Switch(config)# clock timezone AST
-3 30

時間帯を設定します。
内部時間は、協定世界時（UTC）で維持されるため、このコ
マンドは表示専用で、時刻を手動で設定するときだけに使用
されます。
• zone：標準時が適用されているときに表示されるタイム
ゾーンの名前を入力します。デフォルトは UTC です。
• hours-offset：UTC からのオフセット時間数を入力しま
す。
• （任意）minutes-offset：UTC からのオフセット分数を入
力します。ローカル タイム ゾーンが UTC と 1 時間の差
の割合である場合に指定できます。
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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：
Switch(config)# end

ステップ 5

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存しま
す。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

夏時間の設定
毎年特定の日に夏時間が開始および終了する地域に夏時間を設定するには、次の作業を行います。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. clock summer-time zonedate date month year hh:mm date month year hh:mm [offset]]
4. clock summer-time zonerecurring [week day month hh:mm week day month hh:mm [offset]]
5. end
6. show running-config
7. 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。パスワードを入力
します（要求された場合）。

例：
Switch> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

clock summer-time zonedate date month 毎年指定された日に開始および終了する夏時間を設定します。
year hh:mm date month year hh:mm
[offset]]
例：
Switch(config)# clock summer-time PDT
date
10 March 2013 2:00 3 November 2013
2:00

ステップ 4

clock summer-time zonerecurring [week 毎年指定された日に開始および終了する夏時間を設定します。
day month hh:mm week day month hh:mm すべての時刻は、現地のタイム ゾーンを基準にしています。
[offset]]
開始時間は標準時を基準にしています。
例：
Switch(config)# clock summer-time
PDT recurring 10 March 2013 2:00 3
November 2013 2:00

終了時間は夏時間を基準にしています。夏時間はデフォルト
でディセーブルに設定されています。パラメータなしで clock
summer-time zonerecurring を指定すると、夏時間のルールは
デフォルトにより米国のルールになります。
開始月が終了月より後の場合は、システムでは南半球にいる
と見なされます。
• zone：夏時間が有効な場合に表示される時間帯名（PDT
など）を指定します。
• （任意）week：月の週（1 ～ 4、first、または last）を指
定します。
• （任意）day：曜日（Sunday、Monday など）を指定しま
す。
• （任意）month：月（January、February など）を指定しま
す。
• （任意）hh:mm：時および分単位で時間（24 時間形式）
を指定します。
• （任意）offset：夏時間中に追加する分数を指定します。
デフォルトは 60 です。
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ステップ 5

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：
Switch(config)# end

ステップ 6

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 7

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存しま
す。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

ユーザの居住地域の夏時間が定期的なパターンに従わない（次の夏時間のイベントの正確な日時
を設定する）場合は、次の手順を実行します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. clock summer-time zonedate[ month date year hh:mm month date year hh:mm [offset]]orclock
summer-time zonedate [date month year hh:mm date month year hh:mm [offset]]
4. end
5. show running-config
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。パスワードを入力
します（要求された場合）。

例：
Switch> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

clock summer-time zonedate[ month date 最初の日付で夏時間開始の日付を、2 番めの日付で終了の日
year hh:mm month date year hh:mm
付を設定します。
[offset]]orclock summer-time zonedate
[date month year hh:mm date month year 夏時間はデフォルトでディセーブルに設定されています。
hh:mm [offset]]
• zone には、夏時間が施行されているときに表示されるタ
イム ゾーンの名前（たとえば PDT）を入力します。
• （任意）week には、月の何週目かを指定します（1 ～
5、または last）。
• （任意）day には、曜日を指定します（Sunday、Monday
など）。
• （任意）month には、月を指定します（January、February
など）。
• （任意）hh:mm には、時刻を時間（24 時間形式）と分
で指定します。
• （任意）offset には、夏時間の間、追加する分数を指定
します。デフォルトは 60 です。

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# end

ステップ 5

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存しま
す。

例：
Switch# copy running-config
startup-config
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システム名の設定
システム名を手動で設定するには、次の手順を実行します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. hostname name
4. end
5. show running-config
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。パスワードを入
力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グ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：
Switch# configure terminal

ステップ 3

hostname name
例：

ステップ 4

システム名を設定します。システム名を設定すると、シス
テム プロンプトとしても使用されます。
デフォルト設定はSwitchです。

Switch(config)# hostname
remote-users

名前は ARPANET ホスト名のルールに従う必要があります。
このルールではホスト名は文字で始まり、文字または数字
で終わり、その間には文字、数字、またはハイフンしか使
用できません。名前には 63 文字まで使用できます。

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# end
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存し
ます。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

DNS の設定
スイッチの IP アドレスをホスト名として使用する場合、この IP アドレスが使用されるため、DNS
クエリは発生しません。ピリオド（.）なしでホスト名を設定すると、ピリオドと、それに続くデ
フォルトのドメイン名がホスト名に追加され、その後で DNS クエリーが行われ、名前を IP アド
レスにマッピングします。デフォルトのドメイン名は、グローバルコンフィギュレーションコマ
ンド ip domain-name で設定される値です。ホスト名にピリオド（.）がある場合は、Cisco IOS ソ
フトウェアは、ホスト名にデフォルトのドメイン名を追加せずに IP アドレスを検索します。
DNS を使用するようにスイッチを設定するには、次の手順を実行します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ip domain-name name
4. ip name-server server-address1 [server-address2 ... server-address6]
5. ip domain-lookup [nsap | source-interface interface]
6. end
7. show running-config
8. 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。パスワードを入力しま
す（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

ip domain-name name
例：
Switch(config)# ip domain-name
Cisco.com

非完全修飾ホスト名（ドット付き 10 進表記ドメイン名のない名
前）を完成させるためにソフトウェアが使用する、デフォルトの
ドメイン名を定義します。
ドメイン名を未修飾の名前から区切るために使用される最初のピ
リオドは入れないでください。
ブート時にはドメイン名は設定されていませんが、スイッチの設
定が BOOTP または Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）
サーバから行われている場合、BOOTP または DHCP サーバによっ
てデフォルトのドメイン名が設定されることがあります（この情
報がサーバに設定されている場合）。

ステップ 4

ip name-server server-address1
名前とアドレスの解決に使用する 1 つまたは複数のネーム サーバ
[server-address2 ... server-address6] のアドレスを指定します。
例：
Switch(config)# ip
name-server 192.168.1.100
192.168.1.200 192.168.1.300

ステップ 5

ip domain-lookup [nsap |
source-interface interface]
例：
Switch(config)# ip domain-lookup

最大 6 つのネーム サーバを指定できます。各サーバ アドレスはス
ペースで区切ります。最初に指定されたサーバが、プライマリサー
バです。スイッチは、最初にプライマリ サーバへ DNS クエリを送
信します。そのクエリが失敗した場合は、バックアップ サーバに
クエリが送信されます。
（任意） スイッチ上で、DNS に基づくホスト名からアドレスへの
変換をイネーブルにします。この機能は、デフォルトでイネーブ
ルにされています。
ユーザのネットワークデバイスが、名前の割り当てを制御できな
いネットワーク内のデバイスと接続する必要がある場合、グロー
バルなインターネットのネーミング方式（DNS）を使用して、ユー
ザのデバイスを一意に識別するデバイス名を動的に割り当てるこ
とができます。
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ステップ 6

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：
Switch(config)# end

ステップ 7

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 8

copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
例：
Switch# copy running-config
startup-config

次の作業

Message-of-the-Day ログイン バナーの設定
スイッチにログインしたときに画面に表示される 1 行以上のメッセージ バナーを作成できます。
MOTD ログイン バナーを設定するには、次の手順を実行します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. banner motd c message c
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。パスワードを
入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

banner motd c message c
例：
Switch(config)# banner motd #
This is a secure site. Only
authorized users are allowed.
For access, contact technical
support.
#

ステップ 4

MoTD を指定します。
c：ポンド記号（#）など、目的のデリミタを入力して
Return キーを押します。区切り文字はバナー テキスト
の始まりと終わりを表します。終わりの区切り文字の後
ろの文字は廃棄されます。
message：255 文字までのバナー メッセージを入力しま
す。メッセージ内には区切り文字を使用できません。
特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 5

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保
存します。

例：
Switch# copy running-config
startup-config
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ログイン バナーの設定
接続されたすべての端末でログイン バナーが表示されるように設定できます。バナーが表示され
るのは、MoTD バナーの後で、ログイン プロンプトが表示される前です。
ログイン バナーを設定するには、次の手順を実行します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. banner login c message c
4. end
5. show running-config
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。パスワードを
入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

banner login c message c
例：
Switch(config)# banner login $
Access for authorized users only.
Please enter your username and
password.
$

ステップ 4

end

ログイン メッセージを指定します。
c：ポンド記号（#）など、目的のデリミタを入力して
Return キーを押します。区切り文字はバナー テキストの
始まりと終わりを表します。終わりの区切り文字の後ろ
の文字は廃棄されます。
message：255 文字までのログイン メッセージを入力しま
す。メッセージ内には区切り文字を使用できません。
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# end
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存
します。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

MAC アドレス テーブルの管理
アドレス エージング タイムの変更
ダイナミック アドレス テーブルのエージング タイムを設定するには、次の手順を実行します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. mac address-table aging-time [0 | 10-1000000] [routed-mac | vlan vlan-id]
4. end
5. show running-config
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。パスワードを
入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

mac address-table aging-time [0 |
10-1000000] [routed-mac | vlan vlan-id]
例：
Switch(config)# mac address-table
aging-time 500 vlan 2

ダイナミック エントリが使用または更新された後、MAC
アドレス テーブル内に保持される時間を設定します。
指定できる範囲は 10 ～ 1000000 秒です。デフォルトは
300 です。0 を入力して期限切れをディセーブルにするこ
ともできます。スタティック アドレスは、期限切れにな
ることもテーブルから削除されることもありません。
vlan-id：有効な ID は 1 ～ 4094 です。

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# end

ステップ 5

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存
します。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

MAC アドレス変更通知トラップの設定
NMS ホストに MAC アドレス変更通知トラップを送信するようにスイッチを設定するには、次の
手順を実行します。
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手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. snmp-server host host-addr community-string notification-type { informs | traps } {version {1 | 2c | 3}}
{vrf vrf instance name}
4. snmp-server enable traps mac-notification change
5. mac address-table notification change
6. mac address-table notification change [interval value] [history-size value]
7. interface interface-id
8. snmp trap mac-notification change {added | removed}
9. end
10. show running-config
11. 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。パスワードを入力
します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

snmp-server host host-addr
トラップ メッセージの受信側を指定します。
community-string notification-type { informs
• host-addr：NMS の名前またはアドレスを指定します。
| traps } {version {1 | 2c | 3}} {vrf vrf
instance name}
• traps （デフォルト）：ホストに SNMP トラップを送信
します。
例：

Switch(config)# snmp-server host
172.20.10.10 traps private
mac-notification

• informs：ホストに SNMP インフォームを送信します。
• version：サポートする SNMP バージョンを指定します。
informs にはバージョン 1（デフォルト）を使用できませ
ん。
• community-string：通知処理で送信する文字列を指定しま
す。snmp-server host コマンドを使用してこの文字列を
設定できますが、この文字列を定義するには、
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コマンドまたはアクション

目的
snmp-server community コマンドを使用し、次に
snmp-server host コマンドを使用することを推奨します。
• notification-type：mac-notification キーワードを使用しま
す。
• vrf vrf instance name：このホストの VPN ルーティング/
転送インスタンスを指定します。

ステップ 4

snmp-server enable traps mac-notification スイッチが MAC アドレス変更通知トラップを送信できるよ
change
うにします。
例：
Switch(config)# snmp-server enable
traps
mac-notification change

ステップ 5

mac address-table notification change

MAC アドレス変更通知機能をイネーブルにします。

例：
Switch(config)# mac address-table
notification change

ステップ 6

mac address-table notification change
[interval value] [history-size value]
例：
Switch(config)# mac address-table
notification change interval 123
Switch(config)#mac address-table
notification change history-size 100

トラップ インターバル タイムと履歴テーブルのサイズを入力
します。
• （任意）interval value：NMS に生成されるトラップの各
セット間の通知トラップ インターバルを秒単位で指定し
ます。指定できる範囲は 0 ～ 2147483647 秒です。デフォ
ルトは 1 秒です。
• （任意）history-size value：MAC 通知履歴テーブルの最
大エントリ数を指定します。指定できる範囲は 0 ～ 500
です。デフォルトは 1 です。

ステップ 7

interface interface-id
例：

インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始し、
SNMP MAC アドレス通知トラップをイネーブルにするレイヤ
2 インターフェイスを指定します。

Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/2
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コマンドまたはアクション
ステップ 8

目的

snmp trap mac-notification change {added インターフェイス上で MAC アドレス変更通知トラップをイ
| removed}
ネーブルにします。
例：

• MAC アドレスがインターフェイスに追加された

Switch(config-if)# snmp trap
mac-notification change added

• MAC アドレスがインターフェイスから削除された

（added）場合にトラップをイネーブルにします。
（removed）場合に MAC 通知トラップをイネーブルに
します。

ステップ 9

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 10

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 11

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存しま
す。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

MAC アドレス移動通知トラップの設定
MAC 移動通知を設定する場合は、MAC アドレスが、同じ VLAN 内のあるポートから別のポート
に移動すると常に、SNMP 通知が生成されてネットワーク管理システムに送信されます。
NMS ホストに MAC アドレス移動通知トラップを送信するようにスイッチを設定するには、次の
手順を実行します。
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手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. snmp-server host host-addr {traps | informs} {version {1 | 2c | 3}} community-string notification-type
4. snmp-server enable traps mac-notification move
5. mac address-table notification mac-move
6. end
7. show running-config
8. 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。パスワードを入
力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

snmp-server host host-addr {traps |
informs} {version {1 | 2c | 3}}
community-string notification-type
例：
Switch(config)# snmp-server host
172.20.10.10 traps private
mac-notification

トラップ メッセージの受信側を指定します。
• host-addr：NMS の名前またはアドレスを指定します。
• traps （デフォルト）：ホストに SNMP トラップを送
信します。
• informs：ホストに SNMP インフォームを送信します。
• version：サポートする SNMP バージョンを指定しま
す。informs にはバージョン 1（デフォルト）を使用
できません。
• community-string：通知処理で送信する文字列を指定し
ます。snmp-server host コマンドを使用してこの文字
列を設定できますが、この文字列を定義するには、
snmp-server community コマンドを使用し、次に
snmp-server host コマンドを使用することを推奨しま
す。
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コマンドまたはアクション

目的
• notification-type：mac-notification キーワードを使用し
ます。

ステップ 4

snmp-server enable traps mac-notification スイッチが NMS に MAC アドレス移動通知トラップを送
move
信できるようにします。
例：
Switch(config)# snmp-server enable
traps
mac-notification move

ステップ 5

mac address-table notification mac-move MAC アドレス移動通知機能をイネーブルにします。
例：
Switch(config)# mac address-table
notification mac-move

ステップ 6

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 7

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 8

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存し
ます。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

次の作業
スイッチによる MAC アドレス移動通知トラップの送信をディセーブルにするには、no snmp-server
enable traps mac-notification move グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。
MAC アドレス変更通知機能をディセーブルにするには、no mac address-table notification mac-move
グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。
show mac address-table notification mac-move 特権 EXEC コマンドを入力して、設定を確認するこ
とができます。
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MAC しきい値通知トラップの設定
MAC しきい値通知を設定する場合は、MAC アドレス テーブルのしきい値の制限値に達するか、
その値を超えると、SNMP 通知が生成されてネットワーク管理システムに送信されます。
NMS ホストに MAC アドレス テーブルしきい値通知トラップを送信するようにスイッチを設定す
るには、次の手順を実行します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. snmp-server host host-addr {traps |informs} {version {1 | 2c | 3}} community-string notification-type
4. snmp-server enable traps mac-notification threshold
5. mac address-table notification threshold
6. mac address-table notification threshold [limit percentage] | [interval time]
7. end
8. show running-config
9. 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。パスワードを入
力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

snmp-server host host-addr {traps |informs} トラップ メッセージの受信側を指定します。
{version {1 | 2c | 3}} community-string
• host-addr：NMS の名前またはアドレスを指定します。
notification-type
例：
Switch(config)# snmp-server host
172.20.10.10 traps private
mac-notification

• traps （デフォルト）：ホストに SNMP トラップを送
信します。
• informs：ホストに SNMP インフォームを送信します。
• version：サポートする SNMP バージョンを指定しま
す。informs にはバージョン 1（デフォルト）を使用で
きません。
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コマンドまたはアクション

目的
• community-string：通知処理で送信する文字列を指定し
ます。snmp-server host コマンドを使用してこの文字
列を設定できますが、この文字列を定義するには、
snmp-server community コマンドを使用し、次に
snmp-server host コマンドを使用することを推奨しま
す。
• notification-type：mac-notification キーワードを使用し
ます。

ステップ 4

snmp-server enable traps mac-notification NMS への MAC しきい値通知トラップをイネーブルにしま
threshold
す。
例：
Switch(config)# snmp-server enable traps
mac-notification threshold

ステップ 5

mac address-table notification threshold

MAC アドレスしきい値通知機能をイネーブルにします。

例：
Switch(config)# mac address-table
notification threshold

ステップ 6

mac address-table notification threshold
[limit percentage] | [interval time]

MAC アドレスしきい値使用状況モニタリングのしきい値
を入力します。

例：

• （任意）limit percentage：MAC アドレス テーブルの

Switch(config)# mac address-table
notification threshold interval 123
Switch(config)# mac address-table
notification threshold limit 78

• （任意）interval time：通知の間隔を指定します。有

使用率を指定します。有効値は 1 ～ 100 % です。デ
フォルト値は 50% です。
効値は 120 秒以上です。デフォルトは 120 秒です。

ステップ 7

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 8

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

copy running-config startup-config

（任意）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：
Switch# copy running-config
startup-config

次の作業
スタティック アドレス エントリの追加および削除
スタティック アドレスを追加するには、次の手順を実行します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. mac address-table static mac-addrvlan vlan-idinterface interface-id
4. end
5. show running-config
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。パスワードを入力しま
す（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

mac address-table static
mac-addrvlan vlan-idinterface
interface-id

MAC アドレス テーブルにスタティック アドレスを追加します。
• mac-addr：アドレス テーブルに追加する宛先 MAC ユニキャ
スト アドレスを指定します。この宛先アドレスを持つパケッ
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コマンドまたはアクション

目的
トが指定した VLAN に着信すると、指定したインターフェイ
スに転送されます。

例：
Switch(config)# mac address-table
static c2f3.220a.12f4 vlan 4
interface gigabitethernet 1/0/1

• vlan-id：指定された MAC アドレスを持つパケットを受信す
る VLAN を指定します。指定できる VLAN ID の範囲は 1 ～
4094 です。
• interface-id：受信パケットが転送されるインターフェイスを
指定します。有効なインターフェイスは、物理ポートまたは
ポート チャネルです。スタティック マルチキャスト アドレ
スの場合、複数のインターフェイス ID を入力できます。ス
タティック ユニキャスト アドレスの場合、インターフェイ
スは同時に 1 つしか入力できません。ただし、同じ MAC ア
ドレスおよび VLAN ID を指定すると、コマンドを複数回入
力できます。

ステップ 4

特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z キーを押しても、グ
ローバル コンフィギュレーション モードを終了できます。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 5

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 6

copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。
例：
Switch# copy running-config
startup-config

ユニキャスト MAC アドレス フィルタリングの設定
switchが送信元または宛先ユニキャスト スタティック アドレスをドロップするよう設定するには、
次の手順を実行します。
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手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. mac address-table static mac-addrvlan vlan-iddrop
4. end
5. show running-config
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。パスワードを入
力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

mac address-table static mac-addrvlan
vlan-iddrop
例：
Switch(config)# mac address-table
static c2f3.220a.12f4 vlan 4 drop

ユニキャスト MAC アドレス フィルタリングをイネーブル
にし、スイッチが指定した送信元または宛先ユニキャスト
スタティック アドレスを持つパケットをドロップするよう
に設定します。
• mac-addr：送信元または宛先ユニキャスト MAC アドレ
ス（48 ビット）を指定します。この MAC アドレスを
持つパケットはドロップされます。
• vlan-id：指定された MAC アドレスを持つパケットを受
信する VLAN を指定します。指定できる VLAN ID の
範囲は 1 ～ 4094 です。

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# end
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存し
ます。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

switchのモニタリングおよび保守の管理
コマンド

目的

clear mac address-table dynamic

すべてのダイナミック エントリを削除します。

clear mac address-table dynamic address
mac-address

特定の MAC アドレスを削除します。

clear mac address-table dynamic interface
interface-id

指定された物理ポートまたはポート チャネル上
のすべてのアドレスを削除します。

clear mac address-table dynamic vlan vlan-id

指定された VLAN 上のすべてのアドレスを削除
します。

show clock [detail]

時刻と日付の設定を表示します。

show ip igmp snooping groups

すべての VLAN または指定された VLAN に対
するレイヤ 2 マルチキャスト エントリを表示し
ます。

show mac address-table address mac-address

指定された MAC アドレスの MAC アドレス テー
ブル情報を表示します。

show mac address-table aging-time

すべての VLAN または指定された VLAN のエー
ジング タイムを表示します。

show mac address-table count

すべての VLAN または指定された VLAN で存
在しているアドレス数を表示します。
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コマンド

目的

show mac address-table dynamic

ダイナミック MAC アドレス テーブル エントリ
のみを表示します。

show mac address-table interface interface-name

指定されたインターフェイスの MAC アドレス
テーブル情報を表示します。

show mac address-table move update

MAC アドレス テーブル移動更新情報を表示し
ます。

show mac address-table multicast

マルチキャストの MAC アドレスのリストを表
示します。

show mac address-table notification {change |
mac-move | threshold}

MAC 通知パラメータおよび履歴テーブルを表
示します。

show mac address-table secure

セキュア MAC アドレスを表示します。

show mac address-table static

スタティック MAC アドレス テーブル エントリ
だけを表示します。

show mac address-table vlan vlan-id

指定された VLAN の MAC アドレス テーブル情
報を表示します。

switch管理の設定例
例：システム クロックの設定
次の例は、システム クロックを手動で設定する方法を示しています。
Switch# clock set 13:32:00 23 July 2013

例：サマー タイムの設定
次に、サマータイムが 3 月 10 日の 02:00 に開始し、11 月 3 日の 02:00 に終了する場合の設定を例
として示します。
Switch(config)# clock summer-time PDT recurring PST date
10 March 2013 2:00 3 November 2013 2:00
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次に、サマータイムの開始日と終了日を設定する例を示します。
Switch(config)#clock summer-time PST date
20 March 2013 2:00 20 November 2013 2:00

例：MOTD バナーの設定
次の例は、開始および終了デリミタにポンド記号（#）を使用して、MOTD バナーを設定する方法
を示しています。
Switch(config)# banner motd #
This is a secure site. Only authorized users are allowed.
For access, contact technical support.
#
Switch(config)#

次に、前の設定により表示されたバナーの例を示します。
Unix> telnet 192.0.2.15
Trying 192.0.2.15...
Connected to 192.0.2.15.
Escape character is '^]'.
This is a secure site. Only authorized users are allowed.
For access, contact technical support.
User Access Verification
Password:

例：ログイン バナーの設定
次の例は、開始および終了デリミタにドル記号（$）を使用して、にログイン バナーを設定する
方法を示しています。
Switch(config)# banner login $
Access for authorized users only. Please enter your username and password.
$
Switch(config)#

例：MAC アドレス変更通知トラップの設定
次に、NMS として 172.20.10.10 を指定し、NMS への MAC アドレス通知トラップの送信をイネー
ブルにし、MAC アドレス変更通知機能をイネーブルにし、インターバル タイムを 123 秒に設定
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し、履歴サイズを 100 エントリに設定し、特定のポートで MAC アドレスが追加された場合のト
ラップをイネーブルにする例を示します。
Switch(config)# snmp-server host 172.20.10.10 traps private mac-notification
Switch(config)# snmp-server enable traps mac-notification change
Switch(config)# mac address-table notification change
Switch(config)# mac address-table notification change interval 123
Switch(config)# mac address-table notification change history-size 100
Switch(config)# interface gigabitethernet1/2/1
Switch(config-if)# snmp trap mac-notification change added

例：MAC しきい値通知トラップの設定
次に、NMS として 172.20.10.10 を指定し、MAC アドレスしきい値通知機能をイネーブルにし、イ
ンターバル タイムを 123 秒に設定し、制限を 78% に設定する例を示します。
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config)#

snmp-server host 172.20.10.10 traps private mac-notification
snmp-server enable traps mac-notification threshold
mac address-table notification threshold
mac address-table notification threshold interval 123
mac address-table notification threshold limit 78

例：MAC アドレス テーブルへのスタティック アドレスの追加
次の例では、MAC アドレス テーブルにスタティック アドレス c2f3.220a.12f4 を追加する方法を示
します。VLAN 4 でこの MAC アドレスを宛先アドレスとして持つパケットを受信すると、パケッ
トは指定されたポートに転送されます。

（注）

複数のインターフェイスに同じ静的 MAC アドレスを関連付けることはできません。コマンド
を別のインターフェイスで再度実行すると、新しいインターフェイス上で静的 MAC アドレス
が上書きされます。
Switch(config)# mac address-table static c2f3.220a.12f4 vlan 4 interface gigabitethernet1/1/1

例：ユニキャスト MAC アドレス フィルタリングの設定
次に、ユニキャスト MAC アドレス フィルタリングをイネーブルにし、c2f3.220a.12f4 の送信元ま
たは宛先アドレスを持つドロップ パケットを設定する例を示します。送信元または宛先としてこ
の MAC アドレスを持つパケットが VLAN4 上で受信された場合、パケットがドロップされます。
Switch(config)# mac address-table static c2f3.220a.12f4 vlan 4 drop
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スイッチ管理に関する追加情報
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

スイッチ管理コマンド

Catalyst 2960-X Switch System Management Command
Reference

ネットワーク管理の設定

Catalyst 2960-X Switch Network Management Configuration
Guide

レイヤ 2 の設定

Catalyst 2960-X Switch Layer 2 Configuration Guide

VLAN コンフィギュレーション

Catalyst 2960-X Switch VLAN Management Configuration
Guide

プラットフォームに依存しないコマン
ド リファレンス

Cisco IOS 15.3M&T Command References

プラットフォームに依存しない設定情
報

Cisco IOS 15.3M&T Configuration Guides

標準および RFC
標準/RFC

タイトル

なし

—

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探して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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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

switch管理の機能履歴と情報
リリース

変更内容

Cisco IOS Release 15.0(2)EXCisco IOS Release 15.2(5)E

この機能が導入されました。
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章

switchのセットアップ設定の実行
• switchセットアップ設定の実行に関する情報, 1357 ページ
• switch設定コンフィギュレーションの実行方法, 1370 ページ
• switchのセットアップ設定のモニタリング, 1387 ページ
• switch のセットアップを実行する場合の設定例, 1388 ページ
• スイッチ セットアップの実行に関する追加情報, 1390 ページ
• switchセットアップ設定の機能履歴と情報, 1391 ページ

switchセットアップ設定の実行に関する情報
IP アドレスの割り当ておよび DHCP 自動設定を含む初期スイッチ設定タスクを実行する前に、こ
のモジュールのセクションを確認します。

ブート プロセス
スイッチを起動するには、スタートアップ ガイドやハードウェア設置ガイドの手順に従い、ス
イッチを設置して電源をオンにし、スイッチの初期設定（IP アドレス、サブネット マスク、デ
フォルト ゲートウェイ、シークレット、Telnet パスワードなど）を行う必要があります。
ブートローダ ソフトウェアは、通常の起動プロセスを実行します。これには、次のアクティビ
ティが含まれています。
• バンドルまたはインストール パッケージ セットでブート可能（基本）パッケージを検索し
ます。
• 下位レベルの CPU 初期化を行います。CPU レジスタを初期化することにより、物理メモリ
がマッピングされる場所、容量、速度などを制御します。
• CPU サブシステムの電源投入時セルフ テスト（POST）を実行し、システム DRAM をテスト
します。
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• システム ボード上のファイル システムを初期化します。
• デフォルトのオペレーティング システム ソフトウェア イメージをメモリにロードし、スイッ
チを起動します。
ブートローダによってフラッシュ ファイル システムにアクセスしてから、オペレーティング シ
ステムをロードします。ブートローダの使用目的は通常、オペレーティングシステムのロード、
展開、および起動に限定されます。オペレーティング システムが CPU を制御できるようになる
と、ブートローダは、次にシステムがリセットされるか電源が投入されるまでは非アクティブに
なります。
また、オペレーティング システムが使用不可能になるほどの重大な障害が発生した場合は、ブー
トローダはシステムにトラップドアからアクセスします。トラップドアからシステムへアクセス
することで、必要に応じて、フラッシュ ファイル システムのフォーマット、XMODEM プロトコ
ルを使用したオペレーティングシステムのソフトウェアイメージの再インストール、失われたパ
スワードの回復、そして最終的にオペレーティング システムの再起動ができます。
スイッチ情報を割り当てるには、PC または端末をコンソール ポートに接続するか、PC をイーサ
ネット管理ポートに接続して、PC または端末エミュレーション ソフトウェアのボー レートおよ
びキャラクタフォーマットを、スイッチのコンソールポートの設定と一致させておく必要があり
ます。
• デフォルトのボーレートは 9600 です。
• デフォルトのデータ ビットは 8 です。

（注）

データ ビット オプションを 8 に設定した場合、パリティ オプションは「な
し」に設定します。

• デフォルトのストップ ビットは 2（マイナー）です。
• デフォルトのパリティ設定は「なし」です。

スイッチ 情報の割り当て
IP 情報を割り当てるには、スイッチのセットアップ プログラムを使用する方法、Dynamic Host
Configuration Protocol（DHCP）サーバを使用する方法、または手動で実行する方法があります。
特定の IP 情報の設定が必要な場合、スイッチのセットアップ プログラムを使用してください。こ
のプログラムを使用すると、ホスト名とイネーブルシークレットパスワードを設定することもで
きます。
また、任意で、Telnet パスワードを割り当てたり（リモート管理中のセキュリティ確保のため）、
スイッチをクラスタのコマンドまたはメンバスイッチとして、あるいはスタンドアロンスイッチ
として設定したりできます。
サーバの設定後は DHCP サーバを使用して、IP 情報の集中管理と自動割り当てを行います。
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（注）

DHCP を使用している場合は、スイッチが動的に割り当てられた IP アドレスを受信してコン
フィギュレーション ファイルを読み込むまでは、セットアップ プログラムからの質問に応答
しないでください。
スイッチの設定手順を熟知している経験豊富なユーザの場合は、スイッチを手動で設定してくだ
さい。それ以外のユーザは、「ブートプロセス」で説明したセットアッププログラムを使用して
ください。

デフォルトのスイッチ情報
表 110：デフォルトのスイッチ情報

機能

デフォルト設定

IP アドレスおよびサブネット マスク

IP アドレスまたはサブネット マスクは定義さ
れていません。

デフォルト ゲートウェイ

デフォルト ゲートウェイは定義されていませ
ん。

イネーブル シークレット パスワード

パスワードは定義されていません。

Hostname

出荷時に割り当てられるデフォルトのホスト名
は、switch です。

Telnet パスワード

パスワードは定義されていません。

クラスタ コマンド スイッチ機能

ディセーブル

クラスタ名

クラスタ名は定義されません。

DHCP ベースの自動設定の概要
DHCP は、インターネットホストおよびインターネットワーキング デバイスに設定情報を提供し
ます。このプロトコルには、2 つのコンポーネントがあります。1 つは DHCP サーバからデバイス
にコンフィギュレーション パラメータを提供するコンポーネント、もう 1 つはデバイスにネット
ワーク アドレスを割り当てるコンポーネントです。DHCP はクライアント/サーバ モデルに基づい
ています。指定された DHCP サーバが、動的に設定されるデバイスに対して、ネットワーク アド
レスを割り当て、コンフィギュレーション パラメータを提供します。スイッチは、DHCP クライ
アントおよび DHCP サーバとして機能できます。
DHCP ベースの自動設定では、スイッチ（DHCP クライアント）は起動時に、IP アドレス情報お
よびコンフィギュレーション ファイルを使用して自動的に設定されます。
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DHCP ベースの自動設定を使用すると、スイッチ上で DHCP クライアント側の設定を行う必要は
ありません。ただし、DHCP サーバで、IP アドレスに関連した各種リース オプションを設定する
必要があります。
DHCP を使用してネットワーク上のコンフィギュレーション ファイルの場所をリレーする場合は、
TFTP サーバおよびドメイン ネーム システム（DNS）サーバの設定が必要になることがあります。
スイッチの DHCP サーバは、スイッチと同じ LAN 上に配置することも、そのスイッチとは別の
LAN 上に配置することもできます。DHCP サーバが異なる LAN 上で動作している場合、スイッ
チと DHCP サーバ間に、DHCP のリレー デバイスを設定する必要があります。リレー デバイス
は、直接接続されている 2 つの LAN 間でブロードキャスト トラフィックを転送します。ルータ
はブロードキャスト パケットを転送しませんが、受信したパケットの宛先 IP アドレスに基づいて
パケットを転送します。
DHCP ベースの自動設定は、スイッチの BOOTP クライアント機能に代わるものです。

DHCP クライアントの要求プロセス
スイッチを起動したときに、スイッチにコンフィギュレーション ファイルがない場合、DHCP ク
ライアントが呼び出され、DHCP クライアントが DHCP サーバに設定情報を要求します。コンフィ
ギュレーション ファイルが存在し、その設定に特定のルーテッド インターフェイスの ip address
dhcp インターフェイス コンフィギュレーション コマンドが含まれる場合、DHCP クライアント
が呼び出され、DHCP クライアントがインターフェイスに IP アドレス情報を要求します。
次は、DHCP クライアントと DHCP サーバの間で交換される一連のメッセージです。
図 80：DHCP クライアント/サーバ間のメッセージ交換

クライアントであるswitch A は、DHCP サーバの場所を特定するために、DHCPDISCOVER メッ
セージをブロードキャストします。DHCP サーバは、DHCPOFFER ユニキャスト メッセージによっ
て、使用可能なコンフィギュレーション パラメータ（IP アドレス、サブネット マスク、ゲート
ウェイ IP アドレス、DNS IP アドレス、IP アドレス用のリースなど）をクライアントに提示しま
す。
DHCPREQUEST ブロードキャスト メッセージでは、クライアントは、提示された設定情報に対し
て、DHCP サーバに正式な要求を戻します。この正式な要求はブロードキャストされるため、ク
ライアントから DHCPDISCOVER ブロードキャスト メッセージを受信した他のすべての DHCP
サーバは、クライアントに提示した IP アドレスを再利用できます。
DHCP サーバは、DHCPACK ユニキャスト メッセージをクライアントに戻すことで、IP アドレス
がクライアントに割り当てられたことを確認します。このメッセージによって、クライアントと
サーバはバウンドされ、クライアントはサーバから受信した設定情報を使用します。スイッチの
受信する情報量は、DHCP サーバの設定方法によって異なります。
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DHCPOFFER ユニキャスト メッセージによって送信されたコンフィギュレーション パラメータが
無効である（コンフィギュレーション エラーがある）場合、クライアントは DHCP サーバに、
DHCPDECLINE ブロードキャスト メッセージを戻します。
DHCP サーバはクライアントに、提示されたコンフィギュレーション パラメータが割り当てられ
ていない、パラメータのネゴシエーション中にエラーが発生した、または DHCPOFFER メッセー
ジに対するクライアントの応答が遅れている（DHCP サーバがパラメータを別のクライアントに
割り当てた）という意味の DHCPNAK 拒否ブロードキャスト メッセージを送信します。
DHCP クライアントは、複数の DHCP サーバまたは BOOTP サーバから提示を受け取り、そのう
ちの任意の 1 つを受け入れることができますが、通常は最初に受け取った提示を受け入れます。
DHCP サーバから提示された IP アドレスが必ずしもクライアントに割り当てられるわけではあり
ません。ただし、サーバは通常、クライアントが正式にアドレスを要求するまではアドレスを確
保しておきます。スイッチが BOOTP サーバからの応答を受け入れ、自身を設定する場合、スイッ
チはスイッチ コンフィギュレーション ファイルを取得するために、TFTP 要求をユニキャストす
るのではなくブロードキャストします。
DHCP ホスト名オプションにより、スイッチのグループはホスト名および標準コンフィギュレー
ションを集中管理型DHCPサーバから取得できます。クライアント（スイッチ）はDCHPDISCOVER
メッセージ内に、DHCP サーバからのホスト名および他のコンフィギュレーション パラメータの
要求に使用される Option 12 フィールドを加えます。すべてのクライアントのコンフィギュレー
ション ファイルは、DHCP から取得したホスト名を除き、まったく同じです。
クライアントにデフォルトのホスト名がある場合（hostname name グローバル コンフィギュレー
ション コマンドを設定していないか、ホスト名を削除する no hostname グローバル コンフィギュ
レーション コマンドが入力されている）は、ip address dhcp インターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを入力すると、DHCP のホスト名オプションがパケットに含まれません。この場
合、インターフェイスの IP アドレスを取得中にクライアントが DHCP との相互作用で DHCP ホ
スト名オプションを受信した場合、クライアントは DHCP ホスト名オプションを受け入れて、シ
ステムに設定済みのホスト名があることを示すフラグが設定されます。

DHCP ベースの自動設定およびイメージ アップデート
DHCP イメージ アップグレード機能を使用すると、ネットワーク内の 1 つ以上のスイッチに新し
いイメージ ファイルおよび新しいコンフィギュレーション ファイルをダウンロードするように
DHCP サーバを設定できます。ネットワーク内のすべてのスイッチでのイメージおよびコンフィ
ギュレーションの同時アップグレードによって、ネットワークに加えられたそれぞれの新しいス
イッチが、同じイメージとコンフィギュレーションを確実に受信するようになります。
DHCP イメージ アップグレードには、自動設定およびイメージ アップデートの 2 つのタイプがあ
ります。

DHCP ベースの自動設定の制約事項
• ネットワーク内に割り当てられた IP アドレスがなく、1 つ以上のレイヤ 3 インターフェイス
が起動してない場合は、設定プロセスが保存された DHCP ベースの自動設定は停止します。
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• タイムアウトを設定しない限り、設定機能を備えている DHCP ベースの自動設定は IP アド
レスのダウンロードを無期限に繰り返します。
• コンフィギュレーション ファイルをダウンロードできないか破損している場合は、自動イン
ストールプロセスが停止します。
• TFTP からダウンロードされたコンフィギュレーション ファイルは、実行コンフィギュレー
ション内の既存コンフィギュレーションとマージされますが、write memory または
copy running-configuration startup-configuration 特権 EXEC コマンドを入力しない限り、
NVRAM に保存されません。ダウンロードされたコンフィギュレーションがスタートアップ
コンフィギュレーションに保存された場合、後続のシステム再起動中にこの機能はトリガー
されません。

DHCP 自動設定
DHCP 自動設定は、コンフィギュレーション ファイルを DHCP サーバからネットワーク内の 1 つ
以上のスイッチにダウンロードします。ダウンロードされたコンフィギュレーション ファイル
は、スイッチの実行コンフィギュレーション ファイルになります。このファイルは、スイッチが
リロードされるまで、フラッシュメモリに保存されたブートアップコンフィギュレーションを上
書きしません。

DHCP 自動イメージ アップデート
DHCP 自動設定とともに DHCP 自動イメージ アップグレードを使用すると、コンフィギュレー
ションおよび新しいイメージをネットワーク内の 1 つ以上のスイッチにダウンロードできます。
新しいコンフィギュレーションおよび新しいイメージをダウンロードしている 1 つのスイッチス
イッチ（または複数のスイッチ）は、ブランク（つまり、出荷時のデフォルト設定がロードされ
ている状態）にできます。
コンフィギュレーションをすでに持っているスイッチに新しいコンフィギュレーションをダウン
ロードすると、ダウンロードされたコンフィギュレーションは、スイッチに保存されているコン
フィギュレーションファイルに追加されます（どの既存のコンフィギュレーションファイルも、
ダウンロードされたファイルに上書きされません）。
スイッチの DHCP 自動イメージ アップデートをイネーブルにするには、イメージ ファイルおよび
コンフィギュレーション ファイルがある TFTP サーバを、正しいオプション 67（コンフィギュ
レーション ファイル名）、オプション 66（DHCP サーバ ホスト名）、オプション 150（TFTP サー
バ アドレス）、およびオプション 125（Cisco IOS イメージ ファイルの説明）の設定で設定する必
要があります。
スイッチをネットワークに設置すると、自動イメージ アップデート機能が開始します。ダウン
ロードされたコンフィギュレーション ファイルはスイッチの実行コンフィギュレーションに保存
され、新しいイメージがダウンロードされてスイッチにインストールされます。スイッチを再起
動すると、このコンフィギュレーションがスイッチのコンフィギュレーションに保存されます。
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DHCP サーバ設定時の注意事項
デバイスを DHCP サーバとして設定する場合、次の注意事項に従ってください。
• DHCP サーバには、スイッチのハードウェア アドレスによって各スイッチと結び付けられて
いる予約済みのリースを設定する必要があります。
• スイッチに IP アドレス情報を受信させるには、DHCP サーバに次のリース オプションを設
定する必要があります。
◦ クライアントの IP アドレス（必須）
◦ クライアントのサブネット マスク（必須）
◦ DNS サーバの IP アドレス（任意）
◦ ルータの IP アドレス（スイッチで使用するデフォルト ゲートウェイ アドレス）（必
須）
• スイッチに TFTP サーバからコンフィギュレーション ファイルを受信させる場合は、DHCP
サーバに次のリース オプションを設定する必要があります。
◦ TFTP サーバ名（必須）
◦ ブート ファイル名（クライアントが必要とするコンフィギュレーション ファイル名）
（推奨）
◦ ホスト名（任意）
• DHCP サーバの設定によっては、スイッチは IP アドレス情報またはコンフィギュレーション
ファイル、あるいはその両方を受信できます。
• 前述のリース オプションを設定しなかった場合、DHCP サーバは、設定されたパラメータの
みを使用してクライアントの要求に応答します。IP アドレスおよびサブネット マスクが応答
に含まれていないと、スイッチは設定されません。ルータの IP アドレスまたは TFTP サーバ
名が見つからなかった場合、スイッチは TFTP 要求をユニキャストしないでブロードキャス
トする場合があります。その他のリース オプションは、使用できなくても自動設定には影響
しません。
• スイッチは DHCP サーバとして動作可能です。デフォルトでは、Cisco IOS DHCP サーバおよ
び DHCP リレー エージェント機能はスイッチ上でイネーブルにされていますが、設定されて
いません。（これらの機能は動作しません）

TFTP サーバの目的
DHCP サーバの設定に基づいて、スイッチは TFTP サーバから 1 つまたは複数のコンフィギュレー
ション ファイルをダウンロードしようとします。TFTP サーバへの IP 接続に必要なすべてのオプ
ションについてスイッチに応答するよう DHCP を設定している場合で、なおかつ、TFTP サーバ
名、アドレス、およびコンフィギュレーション ファイル名を指定して DHCP サーバを設定してい

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーション
ガイド
1363

switchセットアップ設定の実行に関する情報

る場合、スイッチは指定された TFTP サーバから指定されたコンフィギュレーション ファイルを
ダウンロードしようとします。
コンフィギュレーション ファイル名、および TFTP サーバを指定しなかった場合、またはコンフィ
ギュレーション ファイルをダウンロードできなかった場合は、スイッチはファイル名と TFTP サー
バアドレスをさまざまに組み合わせてコンフィギュレーション ファイルをダウンロードしようと
します。ファイルには、特定のコンフィギュレーション ファイル名（存在する場合）と次のファ
イルが指定されています。network-config、cisconet.cfg、hostname.config、または hostname.cfg で
す。この場合、hostname はスイッチの現在のホスト名です。使用される TFTP サーバアドレスに
は、（存在する場合）指定された TFTP サーバのアドレス、およびブロードキャスト アドレス
（255.255.255.255）が含まれています。
スイッチが正常にコンフィギュレーション ファイルをダウンロードするには、TFTP サーバのベー
ス ディレクトリに 1 つまたは複数のコンフィギュレーション ファイルが含まれていなければなり
ません。含めることのできるファイルは、次のとおりです。
• DHCP 応答で指定されているコンフィギュレーション ファイル（実際のスイッチ コンフィ
ギュレーション ファイル）。
• network-confg または cisconet.cfg ファイル（デフォルトのコンフィギュレーション ファイル）
• router-confg または ciscortr.cfg ファイル（これらのファイルには、すべてのスイッチに共通の
コマンドが含まれています。通常、DHCP および TFTP サーバが適切に設定されていれば、
これらのファイルはアクセスされません）
DHCP サーバ リース データベースに TFTP サーバ名を指定する場合は、DNS サーバのデータベー
スに TFTP サーバ名と IP アドレスのマッピングを設定することも必要です。
使用する TFTP サーバが、スイッチとは異なる LAN 上にある場合、またはスイッチがブロード
キャスト アドレスを使用してアクセスした場合（前述のすべての必須情報が DHCP サーバの応答
に含まれていない場合に発生）は、リレーを設定して TFTP サーバに TFTP パケットを転送する必
要があります。適切な解決方法は、必要なすべての情報を使用して DHCP サーバを設定すること
です。

DNS サーバの目的
DHCP サーバは、DNS サーバを使用して TFTP サーバ名を IP アドレスに変換します。DNS サーバ
上で、TFTP サーバ名から IP アドレスへのマッピングを設定する必要があります。TFTP サーバに
は、スイッチのコンフィギュレーション ファイルが存在します。
DHCP の応答時に IP アドレスを取得する DHCP サーバのリース データベースに、DNS サーバの
IP アドレスを設定できます。リース データベースには、DNS サーバの IP アドレスを 2 つまで入
力できます。
DNS サーバは、スイッチと同じ LAN 上に配置することも、別の LAN 上に配置することもできま
す。DNS サーバが別の LAN 上に存在する場合、スイッチはルータを介して DNS サーバにアクセ
スできなければなりません。
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コンフィギュレーション ファイルの入手方法
IP アドレスおよびコンフィギュレーション ファイル名が DHCP で専用のリースとして取得できる
かどうかに応じて、スイッチは次の方法で設定情報を入手します。
• IP アドレスおよびコンフィギュレーション ファイル名が、スイッチ用に予約され、DHCP 応
答（1 ファイル読み込み方式）で提供されている場合
スイッチは DHCP サーバから、IP アドレス、サブネット マスク、TFTP サーバ アドレス、お
よびコンフィギュレーション ファイル名を受信します。スイッチは、TFTP サーバにユニキャ
スト メッセージを送信し、指定されたコンフィギュレーション ファイルをサーバのベース
ディレクトリから取得して、ブートアップ プロセスを完了します。
• スイッチのIPアドレスおよびコンフィギュレーションファイル名が予約されているが、DHCP
応答に TFTP サーバ アドレスが含まれていない場合（1 ファイル読み込み方式）。
スイッチは DHCP サーバから、IP アドレス、サブネット マスク、およびコンフィギュレー
ション ファイル名を受信します。スイッチは、TFTP サーバにブロードキャスト メッセージ
を送信し、指定されたコンフィギュレーション ファイルをサーバのベース ディレクトリか
ら取得して、ブートアップ プロセスを完了します。
• IP アドレスだけがスイッチ用に予約され、DHCP 応答で提供されており、コンフィギュレー
ション ファイル名は提供されない場合（2 ファイル読み込み方式）
スイッチ は DHCP サーバから、IP アドレス、サブネット マスク、および TFTP サーバ アド
レスを受信します。スイッチは、TFTP サーバにユニキャストメッセージを送信し、
network-confg または cisconet.cfg のデフォルト コンフィギュレーション ファイルを取得しま
す（network-confg ファイルが読み込めない場合、スイッチは cisconet.cfg ファイルを読み込み
ます）。
デフォルト コンフィギュレーション ファイルには、スイッチのホスト名から IP アドレスへ
のマッピングが含まれています。スイッチは、ファイルの情報をホスト テーブルに書き込
み、ホスト名を入手します。ファイルにホスト名がない場合、スイッチは DHCP 応答で指定
されたホスト名を使用します。DHCP 応答でホスト名が指定されていない場合、スイッチは
デフォルトのスイッチをホスト名として使用します。
デフォルトのコンフィギュレーション ファイルまたは DHCP 応答からホスト名を入手した
後、スイッチはホスト名と同じ名前のコンフィギュレーション ファイル（network-confg また
は cisconet.cfg のどちらが先に読み込まれたかに応じて、hostname-confg または hostname.cfg）
を TFTP サーバから読み込みます。cisconet.cfg ファイルが読み込まれている場合は、ホスト
のファイル名は 8 文字に切り捨てられます。
network-confg、cisconet.cfg、またはホスト名と同じ名前のファイルを読み込むことができな
い場合、スイッチは router-confg ファイルを読み込みます。router-confg ファイルを読み込む
ことができない場合、スイッチは ciscortr.cfg ファイルを読み込みます。

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーション
ガイド
1365

switchセットアップ設定の実行に関する情報

（注）

DHCP 応答から TFTP サーバを入手できなかった場合、ユニキャスト伝送によるコンフィギュ
レーション ファイルの読み込みにすべて失敗した場合、または TFTP サーバ名を IP アドレス
に変換できない場合には、スイッチは TFTP サーバ要求をブロードキャストします。

環境変数の制御方法
通常動作のスイッチでは、コンソール接続のみを通じてブート ローダ モードを開始します。ス
イッチの電源コードを取り外してから、もう一度電源コードを接続します。ブートローダスイッ
チのプロンプトが表示されるまで [MODE] を押し続けます。
スイッチのブートローダソフトウェアは不揮発性の環境変数をサポートするため、これらの環境
変数を使用して、ブート ローダまたはシステムで稼働する他のソフトウェアの機能を制御できま
す。ブートローダの環境変数は、UNIX または DOS システムで設定できる環境変数と類似してい
ます。
値を持つ環境変数は、フラッシュ ファイル システムの外にあるフラッシュ メモリに保存されま
す。
ファイルの各行には、環境変数名と等号に続いて、その変数の値が指定されます。変数が存在し
ない場合は、変数の値はありません。値がヌル ストリングと表示された場合は、変数に値が設定
されています。ヌル ストリング（たとえば " "）が設定されている変数は、値が設定された変数で
す。多くの環境変数は事前に定義されており、デフォルト値が設定されています。
環境変数には 2 種類のデータが保存されます。
• Cisco IOS コンフィギュレーション ファイルを読み取らないコードを制御するデータ。たと
えば、ブートローダの機能を拡張したり、パッチを適用したりするブートローダ ヘルパー
ファイルの名前は、環境変数として保存できます。
• Cisco IOS コンフィギュレーション ファイルを読み取るコードを制御するデータ。たとえば、
Cisco IOS コンフィギュレーション ファイル名は環境変数として保存できます。
環境変数の設定を変更するには、ブートローダにアクセスするか、Cisco IOS コマンドを使用しま
す。通常の環境では、環境変数の設定を変更する必要はありません。

一般的な環境変数
この表では、最も一般的な環境変数の機能について説明します。
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表 111：一般的な環境変数

変数

ブートローダコマン Cisco IOS グローバル コンフィギュレー
ド
ション コマンド

BOOT

set BOOT filesystem:/ boot system {filesystem: /file-url ...
file-url ...
次の起動時にロードする Cisco IOS イメー
自動起動時にロード ジと、イメージがロードされるスタック
して実行を試みる、 メンバーを指定します。このコマンドは、
セミコロンで区切ら BOOT 環境変数の設定を変更します。
れた実行可能ファイ
ルのリスト。BOOT
環境変数が設定され
ていない場合、シス
テムは、フラッシュ
ファイルシステム全
体に再帰的な縦型検
索を行って、最初に
検出された実行可能
イメージをロードし
て実行を試みます。
BOOT 変数が設定さ
れていても、指定さ
れたイメージをロー
ドできなかった場
合、システムはフ
ラッシュ ファイル
システムで最初に検
出した起動可能な
ファイルを起動しよ
うとします。
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変数

ブートローダコマン Cisco IOS グローバル コンフィギュレー
ド
ション コマンド

MANUAL_BOOT

set MANUAL_BOOT boot manual
yes
次回の起動時にスイッチを手動で起動で
スイッチの起動を自 きるようにします。MANUAL_BOOT 環境
動で行うか手動で行 変数の設定が変更されます。
うかを決定します。
次回のシステム再起動時には、スイッチ
有効な値は 1、yes、 はブートローダ モードになります。シス
0、および no です。 テムを起動するには、boot flash: filesystem:/
no または 0 に設定さ file-url ブート ローダ コマンドを使用して
れている場合、ブー ブート可能なイメージの名前を指定しま
トローダはシステム す。
を自動的に起動しよ
うとします。それ以
外の値に設定されて
いる場合は、ブート
ローダモードから手
動でスイッチを起動
する必要がありま
す。

CONFIG_FILE

set CONFIG_FILE
flash:/ file-url

boot config-file flash:/ file-url

Cisco IOS がシステム設定の不揮発性コ
Cisco IOS がシステ ピーの読み書きに使用するファイル名を
ムコンフィギュレー 指定します。このコマンドによって、
ションの不揮発性コ CONFIG_FILE 環境変数が変更されます。
ピーの読み書きに使
用するファイル名を
変更します。
SWITCH_NUMBER

set
switch current-stack-member-number
SWITCH_NUMBER renumber new-stack-member-number
stack-member-number
スタック メンバのメンバ番号を変更しま
スタックメンバのメ す。
ンバ番号を変更しま
す。

SWITCH_PRIORITY

set
switch stack-member-numberpriority
SWITCH_PRIORITY priority-number
stack-member-number
スタック メンバのプライオリティ値を変
スタックメンバのプ 更します。
ライオリティ値を変
更します。
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変数

ブートローダコマン Cisco IOS グローバル コンフィギュレー
ド
ション コマンド

BAUD

set BAUD baud-rate

line console 0
speedspeed-value
ボー レートを設定します。

ENABLE_BREAK

set
ENABLE_BREAK
yes/no

boot enable-break switch yes/no
このコマンドは、ENABLE_BREAK が yes
に設定されている場合にフラッシュ ファ
イルシステムを初期化するときに発行で
きます。

TFTP の環境変数
イーサネット管理ポートを通してスイッチに PC を接続していると、TFTP でブートローダに対し
てコンフィギュレーション ファイルのアップロードまたはダウンロードができます。このテーブ
ルの環境変数が設定されていることを確認します。
表 112：TFTP の環境変数

変数

説明

MAC_ADDR

スイッチの MAC アドレスを指定します。
変数は変更しないことを推奨しま
す。
ただし、ブート ローダを稼働した後に変数を変
更した場合、またはこの変数が保存されている
値と異なる場合は、TFTP を使用する前にこの
コマンドを入力します。
（注）

IP_ADDR

スイッチの関連付けられた IP サブネットに IP
アドレスおよびサブネット マスクを指定しま
す。

DEFAULT_ROUTER

デフォルト ゲートウェイに IP アドレスおよび
サブネット マスクを指定します。
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ソフトウェア イメージのリロードのスケジューリング
スイッチ上でソフトウェア イメージのリロードを後で（深夜や週末など、スイッチをあまり使用
しないときに）行うよう、スケジュールを設定できます。または（ネットワーク内のすべてのス
イッチでソフトウェアのアップグレードを実行する場合などに）ネットワーク全体でリロードを
同時に行うことができます。

（注）

リロードのスケジュールは、約 24 日以内に設定する必要があります。
リロード オプションには以下のものがあります。
• 指定した分数、または時間および分数が経過したときに、ソフトウェアがリロードされま
す。リロードは、約 24 時間以内に実行する必要があります。最大 255 文字で、リロードの
理由を指定できます。
• ソフトウェアのリロードが（24 時間制で）指定された時間に有効になります。月日を指定す
ると、指定された日時にリロードが行われるようにスケジュールが設定されます。月日を指
定しなかった場合、リロードは当日の指定時刻に行われます（指定時刻が現時刻より後の場
合）。または翌日の指定時刻に行われます（指定時刻が現在時刻よりも前の場合）。00:00
を指定すると、深夜 0 時のリロードが設定されます。
reload コマンドはシステムを停止させます。手動で起動することが設定されていない限り、シス
テムは自動的に再起動します。
手動で起動するようにスイッチが設定されている場合、仮想端末からリロードを実行しないでく
ださい。これは、スイッチがブート ローダ モードになることでリモート ユーザが制御を失う、
ということを防止するための制約です。
コンフィギュレーション ファイルを変更すると、リロードの前にコンフィギュレーションを保存
するように指示するプロンプトがスイッチにより表示されます。保存操作時に、CONFIG_FILE 環
境変数がすでに存在しないスタートアップコンフィギュレーションファイルを示していた場合、
保存を続行するかどうかという問い合わせがシステムから出されます。その状況のまま続けると、
リロード時にセットアップ モードが開始されます。
スケジュールがすでに設定されたリロードを取り消すには、reload cancel 特権 EXEC コマンドを
使用します。

switch設定コンフィギュレーションの実行方法
DHCP を使用してスイッチに新しいイメージおよび新しいコンフィギュレーションをダウンロー
ドするには、少なくとも 2 つのスイッチ を設定する必要があります。1 つ目のスイッチは DHCP
サーバおよび TFTP サーバと同じように機能し、2 つ目のスイッチ（クライアント）は新しいコン
フィギュレーション ファイル、または新しいコンフィギュレーション ファイルおよび新しいイ
メージ ファイルをダウンロードするように設定されています。
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DHCP 自動設定（コンフィギュレーション ファイルだけ）の設定
このタスクでは、新しい スイッチ。の自動設定をサポートできるように、ネットワーク内の既存
のスイッチで TFTP や DHCP 設定の DHCP 自動設定を行う方法を示します。

手順の概要
1. configure terminal
2. ip dhcp pool poolname
3. boot filename
4. network network-number mask prefix-length
5. default-router address
6. option 150 address
7. exit
8. tftp-server flash:filename.text
9. interface interface-id
10. no switchport
11. ip address address mask
12. 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

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

ip dhcp pool poolname

DHCP サーバ アドレス プールの名前を作成し、DHCP
プール コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch(config)# ip dhcp pool pool

ステップ 3

boot filename

ブート イメージとして使用されるコンフィギュレー
ション ファイルの名前を指定します。

例：
Switch(dhcp-config)# boot
config-boot.text
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コマンドまたはアクション
ステップ 4

network network-number mask prefix-length DHCP アドレス プールのサブネット ネットワーク番号
およびマスクを指定します。
例：
Switch(dhcp-config)# network 10.10.10.0
255.255.255.0

ステップ 5

目的

default-router address

（注）

プレフィックス長は、アドレス プレフィッ
クスを構成するビット数を指定します。プレ
フィックスは、クライアントのネットワーク
マスクを指定する二者択一の方法です。プレ
フィックス長は、スラッシュ（/）で開始す
る必要があります。

DHCP クライアントのデフォルト ルータの IPアドレス
を指定します。

例：
Switch(dhcp-config)# default-router
10.10.10.1

ステップ 6

option 150 address

TFTP サーバの IP アドレスを指定します。

例：
Switch(dhcp-config)# option 150
10.10.10.1

ステップ 7

exit

グローバル コンフィギュレーション モードに戻りま
す。

例：
Switch(dhcp-config)# exit

ステップ 8

tftp-server flash:filename.text

TFTP サーバ上のコンフィギュレーション ファイルを
指定します。

例：
Switch(config)# tftp-server
flash:config-boot.text

ステップ 9

interface interface-id

コンフィギュレーション ファイルを受信するクライア
ントのアドレスを指定します。

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/4

ステップ 10

no switchport

インターフェイスをレイヤ 3 モードにします。

例：
Switch(config-if)# no switchport
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ステップ 11

コマンドまたはアクション

目的

ip address address mask

IPアドレスとインターフェイスのマスクを指定します。

例：
Switch(config-if)# ip address 10.10.10.1
255.255.255.0

ステップ 12

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config-if)# end

関連トピック
例：DHCP サーバとしてのswitchの設定, （1388 ページ）

DHCP 自動イメージ アップデート（コンフィギュレーション ファイルおよびイメー
ジ）の設定
このタスクでは、新しいスイッチのインストールをサポートするように既存のスイッチで TFTP
および DHCP を設定する DHCP 自動設定について説明します。

はじめる前に
最初にスイッチにアップロードするテキスト ファイル（たとえば、autoinstall_dhcp）を作成しま
す。テキスト ファイルに、ダウンロードするイメージの名前を指定します（たとえば、
c3750e-ipservices-mz.122-44.3.SE.tarc3750x-ipservices-mz.122-53.3.SE2.tar）。このイメージは、bin
ファイルでなく、tar ファイルである必要があります。
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手順の概要
1. configure terminal
2. ip dhcp pool poolname
3. boot filename
4. network network-number mask prefix-length
5. default-router address
6. option 150 address
7. option 125 hex
8. copy tftp flash filename.txt
9. copy tftp flash imagename.bin
10. exit
11. tftp-server flash: config.text
12. tftp-server flash: imagename.bin
13. tftp-server flash: filename.txt
14. interface interface-id
15. no switchport
16. ip address address mask
17. end
18. copyrunning-configstartup-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

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

ip dhcp pool poolname
例：

DHCP サーバ アドレス プールの名前を
作成し、DHCP プール コンフィギュレー
ション モードを開始します。

Switch(config)# ip dhcp pool pool1

ステップ 3

boot filename

ブート イメージとして使用されるファ
イルの名前を指定します。

例：
Switch(dhcp-config)# boot config-boot.text
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ステップ 4

ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

network network-number mask prefix-length
例：

DHCP アドレス プールのサブネット ネッ
トワーク番号およびマスクを指定しま
す。

Switch(dhcp-config)# network 10.10.10.0 255.255.255.0

（注）

default-router address

DHCP クライアントのデフォルト ルー
タの IPアドレスを指定します。

プレフィックス長は、アドレ
ス プレフィックスを構成する
ビット数を指定します。プレ
フィックスは、クライアント
のネットワーク マスクを指定
する二者択一の方法です。プ
レフィックス長は、スラッシュ
（/）で開始する必要がありま
す。

例：
Switch(dhcp-config)# default-router 10.10.10.1

ステップ 6

option 150 address

TFTP サーバの IP アドレスを指定しま
す。

例：
Switch(dhcp-config)# option 150 10.10.10.1

ステップ 7

option 125 hex

イメージ ファイルのパスを記述したテ
キスト ファイルのパスを指定します。

例：
Switch(dhcp-config)# option 125 hex
0000.0009.0a05.08661.7574.6f69.6e73.7461.6c6c.5f64.686370

ステップ 8

copy tftp flash filename.txt

スイッチに、テキスト ファイルをアッ
プロードします。

例：
Switch(config)# copy tftp flash image.bin

ステップ 9

copy tftp flash imagename.bin

スイッチに、新しいイメージの tar ファ
イルをアップロードします。

例：
Switch(config)# copy tftp flash image.bin
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ステップ 10

コマンドまたはアクション

目的

exit

グローバル コンフィギュレーション
モードに戻ります。

例：
Switch(dhcp-config)# exit

ステップ 11

tftp-server flash: config.text

TFTP サーバ上の Cisco IOS コンフィギュ
レーション ファイルを指定します。

例：
Switch(config)# tftp-server flash:config-boot.text

ステップ 12

tftp-server flash: imagename.bin

TFTP サーバ上のイメージ名を指定しま
す。

例：
Switch(config)# tftp-server flash:image.bin

ステップ 13

tftp-server flash: filename.txt
例：

ダウンロードするイメージ ファイルの
名前を記述したテキスト ファイルを指
定します。

Switch(config)# tftp-server flash:boot-config.text

ステップ 14

interface interface-id
例：

コンフィギュレーション ファイルを受
信するクライアントのアドレスを指定し
ます。

Switch(config)# interface gigabitEthernet1/0/4

ステップ 15

no switchport

インターフェイスをレイヤ 3 モードにし
ます。

例：
Switch(config-if)# no switchport

ステップ 16

ip address address mask

IP アドレスとインターフェイスのマス
クを指定します。

例：
Switch(config-if)# ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

ステップ 17

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config-if)# end
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ステップ 18

コマンドまたはアクション

目的

copyrunning-configstartup-config

（任意）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：
Switch(config-if)# end

関連トピック
例：DHCP 自動イメージ アップデートの設定, （1388 ページ）

DHCP サーバからファイルをダウンロードするクライアントの設定
（注）

レイヤ3インターフェイスだけを設定してイネーブルにする必要があります。保存されている
コンフィギュレーションの DHCP ベースの自動設定に IP アドレスを割り当てないでください。

手順の概要
1. configure terminal
2. boot host dhcp
3. boot host retry timeout timeout-value
4. banner config-save ^C warning-message^C
5. end
6. show boot

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

boot host dhcp

保存されているコンフィギュレーションで自動設定
をイネーブルにします。

例：
Switch(conf)# boot host dhcp
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

boot host retry timeout timeout-value

（任意）システムがコンフィギュレーション ファイ
ルをダウンロードしようとする時間を設定します。

例：

（注）

Switch(conf)# boot host retry timeout 300

ステップ 4

banner config-save ^C warning-message^C
例：

タイムアウトを設定しないと、システムは
無期限に DHCP サーバから IP アドレスを
取得しようとします。

（任意）コンフィギュレーション ファイルを NVRAM
に保存しようとするときに表示される警告メッセー
ジを作成します。

Switch(conf)# banner config-save ^C
Caution - Saving Configuration File
to NVRAM May Cause You to No longer
Automatically Download Configuration Files
at Reboot^C

ステップ 5

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config-if)# end

ステップ 6

show boot

設定を確認します。

例：
Switch# show boot

関連トピック
例：DHCP サーバから設定をダウンロードするためのswitchの設定, （1388 ページ）

IP ルーティングがディセーブルの場合のルーティング支援機能
次のメカニズムを使用することで、switchは IP ルーティングがイネーブルでない場合、別のネッ
トワークへのルートを学習できます。
• デフォルト ゲートウェイ

デフォルト ゲートウェイ
ルートを特定するもう 1 つの方法は、デフォルト ルータ、つまりデフォルト ゲートウェイを定義
する方法です。ローカルでないすべてのパケットはこのルータに送信されます。このルータは適
切なルーティングを行う、または IP 制御メッセージ プロトコル（ICMP）リダイレクト メッセー
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ジを返信するという方法で、ホストが使用するローカル ルータを定義します。switchはリダイレ
クト メッセージをキャッシュに格納し、各パケットをできるだけ効率的に転送します。この方法
には、デフォルト ルータがダウンした場合、または使用できなくなった場合に、検出が不可能と
なる制限があります。

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。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

ip default-gateway ip-address

デフォルト ゲートウェイ（ルータ）を設定します。

例：
Switch(config)# ip default gateway
10.1.5.1

ステップ 4

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 5

show ip redirects

設定を確認するため、デフォルト ゲートウェイ ルー
タのアドレスを表示します。

例：
Switch# show ip redirects

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を
保存します。

例：
Switch# copy running-config
startup-config
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複数の SVI への IP 情報の手動割り当て
このタスクでは、複数のスイッチ仮想インターフェイス（SVI）に IP 情報を手動で割り当てる方
法について説明します。

手順の概要
1. configure terminal
2. interface vlan vlan-id
3. ip address ip-address subnet-mask
4. exit
5. ip default-gateway ip-address
6. end
7. show interfaces vlan vlan-id
8. show ip redirects

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

interface vlan vlan-id
例：

インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始し、
IP 情報を割り当てる VLAN を入力します。指定できる範囲
は 1 ～ 4094 です。

Switch(config)# interface vlan 99

ステップ 3

ip address ip-address subnet-mask

IP アドレスとサブネット マスクを入力します。

例：
Switch(config-vlan)# ip address
10.10.10.2 255.255.255.0

ステップ 4

exit

グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

例：
Switch(config-vlan)# exit
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

ip default-gateway ip-address

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

例：
Switch(config)# ip default-gateway
10.10.10.1

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

ステップ 6

IP でルーティングするようにスイッチを設定した
場合、デフォルト ゲートウェイの設定は不要で
す。

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 7

show interfaces vlan vlan-id

設定された IP アドレスを確認します。

例：
Switch# show interfaces vlan 99

ステップ 8

show ip redirects

設定されたデフォルト ゲートウェイを確認します。

例：
Switch# show ip redirects

NVRAM バッファ サイズの設定
デフォルトの NVRAM バッファ サイズは 512 KB です。コンフィギュレーション ファイルが大き
すぎて NVRAM に保存できない場合があります。一般的に、この状態はスイッチ スタック内に多
くのスイッチがある場合に発生します。より大きいコンフィギュレーション ファイルをサポート
できるように、NVRAM バッファのサイズを設定できます。新しい NVRAM バッファ サイズは、
現在および新しいすべてのメンバ スイッチに同期されます。
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（注）

NVRAM バッファ サイズを設定後、スイッチまたはスイッチ スタックをリロードします。
スイッチをスタックに追加し、NVRAM サイズが異なる場合、新しいスイッチはスタックに同
期化し、自動的にリロードされます。

手順の概要
1. configure terminal
2. boot buffersize size
3. end
4. showboot

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

boot buffersize size

NVRAM のバッファ サイズを KB 単位で設定しま
す。size の有効な範囲は、4096 ～ 1048576 です。

例：
Switch(config)# boot buffersize 524288

ステップ 3

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# end

ステップ 4

showboot

設定を確認します。

例：
Switch# show boot

関連トピック
例：NVRAM バッファ サイズの設定, （1389 ページ）
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switchのスタートアップ コンフィギュレーションの変更
システム コンフィギュレーションを読み書きするためのファイル名の指定
Cisco IOS ソフトウェアは、デフォルトで config.text ファイルを使用して、システム コンフィギュ
レーションの不揮発性コピーを読み書きします。別のファイル名を指定することもできます。次
回の起動時には、その名前のファイルが読み込まれます。

はじめる前に
このタスクではスタンドアロンの スイッチ を使用します。

手順の概要
1. configure terminal
2. boot flash:/file-url
3. end
4. show boot
5. copyrunning-configstartup-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

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

boot flash:/file-url
例：
Switch(config)# boot
flash:config.text

次回の起動時に読み込むコンフィギュレーション ファイル
を指定します。
file-url：パス（ディレクトリ）およびコンフィギュレーショ
ン ファイル名。
ファイル名およびディレクトリ名は、大文字と小文字を区
別します。

ステップ 3

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーション
ガイド
1383

switch設定コンフィギュレーションの実行方法

ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

show boot

入力を確認します。

例：

boot グローバル コンフィギュレーション コマンドによっ
て、CONFIG_FILE 環境変数の設定が変更されます。

Switch# show boot

ステップ 5

copyrunning-configstartup-config

（任意）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：
Switch# copy running-config
startup-config

スイッチの手動による起動
スイッチはデフォルトで自動的に起動しますが、手動で起動するように設定することもできます。

はじめる前に
このタスクのスタンドアロン スイッチを使用します。

手順の概要
1. configure terminal
2. boot manual
3. end
4. show boot
5. copyrunning-configstartup-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

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

boot manual

次回の起動時に、スイッチを手動で起動できるようにします。

例：
Switch(config)# boot manual
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ステップ 3

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：
Switch(config)# end

ステップ 4

show boot

入力を確認します。

例：

boot manual グローバル コンフィギュレーション コマンドによっ
て、MANUAL_BOOT 環境変数の設定が変更されます。

Switch# show boot

次回、システムを再起動したときには、スイッチはブートローダ
モードになり、ブートローダ モードであることが switch: プロンプ
トによって示されます。システムを起動するには、boot
filesystem:/file-url ブート ローダ コマンドを使用します。
• filesystem：システム ボードのフラッシュ デバイスに flash: を
使用します。
スイッチ: boot flash:

• file-url：パス（ディレクトリ）および起動可能なイメージの
名前を指定します。
ファイル名およびディレクトリ名は、大文字と小文字を区別しま
す。
ステップ 5

copyrunning-configstartup-config （任意）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：
Switch# copy running-config
startup-config

ソフトウェア イメージのリロードのスケジュール設定
このタスクでは、ソフトウェア イメージを後でリロードするようにスイッチを設定する方法につ
いて説明します。
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手順の概要
1. configure terminal
2. copy running-config startup-config
3. reload in [hh:]mm [text]
4. reload at hh: mm [month day | day month] [text]
5. reload cancel
6. show reload

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

copy running-config startup-config

reload コマンドを使用する前に、スイッチの設定情報をスター
トアップ コンフィギュレーションに保存します。

例：
copy running-config startup-config

ステップ 3

reload in [hh:]mm [text]
例：
Switch(config)# reload in 12

指定した分数、または時間および分数が経過したときに、ソフ
トウェアがリロードされるようにスケジュールを設定します。
リロードは、約 24 日以内に実行する必要があります。最大 255
文字で、リロードの理由を指定できます。

System configuration has been
modified. Save? [yes/no]: y

ステップ 4

reload at hh: mm [month day | day
month] [text]
例：
Switch(config)# reload at 14:00

ステップ 5

reload cancel

リロードを実行する時間を、時間数と分数で指定します。
（注）

スイッチのシステム クロックが（ネットワーク タイ
ム プロトコル（NTP）、ハードウェア カレンダー、ま
たは手動で）設定されている場合にのみ、at キーワー
ドを使用します。時刻は、スイッチに設定されたタイ
ム ゾーンに基づきます。リロードが複数のスイッチで
同時に行われるようにスケジューリングするには、各
スイッチの時間が NTP と同期している必要がありま
す。

以前にスケジューリングされたリロードをキャンセルします。

例：
Switch(config)# reload cancel
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

show reload

以前スイッチにスケジューリングされたリロードに関する情報、
またはリロードがスケジューリングされているかを表示します。

例：
show reload

switchのセットアップ設定のモニタリング
例：switch実行コンフィギュレーションの確認
Switch# show running-config
Building configuration...
Current configuration: 1363 bytes
!
version 12.4
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
!
hostname Stack1
!
enable secret 5 $1$ej9.$DMUvAUnZOAmvmgqBEzIxE0
!
.
<output truncated>
.
interface gigabitethernet6/0/2
mvr type source
<output truncated>
...!
interface VLAN1
ip address 172.20.137.50 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
!
ip default-gateway 172.20.137.1 !
!
snmp-server community private RW
snmp-server community public RO
snmp-server community private@es0 RW
snmp-server community public@es0 RO
snmp-server chassis-id 0x12
!
end

例：ソフトウェア インストールの表示
この例では、インストール モードでのソフトウェア ブートアップの表示を示します。
switch# boot flash:/c2960x-universalk9-mz-150-2.EX/c2960x-universalk9-mz-150-2.EX.bin
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switch のセットアップを実行する場合の設定例
例：DHCP サーバとしてのswitchの設定
Switch# configure terminal
Switch(config)# ip dhcp pool pool1
Switch(dhcp-config)# network 10.10.10.0 255.255.255.0
Switch(dhcp-config)# boot config-boot.text
Switch(dhcp-config)# default-router 10.10.10.1
Switch(dhcp-config)# option 150 10.10.10.1
Switch(dhcp-config)# exit
Switch(config)# tftp-server flash:config-boot.text
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/4
Switch(config-if)# no switchport
Switch(config-if)# ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
Switch(config-if)# end

関連トピック
DHCP 自動設定（コンフィギュレーション ファイルだけ）の設定, （1371 ページ）

例：DHCP 自動イメージ アップデートの設定
Switch# configure terminal
Switch(config)# ip dhcp pool pool1
Switch(dhcp-config)# network 10.10.10.0 255.255.255.0
Switch(dhcp-config)# boot config-boot.text
Switch(dhcp-config)# default-router 10.10.10.1
Switch(dhcp-config)# option 150 10.10.10.1
Switch(dhcp-config)# option 125 hex 0000.0009.0a05.08661.7574.6f69.6e73.7461.6c6c.5f64.686370
Switch(dhcp-config)# exit
Switch(config)# tftp-server flash:config-boot.text
Switch(config)# tftp-server flash:image_name
Switch(config)# tftp-server flash:boot-config.text
Switch(config)# tftp-server flash: autoinstall_dhcp
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/4
Switch(config-if)# ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
Switch(config-if)# end

関連トピック
DHCP 自動イメージ アップデート（コンフィギュレーション ファイルおよびイメージ）の設
定, （1373 ページ）

例：DHCP サーバから設定をダウンロードするためのswitchの設定
次に、VLAN 99 上のレイヤ 3 SVI インターフェイスを使用し、保存されているコンフィギュレー
ションで DHCP ベースの自動設定をイネーブルにする例を示します。
Switch# configure terminal
Switch(config)# boot host dhcp
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Switch(config)# boot host retry timeout 300
Switch(config)# banner config-save ^C Caution - Saving Configuration File to NVRAM May Cause
You to No longer Automatically Download Configuration Files at Reboot^C
Switch(config)# vlan 99
Switch(config-vlan)# interface vlan 99
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)# end
Switch# show boot
BOOT path-list:
Config file:
flash:/config.text
Private Config file: flash:/private-config.text
Enable Break:
no
Manual Boot:
no
HELPER path-list:
NVRAM/Config file
buffer size:
32768
Timeout for Config
Download:
300 seconds
Config Download
via DHCP:
enabled (next boot: enabled)
Switch#

関連トピック
DHCP サーバからファイルをダウンロードするクライアントの設定, （1377 ページ）

例：NVRAM バッファ サイズの設定
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# boot buffersize 600000
Switch(config)# end
Switch# show boot
BOOT path-list
:
Config file
: flash:/config.text
Private Config file : flash:/private-config.text
Enable Break
: no
Manual Boot
: no
HELPER path-list
:
Auto upgrade
: yes
Auto upgrade path
:
NVRAM/Config file
buffer size:
600000
Timeout for Config
Download:
300 seconds
Config Download
via DHCP:
enabled (next boot: enabled)
Switch#

関連トピック
NVRAM バッファ サイズの設定, （1381 ページ）
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スイッチ セットアップの実行に関する追加情報
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

スイッチ セットアップ コマンド

Catalyst 2960-X Switch System
Management Command Reference

ブート ローダ コマンド

Catalyst 2960-X Switch Interface
and Hardware Component
Configuration Guide

USB フラッシュ デバイス

Catalyst 2960-X Switch Managing
Cisco IOS Image Files
Configuration Guide
ハードウェアの設置

『Catalyst 2960-X Switch
Hardware Installation Guide』

プラットフォームに依存しないコマンド リファレンス

Cisco IOS 15.3M&T Command
References

プラットフォームに依存しない設定情報

Cisco IOS 15.3M&T Configuration
Guides

標準および RFC
標準/RFC

タイトル

なし

—

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探して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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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

switchセットアップ設定の機能履歴と情報
___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

Cisco IOS Release 15.0(2)EXCisco IOS Release 15.2(5)E

この機能が導入されました。

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーション
ガイド
1391

switchセットアップ設定の機能履歴と情報

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
1392

第

50

章

システム メッセージ ログの設定
• システム メッセージ ログの設定に関する制約事項, 1393 ページ
• システム メッセージ ログの設定に関する情報, 1393 ページ
• システム メッセージ ログの設定方法, 1397 ページ
• システム メッセージ ログのモニタリングおよびメンテナンス, 1406 ページ
• システム メッセージ ログの設定例, 1407 ページ
• システム メッセージ ログに関する追加情報, 1408 ページ
• システム メッセージ ログの機能履歴と情報, 1409 ページ

システム メッセージ ログの設定に関する制約事項
loggingdiscriminator コマンドを設定すると、デバイスにメモリ リークまたはクラッシュが発生す
る可能性があります。通常これは、大量の syslog またはデバッグが出力されているときに発生し
ます。メモリ リークのレートは、生成されるログの数によって異なります。極端なケースでは、
デバイスがクラッシュすることもあります。回避するには、no loggingdiscriminator コマンドを使
用して、ロギング ディスクリミネータを無効にします。

システム メッセージ ログの設定に関する情報
システム メッセージ ロギング
スイッチはデフォルトで、システム メッセージおよび debug 特権 EXEC コマンドの出力をロギン
グ プロセスに送信します。スタック メンバーはシステム メッセージをトリガーできます。シス
テム メッセージを生成するスタック メンバは、ホスト名を hostname-n の形式で付加し（n はス
イッチ範囲 1 ～ 8）、出力をアクティブ スイッチのロギング プロセスにリダイレクトします。ア
クティブ スイッチはスタック メンバですが、そのホスト名はシステム メッセージの末尾に追加
されません。ロギング プロセスはログ メッセージを各宛先（設定に応じて、ログ バッファ、端
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末回線、UNIX Syslog サーバなど）に配信する処理を制御します。ロギング プロセスは、コンソー
ルにもメッセージを送信します。
ロギング プロセスがディセーブルの場合、メッセージはコンソールにのみ送信されます。メッ
セージは生成時に送信されるため、メッセージおよびデバッグ出力にはプロンプトや他のコマン
ドの出力が割り込みます。メッセージがアクティブなコンソールに表示されるのは、メッセージ
を生成したプロセスが終了してからです。
メッセージの重大度を設定して、コンソールおよび各宛先に表示されるメッセージのタイプを制
御できます。ログ メッセージにタイム スタンプを設定したり、Syslog 送信元アドレスを設定した
りして、リアルタイムのデバッグ機能および管理機能を強化できます。表示されるメッセージに
ついては、このリリースに対応するシステム メッセージ ガイドを参照してください。
ロギングされたシステム メッセージにアクセスするには、スイッチのコマンドライン インター
フェイス（CLI）を使用するか、または適切に設定された Syslog サーバにこれらのシステム メッ
セージを保存します。スイッチ ソフトウェアは、Syslog メッセージをスタンドアロン スイッチ上
の内部バッファに保存します。スイッチ スタックの場合は、アクティブ スイッチ上に保存しま
す。スタンドアロン スイッチまたはスタック マスターに障害が発生すると、ログをフラッシュ
メモリに保存していなかった場合、ログは失われます。
システム メッセージをリモートで監視するには、Syslog サーバ上でログを表示するか、あるいは
Telnet、コンソール ポート、またはイーサネット管理ポート経由でスイッチにアクセスします。
スイッチ スタックでは、すべてのスタック メンバ コンソールにより、同じコンソール出力が用
意されます。

（注）

Syslog フォーマットは 4.3 Berkeley Standard Distribution（BSD）UNIX と互換性があります。

システム ログ メッセージのフォーマット
システム ログ メッセージは最大 80 文字とパーセント記号（%）、およびその前に配置されるオ
プションのシーケンス番号やタイム スタンプ情報（設定されている場合）で構成されています。
スイッチに応じて、メッセージは次のいずれかの形式で表示されます。
• seq no:timestamp: %facility-severity-MNEMONIC:description (hostname-n)
• seq no:timestamp: %facility-severity-MNEMONIC:description
パーセント記号の前にあるメッセージの部分は、次のグローバルコンフィギュレーションコマン
ドの設定によって異なります。
• service sequence-numbers
• service timestamps log datetime
• service timestamps log datetime [localtime] [msec] [show-timezone]
• service timestamps log uptime
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表 113：システム ログ メッセージの要素

要素

説明

seq no:

service sequence-numbers グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドが設定されている場合
だけ、ログ メッセージにシーケンス番号をスタ
ンプします。

timestamp のフォーマット：

メッセージまたはイベントの日時です。service
timestamps log [datetime | log] グローバル コン
フィギュレーション コマンドが設定されている
場合だけ、この情報が表示されます。

mm/dd hh:mm:ss
または
hh:mm:ss（短時間）
または
d h（長時間）
facility

メッセージが参照する機能（SNMP、SYSなど）
です。

severity

メッセージの重大度を示す 0 ～ 7 の 1 桁のコー
ドです。

MNEMONIC

メッセージを一意に示すテキスト ストリングで
す。

説明

レポートされているイベントの詳細を示すテキ
スト ストリングです。

hostname-n（ホスト名 -n）

スタック メンバーのホスト名およびスタック内
のスイッチ番号。アクティブ スイッチはスタッ
ク メンバですが、そのホスト名はシステム メッ
セージの末尾に追加されません。

デフォルトのシステム メッセージ ロギングの設定
表 114：デフォルトのシステム メッセージ ロギングの設定

機能

デフォルト設定

コンソールへのシステム メッセージ ロギング

イネーブル

コンソールの重大度

デバッグ
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機能

デフォルト設定

ログ ファイル設定

ファイル名の指定なし

ログ バッファ サイズ

4096 バイト

ログ履歴サイズ

1 メッセージ

タイム スタンプ

ディセーブル

同期ロギング

ディセーブル

ロギング サーバ

ディセーブル

Syslog サーバの IP アドレス

未設定

サーバ機能

local7

サーバの重大度

Informational

syslog メッセージの制限
snmp-server enable trap グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、SNMP ネット
ワーク管理ステーション（NMS）に送信されるように Syslog メッセージ トラップがイネーブルに
設定されている場合は、スイッチの履歴テーブルに送信および格納されるメッセージの重大度を
変更できます。また、履歴テーブルに格納されるメッセージの数を変更することもできます。
SNMP トラップは宛先への到達が保証されていないため、メッセージは履歴テーブルに格納され
ます。デフォルトでは、Syslog トラップが有効でない場合も、レベルが warning であるメッセー
ジや数値的に下位レベルのメッセージの 1 つが履歴テーブルに格納されます。
履歴テーブルがいっぱいの場合（logging history size グローバル コンフィギュレーション コマン
ドで指定した最大メッセージエントリ数が格納されている場合）は、新しいメッセージエントリ
を格納できるように、最も古いエントリがテーブルから削除されます。
履歴テーブルは、level キーワードおよび重大度を示します。SNMP を使用している場合は、重大
度の値が 1 だけ増えます。たとえば、emergencies は 0 ではなく 1 に、critical は 2 ではなく 3 にな
ります。
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システム メッセージ ログの設定方法
メッセージ表示宛先デバイスの設定
メッセージ ロギングがイネーブルの場合、コンソールだけでなく特定の場所にもメッセージを送
信できます。
このタスクはオプションです。

手順の概要
1. configure terminal
2. logging buffered [size]
3. logging ホスト
4. logging file flash: filename [max-file-size [min-file-size]] [severity-level-number | type]
5. end
6. terminalmonitor

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

logging buffered [size]
例：
Switch(config)# logging
buffered 8192

スタンドアロン スイッチ上か、または、スイッチ スタックの場合はアク
ティブ スイッチ上で、ログ メッセージを内部バッファに保存します。指
定できる範囲は 4096 ～ 2147483647 バイトです。デフォルトのバッファ
サイズは 4096 バイトです。
スタンドアロンスイッチまたはアクティブスイッチに障害が発生すると、
ログ ファイルをフラッシュ メモリに保存していなかった場合、ログ ファ
イルは失われます。ステップ 4 を参照してください。
（注）

ステップ 3

logging ホスト

バッファ サイズを大きすぎる値に設定しないでください。他の
作業に使用するメモリが不足することがあります。スイッチ上
の空きプロセッサ メモリを表示するには、show memory 特権
EXEC コマンドを使用します。ただし、表示される値は使用で
きる最大値であるため、バッファ サイズをこの値に設定しない
でください。

UNIX Syslog サーバ ホストにメッセージを保存します。
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

例：

host には、syslog サーバとして使用するホストの名前または IP アドレス
を指定します。

Switch(config)# logging
125.1.1.100

ログ メッセージを受信する Syslog サーバのリストを作成するには、この
コマンドを複数回入力します。

logging file flash: filename
[max-file-size [min-file-size]]
[severity-level-number | type]

スタンドアロン スイッチ上か、または、スイッチ スタックの場合はアク
ティブ スイッチ上で、フラッシュ メモリにあるファイルにログ メッセー
ジを保存します。

例：

• filename：ログ メッセージのファイル名を入力します。

Switch(config)# logging file
flash:log_msg.txt 40960
4096 3

• （任意）max-file-size：ログ ファイルの最大サイズを指定します。指
定できる範囲は 4096 ～ 2147483647 です。デフォルトは 4096 バイト
です。
• （任意）min-file-size：ログ ファイルの最小サイズを指定します。指
定できる範囲は 1024 ～ 2147483647 です。デフォルトは 2048 バイト
です。
• （任意）severity-level-number | type：ロギングの重大度またはロギン
グ タイプを指定します。重大度に指定できる範囲は 0 ～ 7 です。

ステップ 5

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 6

terminalmonitor
例：
Switch# terminal monitor

現在のセッション間、非コンソール端末にメッセージを保存します。
端末パラメータコンフィギュレーションコマンドはローカルに設定され、
セッションの終了後は無効になります。デバッグ メッセージを表示する
場合は、セッションごとにこのステップを実行する必要があります。

ログ メッセージの同期化
特定のコンソール ポート回線または仮想端末回線に対して、非送信請求メッセージおよび debug
特権 EXEC コマンドの出力を送信請求デバイスの出力およびプロンプトと同期させることができ
ます。重大度に応じて非同期に出力されるメッセージのタイプを特定できます。また、端末の非
同期メッセージが削除されるまで保存しておくバッファの最大数を設定することもできます。
非送信請求メッセージおよび debug コマンド出力の同期ロギングがイネーブルの場合、送信請求
デバイス出力がコンソールに表示または印刷された後に、非送信請求デバイスからの出力が表示
または印刷されます。非送信請求メッセージおよび debug コマンドの出力は、ユーザ入力用プロ
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ンプトが返された後に、コンソールに表示されます。したがって、非送信請求メッセージおよび
debug コマンドの出力は、送信請求デバイス出力およびプロンプトに割り込まれることはありま
せん。非送信請求メッセージが表示された後に、コンソールはユーザ プロンプトを再表示しま
す。
このタスクはオプションです。

手順の概要
1. configure terminal
2. line [console | vty] line-number [ending-line-number]
3. logging synchronous [level [severity-level | all] | limit number-of-buffers]
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

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

line [console | vty] line-number
[ending-line-number]

メッセージの同期ロギングに設定する回線を指定します。
• console ：スイッチ コンソール ポートまたはイーサネット管理ポー
トでの設定を指定します。

例：
Switch(config)# line console

• line vty line-number：どの vty 行の同期ロギングをイネーブルにする
かを指定します。Telnet セッションを介して行われる設定には、vty
接続を使用します。回線番号に指定できる範囲は 0 ～ 15 です。
16 個の vty 回線の設定をすべて一度に変更するには、次のように入力し
ます。
line vty 0 15
また、現在の接続に使用されている 1 つの vty 回線の設定を変更するこ
ともできます。たとえば、vty 回線 2 の設定を変更するには、次のよう
に入力します。
line vty 2
このコマンドを入力すると、ライン コンフィギュレーション モードに
なります。

ステップ 3

logging synchronous [level
[severity-level | all] | limit
number-of-buffers]

メッセージの同期ロギングをイネーブルにします。
• （任意）level severity-level：メッセージの重大度を指定します。重
大度がこの値以上であるメッセージは、非同期に出力されます。値
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コマンドまたはアクション

目的
が小さいほど重大度は大きく、値が大きいほど重大度は小さくなり
ます。デフォルトは 2 です。

例：
Switch(config)# logging
synchronous level 3 limit
1000

• （任意）level all：重大度に関係なく、すべてのメッセージが非同
期に出力されます。
• （任意）limit number-of-buffers：キューイングされる端末のバッファ
数を指定します。これを超える新しいメッセージは廃棄されます。
指定できる範囲は 0 ～ 2147483647 です。デフォルトは 20 です。

ステップ 4

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

メッセージ ロギングのディセーブル化
メッセージ ロギングはデフォルトでイネーブルに設定されています。コンソール以外のいずれか
の宛先にメッセージを送信する場合は、メッセージ ロギングをイネーブルにする必要がありま
す。メッセージ ロギングがイネーブルの場合、ログ メッセージはロギング プロセスに送信され
ます。ロギング プロセスは、メッセージを生成元プロセスと同期しないで指定場所に記録しま
す。
ロギング プロセスをディセーブルにすると、メッセージがコンソールに書き込まれるまでプロセ
スは処理続行を待機する必要があるため、スイッチの処理速度が低下することがあります。ロギ
ング プロセスがディセーブルの場合、メッセージは生成後すぐに（通常はコマンド出力に割り込
む形で）コンソールに表示されます。
logging synchronous グローバル コンフィギュレーション コマンドも、コンソールへのメッセージ
表示に影響します。このコマンドをイネーブルにすると、Return を押さなければメッセージが表
示されません。
メッセージ ロギングをディセーブルにした後に再びイネーブルにするには、logging on グローバ
ル コンフィギュレーション コマンドを使用します。
このタスクはオプションです。

手順の概要
1. configure terminal
2. no logging console
3. 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

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

no logging console

メッセージ ロギングをディセーブルにします。

例：
Switch(config)# no logging console

ステップ 3

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ログ メッセージのタイム スタンプのイネーブル化およびディセーブル化
デフォルトでは、ログ メッセージにはタイム スタンプが適用されません。
このタスクはオプションです。

手順の概要
1. configure terminal
2. 次のいずれかのコマンドを使用します。
• servicetimestampsloguptime
• service timestamps log datetime[msec | localtime | show-timezone]
3. 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

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

次のいずれかのコマンドを使用します。
• servicetimestampsloguptime
• service timestamps log datetime[msec |
localtime | show-timezone]

ログのタイムスタンプをイネーブルにします。
• log uptime：ログ メッセージのタイムスタンプをイ
ネーブルにして、システムの再起動以降の経過時間
を表示します。
• log datetime：ログ メッセージのタイムスタンプをイ

例：
Switch(config)# service timestamps log
uptime

または

ネーブルにします。選択したオプションに応じて、
ローカル タイム ゾーンを基準とした日付、時間（ミ
リ秒）、タイム ゾーン名をタイム スタンプとして表
示できます。

Switch(config)# service timestamps log
datetime

ステップ 3

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ログ メッセージのシーケンス番号のイネーブル化およびディセーブル化
タイムスタンプが同じログ メッセージが複数ある場合、これらのメッセージを表示するには、
シーケンス番号を使用してメッセージを表示できます。デフォルトでは、ログ メッセージにシー
ケンス番号は表示されません。
このタスクはオプションです。

手順の概要
1. configure terminal
2. service sequence-numbers
3. 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

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

シーケンス番号をイネーブルにします。

service sequence-numbers
例：
Switch(config)# service sequence-numbers

ステップ 3

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

メッセージ重大度の定義
メッセージの重大度を指定して、選択したデバイスに表示されるメッセージを制限します。
このタスクはオプションです。

手順の概要
1. configure terminal
2. logging console level
3. logging monitor level
4. logging trap level
5. 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

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

logging console level

コンソールに保存するメッセージを制限します。

例：

デフォルトで、コンソールはデバッグ メッセージ、および
数値的により低いレベルのメッセージを受信します。

Switch(config)# logging console 3

ステップ 3

logging monitor level

端末回線に出力するメッセージを制限します。

例：

デフォルトで、端末はデバッグ メッセージ、および数値的
により低いレベルのメッセージを受信します。

Switch(config)# logging monitor 3

ステップ 4

logging trap level

Syslog サーバに保存するメッセージを制限します。

例：

デフォルトで、Syslog サーバは通知メッセージ、および数値
的により低いレベルのメッセージを受信します。

Switch(config)# logging trap 3

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# end

履歴テーブルおよび SNMP に送信される syslog メッセージの制限
このタスクでは、履歴テーブルおよび SNMP に送信される syslog メッセージを制限する方法につ
いて説明します。
このタスクはオプションです。

手順の概要
1. configure terminal
2. logging history level
3. logging history size number
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

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

logging history level
例：
Switch(config)# logging history 3

ステップ 3

logging history size number
例：
Switch(config)# logging history size
200

ステップ 4

履歴ファイルに保存され、SNMP サーバに送信される syslog
メッセージのデフォルト レベルを変更します。
デフォルトでは、warnings、errors、critical、alerts、およ
び emergencies のメッセージが送信されます。
履歴テーブルに保存できる Syslog メッセージの数を指定し
ます。
デフォルトでは 1 つのメッセージが格納されます。指定で
きる範囲は 0 ～ 500 です。
特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

UNIX Syslog デーモンへのメッセージのロギング
このタスクはオプションです。

（注）

最新バージョンの UNIX Syslog デーモンの中には、デフォルトでネットワークからの Syslog パ
ケットを受け入れないものがあります。このようなシステムの場合に、Syslog メッセージのリ
モート ロギングをイネーブルにするには、Syslog コマンド ラインに追加または削除する必要
があるオプションを、UNIX の man syslogd コマンドを使用して判別します。

はじめる前に
• root としてログインします。
• システム ログ メッセージを UNIX Syslog サーバに送信する前に、UNIX サーバ上で Syslog
デーモンを設定する必要があります。
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手順の概要
1. /etc/syslog.conf ファイルに次の行を追加します。
2. UNIX シェル プロンプトに次のコマンドを入力します。
3. Syslog デーモンに新しい設定を認識させます。

手順の詳細
コマンドまたはアクション
ステップ 1

/etc/syslog.conf ファイルに次の行を追加しま
す。

目的
• local7：ロギング機能を指定します。
• debug：syslog レベルを指定します。このファイル
は、syslog デーモンに書き込み権限がある既存ファ
イルである必要があります。

例：
local7.debug /usr/adm/logs/cisco.log

ステップ 2

UNIX シェル プロンプトに次のコマンドを入 ログ ファイルを作成します。syslog デーモンは、この
力します。
レベルまたはこのファイルのより高い重大度レベルで
メッセージを送信します。
例：
$ touch /var/log/cisco.log
$ chmod 666 /var/log/cisco.log

ステップ 3

Syslogデーモンに新しい設定を認識させます。 詳細については、ご使用の UNIX システムの man
syslog.conf および man syslogd コマンドを参照してくだ
さい。
例：
$ kill -HUP `cat /etc/syslog.pid`

システム メッセージ ログのモニタリングおよびメンテナンス
コンフィギュレーション アーカイブ ログのモニタリング
コマンド

目的

show archive log config {all | number
[end-number] | user username [session
number] number [end-number] | statistics}
[provisioning]

コンフィギュレーション ログ全体、または指定され
たパラメータのログを表示します。
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システム メッセージ ログの設定例
例：スイッチ システム メッセージ
次に、スイッチ上のスイッチ システム メッセージの一部を示します。
00:00:46: %LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channel1, changed state to up
00:00:47: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
00:00:47: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
00:00:48: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to down
00:00:48: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state
to down 2
*Mar 1 18:46:11: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty2 (10.34.195.36)
18:47:02: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty2 (10.34.195.36)
*Mar 1 18:48:50.483 UTC: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty2 (10.34.195.36)

例：サービス タイムスタンプ ログの表示
次に、service timestamps log datetime グローバル コンフィギュレーション コマンドをイネーブル
にした場合のログ表示の一部を示します。
*Mar 1 18:46:11: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty2 (10.34.195.36)
(Switch-2)

次に、service timestamps log uptime グローバル コンフィギュレーション コマンドをイネーブルに
した場合のロギング表示（一部）の例を示します。
00:00:46: %LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channel1, changed state to up (Switch-2)

次に、シーケンス番号をイネーブルにした場合のロギング表示の一部を示します。
000019: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty2 (10.34.195.36) (Switch-2)
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システム メッセージ ログに関する追加情報
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

システム メッセージ ログ コマンド

Catalyst 2960-X Switch System
Management Command Reference

プラットフォームに依存しないコマンド リファレンス

Cisco IOS 15.3M&T Command
References

プラットフォームに依存しない設定情報

Cisco IOS 15.3M&T Configuration
Guides

標準および RFC
標準/RFC

タイトル

なし

—

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探して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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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

システム メッセージ ログの機能履歴と情報
リリース

変更内容

Cisco IOS Release 15.0(2)EXCisco IOS Release 15.2(5)E

この機能が導入されました。
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オンライン診断の設定
• オンライン診断の設定に関する情報, 1411 ページ
• オンライン診断の設定方法, 1412 ページ
• オンライン診断のモニタリングおよびメンテナンス, 1417 ページ
• オンライン診断テストの設定例, 1418 ページ

オンライン診断の設定に関する情報
オンライン診断
オンライン診断では、switchが稼働中のネットワークに接続している間に、switchのハードウェア
機能をテストし、確認できます。
オンライン診断には、異なるハードウェア コンポーネントをチェックするパケット交換テストが
含まれ、データ パスおよび制御信号が確認されます。
オンライン診断では、次の領域の問題が検出されます。
• ハードウェア コンポーネント
• インターフェイス（イーサネット ポートなど）
• はんだ接合
オンライン診断は、オンデマンド診断、スケジュール診断、ヘルスモニタリング診断に分類でき
ます。オンデマンド診断は、CLI から実行されます。スケジュールされた診断は、動作中のネッ
トワークにswitchが接続されているときに、ユーザが指定した間隔または指定した時刻に実行され
ます。ヘルスモニタリングは、バックグラウンドでユーザが指定した間隔で実行されます。デフォ
ルトでは、30 秒ごとにヘルス モニタリング テストが実行されます。
オンライン診断を設定したあと、手動で診断テストを開始したり、テスト結果を表示したりでき
ます。また、switchまたはスイッチ スタックに設定されているテストの種類、およびすでに実行
された診断テスト名を確認できます。
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（注）

Catalyst 2960L スイッチはスタックできません。そのため、このスイッチでは switch number
キーワードがサポートされていません。

オンライン診断の設定方法
オンライン診断テストの開始
スイッチで実行する診断テストを設定したあと、diagnostic start 特権 EXEC コマンドを使用して
診断テストを開始します。
テストを開始したら、テスト プロセスの停止はできません。
手動でオンライン診断テストを開始するには、次の特権 EXEC コマンドを使用します。

手順の概要
1. diagnostic start test {name | test-id | test-id-range | all | basic | non-disruptive }

手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 diagnostic start test {name | test-id |
診断テストを開始します。
test-id-range | all | basic | non-disruptive
次のいずれかのオプションを使用してテストを指定できます。
}
• name：テストの名前を入力します。
例：

• test-id：テストの ID 番号を入力します。

Switch# diagnostic start test basic

• test-id-range：カンマとハイフンで区切ってテスト ID の範囲を
整数で入力します。
• all：すべてのテストを開始します。
• basic：基本テスト スイートを開始します。
• non-disruptive：ノンディスラプティブ テスト スイートを開始
します。
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オンライン診断の設定
診断モニタリングをイネーブルにする前に、障害しきい値およびテストの間隔を設定する必要が
あります。

オンライン診断のスケジューリング
特定のスイッチについて指定した時間、または日、週、月単位でオンライン診断をスケジューリ
ングできます。スケジューリングを削除するには、コマンドの no 形式を入力します。

手順の概要
1. configure terminal
2. diagnostic schedule test {name | test-id | test-id-range | all | basic | non-disruptive |} {daily | on
mm dd yyyy hh:mm | weekly day-of-week hh:mm}

手順の詳細
コマンドまたはアクション
ステップ 1 configure terminal

目的
グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2 diagnostic schedule test {name | test-id 特定日時のオンデマンド診断テストをスケジュールします。
| test-id-range | all | basic |
non-disruptive |} {daily | on mm dd yyyy スケジュールするテストを指定する場合は、次のオプションを使用
hh:mm | weekly day-of-week hh:mm} します。
• name：show diagnostic content コマンドの出力に表示されるテス

例：

トの名前です。

Switch(config)# diagnostic schedule
test 1-5 on July 3 2013 23:10

• test-id：show diagnostic content コマンドの出力に表示されるテ
ストの ID 番号です。
• test-id-range：show diagnostic content コマンドの出力に表示され
るテストの ID 番号です。
• all：すべてのテスト ID です。
• basic：基本的なオンデマンドの診断テストを開始します。
• non-disruptive：ノンディスラプティブ テスト スイートを開始
します。
テストは次のようにスケジュールできます。
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コマンドまたはアクション

目的
• 毎日：daily hh:mm パラメータを使用します。
• 特定日時：on mm dd yyyy hh:mm パラメータを使用します。
• 毎週：weekly day-of-week hh:mm パラメータを使用します。

ヘルス モニタリング診断の設定
switchが稼働中のネットワークに接続されている間に、スイッチに対しヘルス モニタリング診断
テストを設定できます。ヘルス モニタリング テストの実行間隔を設定したり、テスト失敗時の
switchの syslog メッセージ生成をイネーブルにしたり、特定のテストをイネーブルにできます。
テストをディセーブルにするには、コマンドの no 形式を入力します。
デフォルトでは、ヘルス モニタリングはディセーブルですが、switchはテストの失敗時に Syslog
メッセージを生成します。
ヘルス モニタリング診断テストを設定し、イネーブルにするには、次の手順を実行します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. diagnostic monitor interval test {name | test-id | test-id-range | all} hh:mm:ss milliseconds day
4. diagnostic monitor syslog
5. diagnostic monitor threshold numbertest {name | test-id | test-id-range | all} failure count count
6. diagnostic monitor test {name | test-id | test-id-range | all}
7. end
8. show running-config
9. 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。パスワードを入力しま
す（要求された場合）。

例：
Switch> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

diagnostic monitor interval test {name 指定のテストに対し、ヘルス モニタリングの実行間隔を設定しま
| test-id | test-id-range | all} hh:mm:ss す。
milliseconds day
テストを指定する場合は、次のいずれかのパラメータを使用しま
す。
例：
Switch(config)# diagnostic monitor
interval test 1 12:30:00 750 5

• name：show diagnostic content コマンドの出力に表示される
テストの名前です。
• test-id：show diagnostic content コマンドの出力に表示される
テストの ID 番号です。
• test-id-range：show diagnostic content コマンドの出力に表示
されるテストの ID 番号です。
• all：すべての診断テスト。
間隔を指定する場合は、次のパラメータを設定します。
• hh:mm:ss：モニタリング間隔（時間、分、秒）。指定できる
範囲は hh が 0 ~ 24、mm および ss が 0 ~ 60 です。
• milliseconds：モニタリング間隔（ミリ秒（ms））。指定でき
る範囲は 0 ～ 999 です。
• day：モニタリング間隔（日数）。指定できる範囲は 0 ～ 20
です。

ステップ 4

diagnostic monitor syslog

（任意）ヘルス モニタリング テストの失敗時にスイッチが Syslog
メッセージを生成するように設定します。

例：
Switch(config)# diagnostic monitor
syslog

ステップ 5

diagnostic monitor threshold
（任意）ヘルス モニタリング テストの失敗しきい値を設定しま
numbertest {name | test-id | test-id-range す。
| all} failure count count
テストを指定する場合は、次のいずれかのパラメータを使用しま
す。
例：
Switch(config)# diagnostic monitor
threshold test 1 failure count
20

• name：show diagnostic content コマンドの出力に表示される
テストの名前です。
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コマンドまたはアクション

目的
• test-id：show diagnostic content コマンドの出力に表示される
テストの ID 番号です。
• test-id-range：show diagnostic content コマンドの出力に表示
されるテストの ID 番号です。
• all：すべての診断テスト。
失敗しきい値 count に指定できる範囲は 0 ～ 99 です。

ステップ 6

diagnostic monitor test {name | test-id 指定のヘルス モニタリング テストをイネーブルにします。
| test-id-range | all}
テストを指定する場合は、次のいずれかのパラメータを使用しま
す。
例：

Switch(config)# diagnostic monitor
test 1

• name：show diagnostic content コマンドの出力に表示される
テストの名前です。
• test-id：show diagnostic content コマンドの出力に表示される
テストの ID 番号です。
• test-id-range：show diagnostic content コマンドの出力に表示
されるテストの ID 番号です。
• all：すべての診断テスト。

ステップ 7

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# end

ステップ 8

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 9

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

例：
Switch# copy running-config
startup-config
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次の作業
間隔をデフォルトの値またはゼロに変更するには、no diagnostic monitor interval testtest-id |
test-id-range } グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。ヘルスモニタリング
テストに失敗した場合、no diagnostic monitor syslog コマンドを使用して、Syslog メッセージの生
成をディセーブルに設定します。失敗しきい値を削除するには、diagnostic monitor threshold
testtest-id | test-id-range }failure count コマンドを使用します。

オンライン診断のモニタリングおよびメンテナンス
オンライン診断テストとテスト結果の表示
switchまたはswitch スタックに設定されているオンライン診断テストを表示し、この表に示す show
特権 EXEC コマンドを使用してテスト結果を確認することができます。
表 115：診断テストの設定および結果用のコマンド

コマンド

目的

show diagnostic content

スイッチに対して設定されたオンライン診断を
表示します。

show diagnostic status

現在実行中の診断テストを表示します。

show diagnostic result switch [number | all] [detail オンライン診断テストの結果を表示します。
| test {name | test-id | test-id-range | all} [detail]]
switch [number | all] パラメータは、スタック構
成スイッチだけでサポートされます。
show diagnosticdetail]

オンライン診断テストの結果を表示します。

show diagnostic schedule

オンライン診断テストのスケジュールを表示し
ます。

show diagnostic post

POST 結果を表示します（この出力は、show
post コマンドの出力と同じです）。
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オンライン診断テストの設定例
オンライン診断テストの開始
スイッチで実行する診断テストを設定したあと、diagnostic start 特権 EXEC コマンドを使用して
診断テストを開始します。
テストを開始したら、テスト プロセスの停止はできません。
手動でオンライン診断テストを開始するには、次の特権 EXEC コマンドを使用します。

手順の概要
1. diagnostic start test {name | test-id | test-id-range | all | basic | non-disruptive }

手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 diagnostic start test {name | test-id |
診断テストを開始します。
test-id-range | all | basic | non-disruptive
次のいずれかのオプションを使用してテストを指定できます。
}
• name：テストの名前を入力します。
例：

• test-id：テストの ID 番号を入力します。

Switch# diagnostic start test basic

• test-id-range：カンマとハイフンで区切ってテスト ID の範囲を
整数で入力します。
• all：すべてのテストを開始します。
• basic：基本テスト スイートを開始します。
• non-disruptive：ノンディスラプティブ テスト スイートを開始
します。

例：ヘルス モニタリング テストの設定
次に、ヘルス モニタリング テストを設定する例を示します。
Switch(config)# diagnostic monitor threshold switch 1 test 1 failure count 50
Switch(config)# diagnostic monitor interval switch 1 test TestPortAsicStackPortLoopback
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（注）

Catalyst 2960L スイッチはスタックできません。そのため、このスイッチでは switch number
キーワードがサポートされていません。

例：診断テストのスケジューリング
次に、特定のスイッチに対して、特定の日時に診断テストを実行するようにスケジューリングす
る例を示します。
Switch(config)# diagnostic schedule test DiagThermalTest on June 3 2013

22:25

次の例では、指定されたスイッチで毎週特定の時間に診断テストを実行するようにスケジューリ
ングする方法を示します。
Switch(config)# diagnostic schedule switch 1 test 1,2,4-6 weekly saturday 10:30

（注）

Catalyst 2960L スイッチはスタックできません。そのため、このスイッチでは switch number
キーワードがサポートされていません。

オンライン診断の表示：例
次の例では、特定のスイッチのオンライン診断の詳細情報を表示する方法を示します。
Switch# show diagnostic switch 1 detail
Switch 1: SerialNo :
Overall Diagnostic Result for Switch 1 : UNTESTED
Test results: (. = Pass, F = Fail, U = Untested)
___________________________________________________________________________
1) TestPortAsicStackPortLoopback ---> U
Error code ------------------> 3 (DIAG_SKIPPED)
Total run count -------------> 0
Last test testing type ------> n/a
Last test execution time ----> n/a
First test failure time -----> n/a
Last test failure time ------> n/a
Last test pass time ---------> n/a
Total failure count ---------> 0
Consecutive failure count ---> 0
___________________________________________________________________________
2) TestPortAsicLoopback ------------> U
Error code ------------------>
Total run count ------------->
Last test testing type ------>
Last test execution time ---->
First test failure time ----->
Last test failure time ------>
Last test pass time --------->

3 (DIAG_SKIPPED)
0
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
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Total failure count ---------> 0
Consecutive failure count ---> 0
___________________________________________________________________________
3) TestPortAsicCam -----------------> U
Error code ------------------> 3 (DIAG_SKIPPED)
Total run count -------------> 0
Last test testing type ------> n/a
Last test execution time ----> n/a
First test failure time -----> n/a
Last test failure time ------> n/a
Last test pass time ---------> n/a
Total failure count ---------> 0
Consecutive failure count ---> 0
___________________________________________________________________________
4) TestPortAsicMem -----------------> U
Error code ------------------> 3 (DIAG_SKIPPED)
Total run count -------------> 0
Last test testing type ------> n/a
Last test execution time ----> n/a
First test failure time -----> n/a
Last test failure time ------> n/a
Last test pass time ---------> n/a
Total failure count ---------> 0
Consecutive failure count ---> 0
___________________________________________________________________________
5) TestInlinePwrCtlr ---------------> U
Error code ------------------> 3 (DIAG_SKIPPED)
Total run count -------------> 0
Last test testing type ------> n/a
Last test execution time ----> n/a
First test failure time -----> n/a
Last test failure time ------> n/a
Last test pass time ---------> n/a
Total failure count ---------> 0
Consecutive failure count ---> 0
___________________________________________________________________________

次の例では、特定のスイッチに設定されているオンライン診断を表示する方法を示します。
Switch# show diagnostic content switch 3
Switch 1:
Diagnostics test suite attributes:
B/* - Basic ondemand test / NA
P/V/* - Per port test / Per device test / NA
D/N/* - Disruptive test / Non-disruptive test / NA
S/* - Only applicable to standby unit / NA
X/* - Not a health monitoring test / NA
F/* - Fixed monitoring interval test / NA
E/* - Always enabled monitoring test / NA
A/I - Monitoring is active / Monitoring is inactive
R/* - Switch will reload after test list completion / NA
P/* - will partition stack / NA
ID
====
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Test Name
==================================
TestPortAsicStackPortLoopback --->
TestPortAsicLoopback ------------>
TestPortAsicCam ----------------->
TestPortAsicRingLoopback -------->
TestMicRingLoopback ------------->
TestPortAsicMem ----------------->

Attributes
============
B*N****I**
B*D*X**IR*
B*D*X**IR*
B*D*X**IR*
B*D*X**IR*
B*D*X**IR*

Test Interval
day hh:mm:ss.ms
===============
not configured
not configured
not configured
not configured
not configured
not configured
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Threshold
=====
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
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次の例では、スイッチのオンライン診断結果を表示する方法を示します。
Switch# show diagnostic result
Switch 1: SerialNo :
Overall diagnostic result: PASS
Test results: (. = Pass, F = Fail, U = Untested)
1) TestPortAsicStackPortLoopback ---> .
2) TestPortAsicLoopback ------------> .
3) TestPortAsicCam -----------------> .
4) TestPortAsicRingLoopback --------> .
5) TestMicRingLoopback -------------> .
6) TestPortAsicMem -----------------> .

次の例では、オンライン診断テストのステータスを表示する方法を示します。
Switch# show diagnostic status
<BU> <OD> ======
Card
-----1
2

Bootup Diagnostics, <HM> - Health Monitoring Diagnostics,
OnDemand Diagnostics, <SCH> - Scheduled Diagnostics
================================= =============================== ======
Description
Current Running Test
Run by
--------------------------------- -------------------------N/A
N/A
TestPortAsicStackPortLoopback
<OD>
TestPortAsicLoopback
<OD>
TestPortAsicCam
<OD>
TestPortAsicRingLoopback
<OD>
TestMicRingLoopback
<OD>
TestPortAsicMem
<OD>
3
N/A
N/A
4
N/A
N/A
====== ================================= =============================== ======
Switch#

次の例では、スイッチのオンライン診断のテスト スケジュールを表示する方法を示します。
Switch# show diagnostic schedule switch 1
Current Time = 14:39:49 PST Tue May 5 2013
Diagnostic for Switch 1:
Schedule #1:
To be run daily 12:00
Test ID(s) to be executed: 1.

（注）

Catalyst 2960L スイッチはスタックできません。そのため、このスイッチでは switch number
キーワードがサポートされていません。
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章

ソフトウェア設定のトラブルシューティン
グ
この章では、スイッチが稼働する Cisco IOS ソフトウェアに関連する問題を特定し、解決する方
法について説明します。問題の性質に応じて、コマンドライン インターフェイス（CLI）、デバ
イス マネージャ、または Network Assistant を使用して、問題を特定し解決できます。
LED の説明など、トラブルシューティングの詳細については、ハードウェア インストレーショ
ン ガイドを参照してください。
• ソフトウェア設定のトラブルシューティングに関する情報, 1423 ページ
• ソフトウェア設定のトラブルシューティング方法, 1431 ページ
• ソフトウェア設定のトラブルシューティングの確認, 1448 ページ
• ソフトウェア設定のトラブルシューティングのシナリオ, 1452 ページ
• ソフトウェアのトラブルシューティングの設定例, 1456 ページ
• ソフトウェア設定のトラブルシューティングに関する追加情報, 1459 ページ
• ソフトウェア設定のトラブルシューティングの機能履歴と情報, 1460 ページ

ソフトウェア設定のトラブルシューティングに関する情報
スイッチのソフトウェア障害
スイッチ ソフトウェアがアップグレード中に破損する原因として、誤ったファイルがスイッチに
ダウンロードされた場合やイメージ ファイルが削除された場合があります。いずれの場合にも、
スイッチは電源投入時自己診断テスト（POST）に失敗し、接続できなくなります。
関連トピック
ソフトウェア障害からの回復
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のパスワードを紛失したか忘れた場合 switch
スイッチのデフォルト設定では、スイッチに物理的にアクセスしているエンドエンド ユーザは、
スイッチの電源投入中に起動プロセスを中断して新しいパスワードを入力することにより、パス
ワードを紛失した状態から回復できます。ここで紹介する回復手順を実行するには、スイッチに
物理的にアクセスする必要があります。

（注）

これらのスイッチでは、システム管理者は、デフォルト設定に戻すことに同意した場合に限
り、エンド ユーザによるパスワードのリセットを許可することによって、この機能の一部を
ディセーブルにできます。パスワード回復がディセーブルになっている場合に、エンド ユー
ザがパスワードをリセットしようとすると、ステータス メッセージで回復プロセスの間はデ
フォルトの設定に戻すように指示されます。

（注）

Cisco WLC の設定を複数の Cisco WLC 間でコピーすると、暗号化パスワード キーを回復でき
なくなります（RMA の場合）。

関連トピック
パスワードを忘れた場合の回復

Power over Ethernet（PoE）ポート
Power over Ethernet（PoE）スイッチ ポートでは、回路に電力が供給されていないことをスイッチ
が検知した場合、接続している次のデバイスに電力が自動的に供給されます。
• シスコ先行標準受電デバイス（Cisco IP Phone および Cisco Aironet アクセス ポイントなど）
• IEEE 802.3af 準拠の受電装置
• IEEE 802.3at 準拠の受電装置
受電デバイスが PoE スイッチ ポートおよび AC 電源に接続されている場合、冗長電力として利用
できます。受電装置が PoE ポートにだけ接続されている場合、受電装置には冗長電力は供給され
ません。
受電デバイスを検出すると、スイッチは受電デバイスの電力要件を判断し、受電デバイスへの電
力供給を許可または拒否します。また、スイッチは消費電力をモニタリングおよびポリシングす
ることで、装置の電力の消費をリアルタイムに検知できます。
詳細については、『Catalyst 2960-X Switch Interface and Hardware Component Configuration Guide』
の「Configuring Failover」の章を参照してください。
関連トピック
Power over Ethernet（PoE）に関するトラブルシューティングのシナリオ, （1452 ページ）
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電力消失によるポートの障害
PoE switch ポートに接続され、AC 電源から電力が供給されている受電デバイス（Cisco IP Phone
7910 など）に AC 電源から電力が供給されない場合、そのデバイスは errdisable ステートになるこ
とがあります。error-disabled ステートから回復するには、shutdown インターフェイス コンフィ
ギュレーション コマンドを入力してから、no shutdown インターフェイス コマンドを入力しま
す。switchで自動回復を設定し、error-disabled ステートから回復することもできます。
switch上で、errdisable recovery cause loopback および errdisable recovery interval seconds グローバ
ルコンフィギュレーションコマンドは、指定した期間が経過したあと自動的にインターフェイス
を error-disabled ステートから復帰させます。
PoE ポート ステータスのモニタリング
• show controllers power inline 特権 EXEC コマンド
• show power inline EXEC コマンド
• debug ilpower 特権 EXEC コマンド

不正リンク アップによるポート障害
シスコ受電デバイスをポートに接続し、power inline never インターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを使用してポートを設定した場合は、不正リンク アップが発生し、ポートが
error-disabled ステートになることがあります。ポートを error-disabled ステートから回復するには、
shutdown および no shutdown インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力します。
power inline never コマンドで設定したポートにシスコ受電デバイスを接続しないでください。

ping
switchは IP の ping をサポートしており、これを使ってリモート ホストへの接続をテストできま
す。ping はアドレスにエコー要求パケットを送信し、応答を待ちます。ping は次のいずれかの応
答を返します。
• 正常な応答：正常な応答（hostname が存在する）は、ネットワーク トラフィックにもよりま
すが、1 ～ 10 秒以内で発生します。
• 宛先の応答なし：ホストが応答しない場合、no-answer メッセージが返されます。
• 不明なホスト：ホストが存在しない場合、unknown host メッセージが返されます。
• 宛先到達不能：デフォルト ゲートウェイが指定されたネットワークに到達できない場合、
destination-unreachable メッセージが返されます。
• ネットワークまたはホストへの到達不能：ルート テーブルにホストまたはネットワークのエ
ントリがない場合、network or host unreachable メッセージが返されます。
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関連トピック
ping の実行, （1444 ページ）
例：IP ホストの ping, （1456 ページ）

レイヤ 2 Traceroute
レイヤ 2 traceroute 機能により、パケットが通過する、送信元デバイスから宛先デバイスへの物理
パスを識別できます。レイヤ 2 traceroute は、ユニキャストの送信元および宛先 MAC アドレスだ
けをサポートします。transroute は、パス内にあるswitchの MAC アドレス テーブルを使用してパ
スを識別します。switchがパス内でレイヤ 2 traceroute をサポートしていないデバイスを検知した
場合、switchはレイヤ 2 trace クエリーを送信し続け、タイムアウトにします。
switchは、送信元デバイスから宛先デバイスへのパスのみを識別できます。パケットが通過する、
送信元ホストから送信元デバイスまで、または宛先デバイスから宛先ホストまでのパスは識別で
きません。

レイヤ 2 の traceroute のガイドライン
• ネットワーク内のすべてのデバイスで、Cisco Discovery Protocol（CDP）をイネーブルにする
必要があります。レイヤ 2 traceroute が適切に動作するために、CDP をディセーブルにしない
でください。
物理パス内のデバイスが CDP に対して透過的な場合、スイッチはこれらのデバイスを通過す
るパスを識別できません。
• ping 特権 EXEC コマンドを使用して接続をテストできれば、このswitchは別のswitchから到達
可能といえます。物理パス内のすべてのswitchは、他のスイッチから相互に到達可能でなけ
ればなりません。
• パス内で識別可能な最大ホップ数は 10 です。
• 送信元デバイスと宛先デバイスの間の物理パス内にないswitchで、traceroute mac または
traceroute mac ip の特権 EXEC コマンドを実行できます。パス内のすべてのswitchは、この
スイッチから到達可能でなければなりません。
• traceroute mac コマンドの出力結果としてレイヤ 2 パスが表示されるのは、指定の送信元お
よび宛先 MAC アドレスが、同一の VLAN に属している場合だけです。指定した送信元およ
び宛先 MAC アドレスが、それぞれ異なる VLAN に属している場合は、レイヤ 2 パスは識別
されず、エラー メッセージが表示されます。
• マルチキャストの送信元または宛先 MAC アドレスを指定すると、パスは識別されず、エラー
メッセージが表示されます。
• 送信元または宛先 MAC アドレスが複数の VLAN に属する場合は、送信元および宛先 MAC
アドレスの両方が属している VLAN を指定する必要があります。VLAN を指定しないと、パ
スは識別されず、エラー メッセージが表示されます。
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• 指定した送信元および宛先の IP アドレスが同一サブネットに属する場合、traceroute mac ip
コマンド出力にレイヤ 2 パスが表示されます。IP アドレスを指定した場合、switchはAddress
Resolution Protocol（ARP）を使用し、IP アドレスとそれに対応する MAC アドレスおよび
VLAN ID を関連付けます。
◦ 指定の IP アドレスに ARP のエントリが存在している場合、switchは関連する MAC アド
レスを使用して、物理パスを識別します。
◦ ARP のエントリが存在しない場合、switchは ARP クエリを送信し、IP アドレスの解決
を試みます。IP アドレスが解決されない場合は、パスは識別されず、エラー メッセー
ジが表示されます。
• 複数のデバイスがハブを介して 1 つのポートに接続されている場合（たとえば複数の CDP ネ
イバーがポートで検出された場合）、レイヤ 2 traceroute 機能はサポートされません。複数の
CDP ネイバーが 1 つのポートで検出された場合、レイヤ 2 パスは特定されず、エラー メッ
セージが表示されます。
• この機能は、トークンリング VLAN ではサポートされません。

IP Traceroute
IP traceroute を使用すると、ネットワーク上でパケットが通過するパスをホップバイホップで識別
できます。このコマンドを実行すると、トラフィックが宛先に到達するまでに通過するルータな
どのすべてのネットワーク層（レイヤ 3）デバイスが表示されます。
switchは、traceroute 特権 EXEC コマンドの送信元または宛先として指定できます。また、スイッ
チは traceroute コマンドの出力でホップとして表示される場合があります。switchを traceroute の
宛先とすると、スイッチは、traceroute の出力で最終の宛先として表示されます。中間switchが同
じ VLAN 内でポート間のパケットのブリッジングだけを行う場合、traceroute の出力に中間スイッ
チは表示されません。ただし、中間switchが、特定のパケットをルーティングするマルチレイヤ
switchの場合、中間switchは traceroute の出力にホップとして表示されます。
traceroute 特権 EXEC コマンドは、IP ヘッダーの存続可能時間（TTL）フィールドを使用して、
ルータおよびサーバで特定のリターン メッセージが生成されるようにします。traceroute の実行
は、ユーザ データグラム プロトコル（UDP）データグラムを、TTL フィールドが 1 に設定されて
いる宛先ホストへ送信することから始まります。ルータで TTL 値が 1 または 0 であることを検出
すると、データグラムをドロップし、インターネット制御メッセージ プロトコル（ICMP）
time-to-live-exceeded メッセージを送信元に送信します。traceroute は、ICMP time-to-live-exceeded
メッセージの送信元アドレス フィールドを調べて、最初のホップのアドレスを判別します。
ネクスト ホップを識別するために、traceroute は TTL 値が 2 の UDP パケットを送信します。1 番
めのルータは、TTL フィールドの値から 1 を差し引いて次のルータにデータグラムを送信します。
2 番めのルータは、TTL 値が 1 であることを確認すると、このデータグラムを廃棄し、
time-to-live-exceeded メッセージを送信元へ返します。このように、データグラムが宛先ホストに
到達するまで（または TTL の最大値に達するまで）TTL の値は増分され、処理が続けられます。
データグラムが宛先に到達したことを学習するために、traceroute は、データグラムの UDP 宛先
ポート番号を、宛先ホストが使用する可能性のない大きな値に設定します。ホストが、ローカル
で使用されない宛先ポート番号を持つ自分自身宛てのデータグラムを受信すると、送信元に ICMP
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ポート到達不能エラーを送信します。ポート到達不能エラーを除くすべてのエラーは中間ホップ
から送信されるため、ポート到達不能エラーを受信するということは、このメッセージが宛先ポー
トから送信されたことを意味します。
関連トピック
IP traceroute の実行, （1446 ページ）
例：IP ホストに対する traceroute の実行, （1457 ページ）

Time Domain Reflector ガイドライン
Time Domain Reflector（TDR）機能を使用すると、ケーブル配線の問題を診断して解決できます。
TDR稼働時、ローカル デバイスはケーブルを介して信号を送信して、最初に送信した信号と反射
された信号を比べます。
TDR は 10/100/1000 の銅線イーサネット ポート上でだけサポートされます。10 ギガビット イーサ
ネット ポートまたは SFP モジュール ポートではサポートされません。
TDR は次のケーブル障害を検出します。
• ツイストペア ケーブルの導線のオープン、損傷、切断：導線がリモート デバイスからの導
線に接続されていない状態。
• ツイストペア ケーブルの導線のショート：導線が互いに接触している状態、またはリモート
デバイスからの導線に接触している状態。たとえば、ツイスト ペア ケーブルの一方の導線
が、もう一方の導線にはんだ付けされている場合、ツイストペア ケーブルのショートが発生
します。
ツイストペアの導線の一方がオープンになっている場合、TDR はオープンになっている導線
の長さを検出できます。
次の状況で TDR を使用して、ケーブル障害を診断および解決してください。
• switchの交換
• 配線クローゼットの設定
• リンクが確立できない、または適切に動作していない場合における、2 つのデバイス間の接
続のトラブルシューティング
TDR の実行時、次の場合にswitchは正確な情報をレポートします。
• ギガビット リンク用のケーブルが単線コア ケーブル
• オープンエンド ケーブルが未終端
TDR の実行時、次の場合にswitchは正確な情報をレポートしません。
• ギガビット リンク用のケーブルがツイストペア ケーブルまたは連続接続された単線コア ケー
ブル
• リンクが 10 Mb または 100 Mb
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• より線ケーブル
• リンク パートナーが Cisco IP Phone
• リンク パートナーが IEEE 802.3 に準拠していない

debug コマンド
注意

デバッグ出力は CPU プロセスで高プライオリティが割り当てられているため、デバッグ出力
を行うとシステムが使用できなくなることがあります。したがって、debug コマンドを使用す
るのは、特定の問題のトラブルシューティング時、またはシスコのテクニカル サポート担当
者とともにトラブルシューティングを行う場合に限定してください。ネットワーク トラフィッ
ク量やユーザ数が少ない期間に debug コマンドを使用することをお勧めします。デバッギング
をこのような時間帯に行うと、debug コマンド処理のオーバーヘッドの増加によりシステムの
使用に影響が及ぶ可能性が少なくなります。
debug コマンドはすべて特権 EXEC モードで実行します。ほとんどの debug コマンドは引数を取
りません。
関連トピック
デバッグおよびエラー メッセージ出力のリダイレクト, （1446 ページ）
例：すべてのシステム診断をイネーブルにする, （1458 ページ）

スイッチのオンボード障害ロギング
オンボード障害ロギング（OBFL）機能を使用すれば、switchに関する情報を収集できます。この
情報には稼働時間、温度、電圧などの情報が含まれており、シスコのテクニカル サポート担当者
がswitchの問題をトラブルシューティングする際に役立ちます。OBFL はイネーブルにしておき、
フラッシュ メモリに保存されたデータは消さないようにすることを推奨します。
OBFL は、デフォルトでイネーブルになっています。switchおよび Small Form-Factor Pluggable
（SFP）モジュールに関する情報が収集されます。switchは、次の情報をフラッシュ メモリに保存
します。
• CLI コマンド：スタンドアロン switchまたはスイッチ スタック メンバに入力された OBFL
CLI コマンドの記録
• 環境データ：スタンドアロン switchまたはスタックメンバおよび接続されているすべての
FRU デバイスの一意のデバイス ID（UDI）情報、製品 ID（PID）、バージョン ID（VID）、
およびシリアル番号
• メッセージ：スタンドアロン switchまたはスタック メンバにより生成されたハードウェア関
連のシステム メッセージの記録
• イーサネット経由の電源供給（PoE）：スタンドアロン switchまたはスイッチ スタック メン
バの PoE ポートの消費電力の記録
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• 温度：スタンドアロン switchまたはスタック メンバの温度
• 稼働時間：スタンドアロン switchまたはスタック メンバが起動されたときの時刻、switchが
再起動された理由、およびswitchが最後に再起動されて以来の稼働時間
• 電圧：スタンドアロン switchまたはスタック メンバのシステム電圧
システム時計は、手動で時刻を設定するか、またはネットワーク タイム プロトコル（NTP）を使
用するように設定します。
switchの稼働中には、show logging onboard 特権 EXEC コマンドを使用することにより、OBFL デー
タを取得できます。switchに障害が発生した場合のデータの取得方法については、お客様担当のシ
スコ テクニカル サポート担当者にお問い合わせください。
OBFL がイネーブルになっているswitchが再起動された場合、新しいデータの記録が開始するまで
に 10 分間の遅延があります。
関連トピック
OBFL の設定, （1447 ページ）
OBFL 情報の表示

CPU 使用率が高い場合に起こりうる症状
CPU 使用率が高すぎることで次の症状が発生する可能性がありますが、他の原因で発生する場合
もあります。

（注）

Cisco Catalyst 4500E Supervisor Engine 8-E をワイヤレス モードで使用すると、システムのメモ
リ使用率が上がることがあります。
• スパニングツリー トポロジの変更
• 通信が切断されたために EtherChannel リンクがダウンした
• 管理要求（ICMP ping、SNMP のタイムアウト、低速な Telnet または SSH セッション）に応
答できない
• UDLD フラッピング
• SLA の応答が許容可能なしきい値を超えたことによる IP SLA の失敗
• スイッチが要求を転送しない、または要求に応答しない場合の DHCP または IEEE 802.1x の
処理の失敗
レイヤ 3 スイッチの場合：
• ソフトウェアでルーティングされるパケットのドロップまたは遅延の増加
• BGP または OSPF ルーティング トポロジの変更
• HSRP フラッピング
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（注）

ソフトウェア設定のトラブルシューティング方法
ソフトウェア障害からの回復
アップグレード中にスイッチ ソフトウェアが破損する状況としては、スイッチに誤ったファイル
をダウンロードした場合や、イメージ ファイルを削除した場合などが考えられます。いずれの場
合にも、スイッチは電源投入時自己診断テスト（POST）に失敗し、接続できなくなります。
次の手順では、XMODEM プロトコルを使用して、破損したイメージ ファイルまたは間違ったイ
メージ ファイルを回復します。XMODEM プロトコルをサポートするソフトウェア パッケージは
多数あり、使用するエミュレーション ソフトウェアによって、この手順は異なります。
ここで紹介する回復手順を実行するには、スイッチを直接操作する必要があります。

ステップ 1

PC 上で、Cisco.com から tar 形式のソフトウェア イメージ ファイル（image_filename.tar）をダウンロード
します。Cisco IOS イメージは、tar ファイルのディレクトリ内に bin ファイルとして格納されます。Cisco.com
上のソフトウェア イメージ ファイルの検索方法については、リリース ノートを参照してください。

ステップ 2

tar ファイルから bin ファイルを抽出します。Windows を使用している場合は、tar ファイルの読み取り機
能を備えた zip プログラムを使用します。zip プログラムを使用して移動します。Windows を使用している
場合は、tar ファイルの読み取り機能を備えた zip プログラムを使用します。zip プログラムを使用して移
動します。UNIX を使用している場合は、次の手順に従ってください。
a) tar -tvf <image_filename.tar> UNIX コマンドを使用して、tar ファイルの内容を表示します。
例：
unix-1% tar -tvf image_filename.tar

b) tar -xvf <image_filename.tar> <image_filename.bin> UNIX コマンドを使用して、bin ファイルを特定し、
抽出します。
例：
unix-1% tar -xvf image_filename.tar image_filename.bin
x c2960x-universalk9-mz-150-2.EX1/c2960x-universalk9-mz-150-2.EX1.bin, 2928176 bytes, 5720
tape blocks

c) ls -l <image_filename.bin> UNIX コマンドを使用して、bin ファイルが抽出されたことを確認します。
例：
unix-1% ls -l image_filename.bin
-rw-r--r-1 boba
2928176 Apr 21 12:01
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c2960x-universalk9-mz.150-2.0.66.UCP/c2960x-universalk9-mz.150-2.0.66.UCP.bin

ステップ 3

XMODEM プロトコルをサポートする端末エミュレーション ソフトウェアを備えた PC を、スイッチのコ
ンソール ポートに接続します。

ステップ 4

エミュレーション ソフトウェアの回線速度を 9600 ボーに設定します。

ステップ 5

スイッチの電源コードを取り外します。

ステップ 6

[Mode] ボタンを押しながら、電源コードを再度スイッチに接続します。ポート 1 の上の LED が消灯して
から 1 ～ 2 秒後に、[Mode] ボタンを放します。ソフトウェアに関する数行分の情報と指示が表示されま
す。
例：
The system has been interrupted prior to initializing the flash file system. The following
commands will initialize the flash file system, and finish loading the operating system
software#
flash_init
load_helper
boot

ステップ 7

フラッシュ ファイル システムを初期化します。
例：
switch: flash_init

ステップ 8

コンソール ポートの速度を 9600 以外に設定していた場合、9600 にリセットされます。エミュレーション
ソフトウェアの回線速度をスイッチのコンソール ポートに合わせて変更します。

ステップ 9

ヘルパー ファイルがある場合にはロードします。
例：
switch: load_helper

ステップ 10 XMODEM プロトコルを使用して、ファイル転送を開始します。
例：
switch: copy xmodem: flash:image_filename.bin

ステップ 11 XMODEM 要求が表示されたら、端末エミュレーション ソフトウェアに適切なコマンドを使用して、転送
を開始し、ソフトウェア イメージをフラッシュ メモリにコピーします。
ステップ 12 新規にダウンロードされた Cisco IOS イメージを起動します。
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例：
switch: boot flash:image_filename.bin

ステップ 13 archive download-sw 特権 EXEC コマンドを使用して、スイッチまたはスイッチ スタックにソフトウェア
イメージをダウンロードします。
ステップ 14 reload 特権 EXEC コマンドを使用してスイッチを再起動し、新しいソフトウェア イメージが適切に動作
していることを確認します。
ステップ 15 スイッチから、flash:image_filename.bin ファイルを削除します。

パスワードを忘れた場合の回復
スイッチのデフォルト設定では、スイッチを直接操作するエンド ユーザが、スイッチの電源投入
時に起動プロセスを中断して新しいパスワードを入力することにより、パスワードを紛失した状
態から回復できます。ここで紹介する回復手順を実行するには、スイッチを直接操作してくださ
い。

（注）

これらのスイッチでは、システム管理者はデフォルト設定に戻す場合に限りエンド ユーザに
よるパスワードのリセットを許可することによって、この機能の一部をディセーブルにできま
す。パスワード回復がディセーブルになっている場合に、エンド ユーザがパスワードをリセッ
トしようとすると、回復プロセスの間、ステータス メッセージにその旨が表示されます。
パスワードの回復をイネーブルまたはディセーブルにするには、service password-recovery グロー
バル コンフィギュレーション コマンドを使用します。
スイッチは同種スタックおよび混合スタック構成をサポートします。混合スタック構成は、Catalyst
2960-S スイッチだけでサポートされます。同種スタックは 8 つまで、混合スタックは 4 つまでの
スタック メンバを持つことができます。スイッチ スタック内のすべてのスイッチが LAN Base イ
メージを実行している必要があります。

ステップ 1

端末または PC をスイッチに接続します。
• 端末または端末エミュレーション ソフトウェアが稼働している PC をスイッチのコンソール ポート
に接続します。
または
• PC をイーサネット管理ポートに接続します。
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ステップ 2

エミュレーション ソフトウェアの回線速度を 9600 ボーに設定します。

ステップ 3

スイッチの電源を切断します。

ステップ 4

スイッチに電源コードを再接続します。15 秒以内に [Mode]Modeボタンを押します。このときシステム
LED はグリーンに点滅しています。すべてのシステム LED が点灯した状態になるまで、[Mode]Modeボタ
ンを押し続けます。その後、[Mode]Modeボタンを放します。
ソフトウェアについての情報および指示が数行表示され、パスワード回復手順がディセーブルであるかど
うかが示されます。
• 次のステートメントで始まるメッセージが表示された場合
The system has been interrupted prior to initializing the flash file system. The following
commands will initialize the flash file system

「パスワード回復がイネーブルになっている場合の手順」セクションに記載されている手順を実行し
ます。
• 次のステートメントで始まるメッセージが表示された場合
The password-recovery mechanism has been triggered, but is currently disabled.

「パスワード回復がディセーブルになっている場合の手順」に記載されている手順を実行します。
ステップ 5

パスワードの回復後、スイッチをリロードします。
スイッチの場合
Switch> reload
Proceed with reload? [confirm] y

パスワード回復がイネーブルになっている場合の手順
パスワード回復動作がイネーブルになっている場合は、次のメッセージが表示されます。
The system has been interrupted prior to initializing the flash file system. The following
commands will initialize the flash file system, and finish loading the operating system
software:
flash_init
load_helper
boot

ステップ 1

フラッシュ ファイル システムを初期化します。
Switch: flash_init
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ステップ 2

コンソール ポートの速度を 9600 以外の値に設定していた場合、9600 にリセットされます。エミュレー
ション ソフトウェアの回線速度をスイッチのコンソール ポートに合わせて変更します。

ステップ 3

ヘルパー ファイルがある場合にはロードします。
Switch: load_helper

ステップ 4

フラッシュ メモリの内容を表示します。
Switch: dir: flash:
Directory of flash:
13 drwx
192
Mar 01 2013 22:30:48
c2960x-universalk9-mz-150-2.EX1/c2960x-universalk9-mz-150-2.EX1.bin
11 -rwx
5825
Mar 01 2013 22:31:59 config.text
16128000 bytes total (10003456 bytes free)

ステップ 5

コンフィギュレーション ファイルの名前を config.text.old に変更します。
このファイルには、パスワード定義が収められています。
Switch: rename flash: config.text flash: config.text.old

ステップ 6

システムを起動します。
Switch: boot

セットアップ プログラムを起動するように求められます。プロンプトに N を入力します。
Continue with the configuration dialog?? [yes/no]: No

ステップ 7

スイッチ プロンプトで、特権 EXEC モードを開始します。
Switch> enable
Switch#

ステップ 8

コンフィギュレーション ファイルを元の名前に戻します。
Switch# rename flash: config.text.old flash: config.text

（注）

ステップ 9

ステップ 9 に進む前に、接続されているすべてのスタック メンバの電源を入れ、それらが完全
に初期化されるまで待ちます。このステップに従わなかった場合は、スイッチの設定によって
は設定を失う可能性もあります。

コンフィギュレーション ファイルをメモリにコピーします。
Switch# copy flash: config.text system: running-config
Source filename [config.text]?
Destination filename [running-config]?

確認を求めるプロンプトに、Return を押して応答します。これで、コンフィギュレーション ファイルがリ
ロードされ、パスワードを変更できるようになります。
ステップ 10 グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
Switch# configure terminal
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ステップ 11 パスワードを変更します。
Switch(config)# enable secret password

シークレット パスワードは 1 ～ 25 文字の英数字です。数字で始めることができます。大文字と小文字が
区別され、スペースを使用できますが、先行スペースは無視されます。
ステップ 12 特権 EXEC モードに戻ります。
Switch(config)# exit
Switch#

ステップ 13 実行コンフィギュレーションをスタートアップ コンフィギュレーション ファイルに書き込みます。
Switch# copy running-config startup-config

新しいパスワードがスタートアップ コンフィギュレーションに組み込まれました。
（注）
上記の手順を実行すると、スイッチの仮想インターフェイスがシャットダウン ステートになる
ことがあります。このステートになっているインターフェイスを調べるには、show running-config
特権 EXEC コマンドを入力します。 インターフェイスを再びイネーブルにするには、interface
vlan vlan-id グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力して、シャットダウン インター
フェイスの VLAN ID を指定します。スイッチがインターフェイス コンフィギュレーション モー
ドの状態で、no shutdown コマンドを入力します。
ステップ 14 packages.conf ファイルでスイッチをフラッシュからブートします。
Switch: boot flash:packages.conf

ステップ 15 スイッチ スタックをリロードします。
Switch# reload

パスワード回復がディセーブルになっている場合の手順
パスワード回復メカニズムがディセーブルの場合、次のメッセージが表示されます。
The password-recovery mechanism has been triggered, but
is currently disabled. Access to the boot loader prompt
through the password-recovery mechanism is disallowed at
this point. However, if you agree to let the system be
reset back to the default system configuration, access
to the boot loader prompt can still be allowed.
Would you like to reset the system back to the default configuration (y/n)?
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注意

switchをデフォルト設定に戻すと、既存の設定がすべて失われます。システム管理者に問い合
わせて、バックアップ switchと VLAN（仮想 LAN）コンフィギュレーション ファイルがある
かどうかを確認してください。
• n（no）を入力すると、Mode ボタンを押さなかった場合と同様に、通常のブート プロセスが
継続されます。ブートローダ プロンプトにはアクセスできません。したがって、新しいパス
ワードを入力できません。次のメッセージが表示されます。
Press Enter to continue........

• y（yes）を入力すると、フラッシュメモリ内のコンフィギュレーションファイルおよびVLAN
データベース ファイルが削除されます。デフォルト設定がロードされるときに、パスワード
をリセットできます。

ステップ 1

パスワード回復手順の継続を選択すると、既存の設定が失われます。
Would you like to reset the system back to the default configuration (y/n)? Y

ステップ 2

フラッシュ メモリの内容を表示します。
Switch: dir flash:

switchのファイル システムが表示されます。

Directory of flash:
13 drwx
192
Mar 01 2013 22:30:48
16128000 bytes total (10003456 bytes free)

ステップ 3

c2960x-universalk9-mz.150-2.0.63.UCP.bin

システムを起動します。
Switch: boot

セットアップ プログラムを起動するように求められます。パスワード回復手順を継続するには、プロンプ
トに N を入力します。
Continue with the configuration dialog? [yes/no]: N

ステップ 4

switch プロンプトで、特権 EXEC モードを開始します。
Switch> enable
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ステップ 5

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
Switch# configure terminal

ステップ 6

パスワードを変更します。
Switch(config)# enable secret password

シークレット パスワードは 1 ～ 25 文字の英数字です。数字で始めることができます。大文字と小文字が
区別され、スペースを使用できますが、先行スペースは無視されます。
ステップ 7

特権 EXEC モードに戻ります。
Switch(config)# exit
Switch#

（注）

ステップ 8

ステップ 9 に進む前に、接続されているすべてのスタック メンバの電源を入れ、それらが完全
に初期化されるまで待ちます。スタッキング機能は、LAN Base イメージを実行しているswitch
でサポートされます。

実行コンフィギュレーションをスタートアップ コンフィギュレーション ファイルに書き込みます。
Switch# copy running-config startup-config

新しいパスワードがスタートアップ コンフィギュレーションに組み込まれました。
ステップ 9

ここでswitchを再設定する必要があります。システム管理者によって、バックアップ switchと VLAN コン
フィギュレーション ファイルが使用可能に設定されている場合は、これらを使用します。

コマンド スイッチで障害が発生した場合の回復
ここでは、コマンド スイッチで障害が発生した場合の回復手順について説明します。ホットスタ
ンバイ ルータ プロトコル（HSRP）を使用すると、冗長コマンド スイッチ グループを設定できま
す。
スタンバイ コマンド スイッチが未設定で、かつコマンド スイッチで電源故障などの障害が発生
した場合には、メンバスイッチとの管理接続が失われるので、新しいコマンドスイッチに交換す
る必要があります。ただし、接続されているスイッチ間の接続は影響を受けません。また、メン
バ スイッチも通常どおりにパケットを転送します。メンバ スイッチは、コンソール ポートを介
してスタンドアロンのスイッチとして管理できます。また、IPアドレスが与えられている場合は、
他の管理インターフェイスを使用して管理できます。
コマンド対応メンバ スイッチまたは他のスイッチに IP アドレスを割り当て、コマンド スイッチ
のパスワードを書き留め、メンバスイッチと交換用コマンドスイッチ間の冗長接続が得られるよ
うにクラスタを配置することにより、コマンド スイッチ障害に備えます。ここでは、故障したコ
マンド スイッチの交換方法を 2 通り紹介します。
• 故障したコマンド スイッチをクラスタ メンバーと交換する場合
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• 故障したコマンド スイッチを他のスイッチと交換する場合
ここで紹介する回復手順を実行するには、スイッチを直接操作してください。コマンド対応スイッ
チについては、リリース ノートを参照してください。

故障したコマンド スイッチをクラスタ メンバーと交換する場合
故障したコマンドスイッチを同じクラスタ内のコマンド対応メンバスイッチに交換するには、次
の手順に従ってください。

ステップ 1

メンバ スイッチからコマンド スイッチを外し、クラスタからコマンド スイッチを物理的に取り外します。

ステップ 2

故障したコマンド スイッチの代わりに新しいメンバ スイッチを取り付け、コマンド スイッチとクラスタ
メンバ間の接続を復元します。

ステップ 3

新しいコマンド スイッチで CLI セッションを開始します。
CLI にはコンソール ポートを使用してアクセスできます。また、スイッチに IP アドレスが割り当てられ
ている場合は、Telnet を使用してアクセスできます。コンソール ポートの詳しい使用方法については、
『Catalyst 2960-X Switch Hardware Installation Guide』を参照してください。

ステップ 4

スイッチ プロンプトで、特権 EXEC モードを開始します。
例：
Switch> enable
Switch#

ステップ 5

故障したコマンド スイッチのパスワードを入力します。

ステップ 6

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
例：
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

ステップ 7

クラスタからメンバスイッチを削除します。
例：
Switch(config)# no cluster commander-address

ステップ 8

特権 EXEC モードに戻ります。
例：
Switch(config)# end
Switch#

ステップ 9

セットアップ プログラムを使用して、スイッチの IP 情報を設定します。IP アドレス情報およびパスワー
ドを入力するように要求されます。特権 EXEC モードで setup と入力し、[Return] キーを押します。
例：
Switch# setup
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--- System Configuration Dialog --Continue with configuration dialog? [yes/no]: y
At any point you may enter a question mark '?' for help.
Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.
Default settings are in square brackets '[]'.
Basic management setup configures only enough connectivity
for management of the system, extended setup will ask you
to configure each interface on the system
Would you like to enter basic management setup? [yes/no]:

ステップ 10 最初のプロンプトに Y を入力します。
例：
The prompts in the setup program vary depending on the member switch that you selected to be the
command switch:
Continue with configuration dialog? [yes/no]: y
or
Configuring global parameters:

このプロンプトが表示されなければ、enable と入力し、Return を押してください。セットアップ プログラ
ムを開始するには、setup と入力し、Return を押してください。
ステップ 11 セットアップ プログラムの質問に応答します。
ホスト名を入力するように要求された場合、メンバ スイッチで入力できる文字数は 28 ~ 31 文字に制限さ
れます。どのスイッチでも、ホスト名の最終文字として -n（n は数字）を使用しないでください。Telnet
（仮想端末）パスワードを入力するように要求された場合、パスワードには 1 ～ 25 文字の英数字を使用
でき、大文字と小文字が区別され、スペースを使用できますが、先行スペースは無視されます。
ステップ 12 enable secret および enable パスワードを入力するように要求された場合、故障したコマンド スイッチのパ
スワードを再び入力します。
ステップ 13 要求された場合は、スイッチをクラスタ コマンド スイッチとしてイネーブルにすることを確認し、Return
を押します。
ステップ 14 要求された場合は、クラスタに名前を指定し、Return を押します。
クラスタ名には 1 ～ 31 文字の英数字、ダッシュ、または下線を使用できます。
ステップ 15 初期設定が表示されたら、アドレスが正しいことを確認してください。
ステップ 16 表示された情報が正しい場合は、Y を入力し、Return を押します。
情報に誤りがある場合には、N を入力し、[Return] キーを押して、ステップ 9 からやり直します。
ステップ 17 ブラウザを起動し、新しいコマンド スイッチの IP アドレスを入力します。
ステップ 18 クラスタ メニューから、[Add to Cluster] を選択し、クラスタへ追加する候補スイッチの一覧を表示しま
す。
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故障したコマンド スイッチを他のスイッチと交換する場合
故障したコマンド スイッチを、クラスタに組み込まれていないコマンド対応スイッチと交換する
場合、次の手順に従ってください。

ステップ 1

故障したコマンド スイッチの代わりに新しいスイッチを取り付け、コマンド スイッチとクラスタ メンバ
間の接続を復元します。

ステップ 2

CLI にはコンソール ポートを使用してアクセスできます。また、スイッチに IP アドレスが割り当てられ
ている場合は、Telnet を使用してアクセスできます。コンソール ポートの詳しい使用方法については、ス
イッチのハードウェア インストレーション ガイドを参照してください。

ステップ 3

スイッチ プロンプトで、特権 EXEC モードを開始します。
例：
Switch> enable
Switch#

ステップ 4

故障したコマンド スイッチのパスワードを入力します。

ステップ 5

セットアップ プログラムを使用して、スイッチの IP 情報を設定します。IP アドレス情報およびパスワー
ドを入力するように要求されます。特権 EXEC モードで setup と入力し、[Return] キーを押します。
例：
Switch# setup
--- System Configuration Dialog --Continue with configuration dialog? [yes/no]: y
At any point you may enter a question mark '?' for help.
Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.
Default settings are in square brackets '[]'.
Basic management setup configures only enough connectivity
for management of the system, extended setup will ask you
to configure each interface on the system
Would you like to enter basic management setup? [yes/no]:

ステップ 6

最初のプロンプトに Y を入力します。
例：
The prompts in the setup program vary depending on the member switch that you selected to be the
command switch:
Continue with configuration dialog? [yes/no]: y
or
Configuring global parameters:

このプロンプトが表示されなければ、enable と入力し、Return を押してください。セットアップ プログラ
ムを開始するには、setup と入力し、Return を押してください。
ステップ 7

セットアップ プログラムの質問に応答します。
ホスト名を入力するように要求された場合、メンバ スイッチで入力できる文字数は 28 ~ 31 文字に制限さ
れます。どのスイッチでも、ホスト名の最終文字として -n（n は数字）を使用しないでください。Telnet
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（仮想端末）パスワードを入力するように要求された場合、パスワードには 1 ～ 25 文字の英数字を使用
でき、大文字と小文字が区別され、スペースを使用できますが、先行スペースは無視されます。
ステップ 8

enable secret および enable パスワードを入力するように要求された場合、故障したコマンド スイッチのパ
スワードを再び入力します。

ステップ 9

要求された場合は、スイッチをクラスタ コマンド スイッチとしてイネーブルにすることを確認し、Return
を押します。

ステップ 10 要求された場合は、クラスタに名前を指定し、Return を押します。
クラスタ名には 1 ～ 31 文字の英数字、ダッシュ、または下線を使用できます。
ステップ 11 初期設定が表示されたら、アドレスが正しいことを確認してください。
ステップ 12 表示された情報が正しい場合は、Y を入力し、Return を押します。
情報に誤りがある場合には、N を入力し、[Return] キーを押して、ステップ 9 からやり直します。
ステップ 13 ブラウザを起動し、新しいコマンド スイッチの IP アドレスを入力します。
ステップ 14 クラスタ メニューから、[Add to Cluster] を選択し、クラスタへ追加する候補スイッチの一覧を表示しま
す。

スイッチ スタック問題の回避
スイッチ スタックの問題を防止するには、次の作業を実行する必要があります。
• switch スタックにスイッチを追加したり、そこから取り外したりする場合には、必ずスイッ
チの電源を切ってください。スイッチ スタックでの電源関連のあらゆる考慮事項について
は、ハードウェア インストレーション ガイドの「Switch Installation（スイッチのインストー
ル）」の章を参照してください。
• スタック モード LED が点灯するまで、スタック メンバの Mode ボタンを押します。switch
の最後の 2 つのポート LED がグリーンになります。switch モデルに応じて、最後の 2 つの
ポートは 10/100/1000 ポートまたは Small Form-Factor Pluggable モジュールになります。最後
の 2 つのポート LED の片方または両方がグリーンになっていない場合は、スタックが全帯域
幅で稼働していません。
• スイッチ スタックを管理する場合は、1 つの CLI セッションだけを使用することを推奨しま
す。アクティブ スイッチに複数の CLI セッションを使用する場合は注意が必要です。1 つの
セッションで入力したコマンドは、別のセッションには表示されません。そのため、コマン
ドを入力したセッションを識別できなくなることがあります。
• スタック内での位置に従ってスタック メンバ番号を手動で割り当てると、リモートから行う
switch スタックのトラブルシューティングが容易になります。ただし、後からswitchを追加し
たり、取り外したり、場所を入れ替えたりする際に、switchに手動で番号を割り当てたこと
を覚えておく必要があります。スタック メンバー番号を手動で割り当てるには、switch
current-stack-member-numberrenumber new-stack-member-number グローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。
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スタック メンバをまったく同じモデルで置き換えると、新しいswitchは、置き換えられたswitchと
まったく同じ設定で稼働します。この場合、新しいswitchは置き換えられたswitchと同じメンバ番
号を使用するものと想定されます。
電源が入った状態のスタックメンバを取り外すと、スイッチスタックが、それぞれ同じ設定を持
つ 2 つ以上のスイッチ スタックに分割（パーティション化）されます。スイッチ スタックを分離
されたままにしておきたい場合は、新しく作成されたスイッチ スタックの IP アドレス（複数の場
合あり）を変更してください。パーティション化されたスイッチ スタックを元に戻すには、次の
手順を実行します。
1 新しく作成されたスイッチ スタックの電源を切ります。
2 新しいスイッチ スタックを、StackWise Plus ポートを介して元のスイッチ スタックに再度接続
します。
3 switchの電源を入れます。
スイッチスタックおよびそのメンバのモニタリングに使用できるコマンドについては、「Displaying
Switch Stack Information」の項を参照してください。

自動ネゴシエーションの不一致の防止
IEEE 802.3ab 自動ネゴシエーション プロトコルは速度（10 Mbps、100 Mbps、および SFP モジュー
ル ポート以外の 1000 Mbps）およびデュプレックス（半二重または全二重）に関するswitchの設定
を管理します。このプロトコルは設定を適切に調整しないことがあり、その場合はパフォーマン
スが低下します。不一致は次の条件で発生します。
• 手動で設定した速度またはデュプレックスのパラメータが、接続ポート上で手動で設定され
た速度またはデュプレックスのパラメータと異なっている場合。
• ポートを自動ネゴシエーションに設定したが、接続先ポートは自動ネゴシエーションを使用
しない全二重に設定されている場合。
switchのパフォーマンスを最大限に引き出してリンクを確保するには、次のいずれかの注意事項に
従って、デュプレックスおよび速度の設定を変更してください。
• 速度とデュプレックスの両方について、両方のポートで自動ネゴシエーションを実行させま
す。
• 接続の両側でポートの速度とデュプレックスのパラメータを手動で設定します。

（注）

接続先装置が自動ネゴシエーションを実行しない場合は、2 つのポートのデュプレックス設定
を一致させます。速度パラメータは、接続先のポートが自動ネゴシエーションを実行しない場
合でも自動調整が可能です。
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SFP モジュールのセキュリティと識別に関するトラブルシューティング
シスコの Small Form-Factor Pluggable（SFP）モジュールは、モジュールのシリアル番号、ベンダー
名とベンダー ID、一意のセキュリティ コード、および巡回冗長検査（CRC）が格納されたシリア
ル EEPROM（電気的に消去可能でプログラミング可能な ROM）を備えています。switchに SFP モ
ジュールを装着すると、switch ソフトウェアは、EEPROM を読み取ってシリアル番号、ベンダー
名、およびベンダー ID を確認し、セキュリティ コードおよび CRC を再計算します。シリアル番
号、ベンダー名、ベンダー ID、セキュリティ コード、または CRC が無効な場合、ソフトウェア
は、セキュリティ エラー メッセージを生成し、インターフェイスを errdisable ステートにします。

（注）

セキュリティ エラー メッセージは、GBIC_SECURITY 機能を参照します。switchは、SFP モ
ジュールをサポートしていますが、GBIC（ギガビットインターフェイスコンバータ）モジュー
ルはサポートしていません。エラー メッセージ テキストは、GBIC インターフェイスおよびモ
ジュールを参照しますが、セキュリティ メッセージは、実際は SFP モジュールおよびモジュー
ル インターフェイスを参照します。
他社の SFP モジュールを使用している場合、switchから SFP モジュールを取り外し、シスコのモ
ジュールに交換します。シスコの SFP モジュールを装着したら、errdisable recovery cause gbic-invalid
グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用してポート ステータスを確認し、error-disabled
ステートから回復する時間間隔を入力します。この時間間隔が経過すると、switchは error-disabled
ステートからインターフェイスを復帰させ、操作を再試行します。errdisable recovery コマンドの
詳細については、このリリースに対応するコマンド リファレンスを参照してください。
モジュールがシスコ製 SFP モジュールとして識別されたにもかかわらず、システムがベンダー
データ情報を読み取ってその情報が正確かどうかを確認できないと、SFP モジュール エラー メッ
セージが生成されます。この場合、SFP モジュールを取り外して再び装着してください。それで
も障害が発生する場合は、SFP モジュールが不良品である可能性があります。

SFP モジュール ステータスのモニタリング
show interfaces transceiver 特権 EXEC コマンドを使用すると、SFP モジュールの物理または動作
ステータスを確認できます。このコマンドは、温度や特定のインターフェイス上の SFP モジュー
ルの現状などの動作ステータスと、アラーム ステータスを表示します。また、このコマンドを使
用して SFP モジュールの速度およびデュプレックス設定も確認できます。詳細については、この
リリースのコマンド リファレンスに記載された show interfaces transceiver コマンドの説明を参照
してください。

ping の実行
別の IP サブネットワーク内のホストに ping を実行する場合は、ネットワークへのスタティック
ルートを定義するか、またはこれらのサブネット間でルーティングされるように IP ルーティング
を設定する必要があります。
IP ルーティングは、デフォルトではすべてのswitchでディセーブルになります。
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（注）

ping コマンドでは、他のプロトコル キーワードも使用可能ですが、このリリースではサポー
トされていません。
このコマンドは、switchからネットワーク上の他のデバイスに ping を実行する目的で使用します。
コマンド

目的

ping ip host | address

IP またはホスト名やネットワーク アドレスを
指定してリモート ホストに ping を実行します。

Switch# ping 172.20.52.3

関連トピック
ping, （1425 ページ）
例：IP ホストの ping, （1456 ページ）

温度のモニタリング
switchは温度条件をモニタし、温度情報を使用してファンを制御します。
温度の値、状態、しきい値を表示するには、show env temperature status 特権 EXEC コマンドを使
用します。温度の値は、switch内の温度であり、外部の温度ではありません。system env temperature
threshold yellow value グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用してイエローのしきい
値レベル（摂氏）のみを設定するだけで、イエローのしきい値とレッドのしきい値の差を設定で
きます。グリーンまたはレッドのしきい値は設定できません。詳細については、このリリースの
コマンド リファレンスを参照してください。

物理パスのモニタリング
次のいずれかの特権 EXEC コマンドを使用して、パケットが通過する、送信元デバイスから宛先
デバイスへの物理パスをモニタできます。
表 116：物理パスのモニタリング

コマンド

目的

tracetroute mac [interface interface-id]
{source-mac-address} [interface interface-id]
{destination-mac-address} [vlan vlan-id] [detail]

指定の送信元 MAC アドレスから、指定の宛先
MAC アドレスまでをパケットが通過するレイ
ヤ 2 パスを表示します。

tracetroute mac ip {source-ip-address |
source-hostname}{destination-ip-address |
destination-hostname} [detail]

指定の送信元 IP アドレスまたはホスト名から、
指定の宛先 IP アドレスまたはホスト名を通過
するパケットのレイヤ 2 パスを表示します。
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IP traceroute の実行
（注）

traceroute 特権 EXEC コマンドでは、他のプロトコル キーワードも使用可能ですが、このリ
リースではサポートされていません。
コマンド

目的

traceroute ip ホスト

ネットワーク上でパ
ケットが通過するパ
スを追跡します。

Switch# traceroute ip 192.51.100.1

関連トピック
IP Traceroute, （1427 ページ）
例：IP ホストに対する traceroute の実行, （1457 ページ）

TDR の実行および結果の表示
TDR を実行するには、test cable-diagnostics tdr interface interface-id 特権 EXEC コマンドを入力し
ます。
TDR の結果を表示するには、show cable-diagnostics tdr interface interface-id 特権 EXEC コマンド
を実行します。

デバッグおよびエラー メッセージ出力のリダイレクト
ネットワーク サーバはデフォルトで、debug コマンドおよびシステム エラー メッセージの出力を
コンソールに送信します。このデフォルトの設定を使用する場合は、コンソール ポートまたは
イーサネット管理ポートに接続する代わりに、仮想端末接続によってデバッグ出力をモニタでき
ます。
指定できる宛先として、コンソール、仮想端末、内部バッファ、および syslog サーバを実行して
いる UNIX ホストがあります。Syslog フォーマットは、4.3 BSD UNIX およびそのバリエーション
と互換性があります。
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（注）

デバッグの出力先がシステムのオーバーヘッドに影響を与えることがないように注意してくだ
さい。メッセージをコンソールに記録すると、非常に高いオーバーヘッドが発生します。仮想
端末にメッセージを記録すると、発生するオーバーヘッドは低くなります。Syslog サーバで
メッセージ ロギングを行うと、オーバーヘッドはさらに小さくなり、内部バッファであれば
最小限ですみます。
システム メッセージのロギングに関する詳細については、「システム メッセージ ロギングの
設定」を参照してください。

関連トピック
debug コマンド, （1429 ページ）

show platform forward コマンドの使用
show platform forwardshow platform forward特権 EXEC コマンドの出力からは、インターフェイス
に入るパケットがシステムを介して送信された場合、転送結果に関して、有意義な情報がいくつ
か得られます。パケットに関して入力されたパラメータに応じて、参照テーブル結果、転送宛先
の計算に使用されるポート マップ、ビットマップ、および出力側の情報が表示されます。
このコマンドで出力される情報のほとんどは、主に、switchの用途別集積回路（ASIC）に関する
詳細情報を使用するテクニカル サポート担当者に役立つものです。ただし、パケット転送情報は
トラブルシューティングにも役立ちます。

OBFL の設定
注意

OBFL はディセーブルにせず、フラッシュ メモリに保存されたデータは削除しないことを推奨
します。
• OBFL をイネーブルにするには、hw-switch switch [switch-number] logging onboard [message
level level] グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。スイッチの場合、
switch-number に指定できる範囲は 1 ～ 9 です。スイッチが生成してフラッシュ メモリに保存
するハードウェア関連のメッセージの重大度を指定するには、message level level パラメータ
を使用します。
• OBFL データをローカル ネットワークまたは指定したファイル システムにコピーするには、
copy onboard switch switch-numberurl url-destination 特権 EXEC コマンドを使用します。
• OBFL をディセーブルにするには、no hw-switch switch [switch-number] logging onboard [message
level] グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。
• フラッシュ メモリ内の稼働時間と CLI コマンド情報以外のすべての OBFL データをクリアす
るには、clear onboard switch switch-number 特権 EXEC コマンドを使用します。
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• スイッチ スタックでは、hw-switch switch [switch-number] logging onboard [message level level]
グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用することにより、スタンドアロン スイッ
チまたはすべてのスタック メンバの OBFL をイネーブルにできます。
• アクティブ スイッチのメンバ スイッチの OBFL をイネーブルまたはディセーブルにできま
す。
ここで説明した各コマンドの詳細については、このリリースのコマンド リファレンスを参照して
ください。
関連トピック
スイッチのオンボード障害ロギング, （1429 ページ）
OBFL 情報の表示

ソフトウェア設定のトラブルシューティングの確認
OBFL 情報の表示
表 117：OBFL 情報を表示するためのコマンド

コマンド

目的

show logging onboard [module[switch-number ]]clilog

スタンドアロン スイッチま
たは指定されたスタック メ
ンバで入力された OBFL CLI
コマンドを表示します。

Switch# show logging onboard

1 clilog

show logging onboard [module[switch-number ]] environment
Switch# show logging onboard 1 environment

show logging onboard [module[switch-number ]] message
Switch# show logging onboard 1 message
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ンバおよび接続されている
すべての FRU デバイスの
UDI 情報、PID、VID、およ
びシリアル番号を表示しま
す。
スタンドアロン スイッチま
たは指定されたスタック メ
ンバによって生成された
ハードウェア関連のメッ
セージを表示します。
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コマンド

目的

show logging onboard [module[switch-number ]] poe

スタンドアロン スイッチま
たは指定されたスタック メ
ンバの PoE ポートの消費電
力を表示します。

Switch# show logging onboard 1 poe

show logging onboard [module[switch-number ]] temperature
Switch# show logging onboard 1 temperature

show logging onboard [module[switch-number ]] uptime
Switch# show logging onboard 1 uptime

show logging onboard [module[switch-number ]] voltage
Switch# show logging onboard 1 voltage

show logging onboard [module[switch-number ]] continuous
Switch# show logging onboard 1 continuous

show logging onboard [module[switch-number ]] detail
Switch# show logging onboard 1 detail

show logging onboard [module[switch-number ]] endhh:mm:ss
Switch# show logging onboard 1
end 13:00:15 jul 2013

show logging onboard [module[switch-number ]]
Switch# show logging
onboard 1

スタンドアロン スイッチま
たは指定されたスタック メ
ンバの温度を表示します。
スタンドアロン スイッチま
たは指定されたスタック メ
ンバが起動した時刻、スタ
ンドアロン スイッチまたは
指定されたスタック メンバ
が再起動された理由、およ
びスタンドアロン スイッチ
または指定されたスタック
メンバが最後に再起動され
て以来の稼働時間を表示し
ます。
スタンドアロン スイッチま
たは指定されたスタック メ
ンバのシステム電圧を表示
します。
連続ファイルのデータを表
示します。
連続データおよびサマリー
データの両方を表示しま
す。
スタンドアロン スイッチま
たは指定したスタック メン
バの終了日時を表示しま
す。
システム内で指定されてい
るスイッチに関する OBFL
情報を表示します。
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コマンド

目的

show logging onboard [module[switch-number ]] raw

スタンドアロン スイッチま
たは指定したスタック メン
バの raw 情報を表示しま
す。

Switch# show logging
onboard 1 raw

show logging onboard [module[switch-number ]] start
Switch# show logging
onboard 1 start 13:00:10 jul 2013

show logging onboard [module[switch-number ]] status
Switch# show logging onboard 1 status

show logging onboard [module[switch-number ]] summary
Switch# show logging onboard 1 summary

スタンドアロン スイッチま
たは指定したスタック メン
バの開始日時を表示しま
す。
スタンドアロン スイッチま
たは指定したスタック メン
バのステータス情報を表示
します。
サマリー ファイルの両方の
データを表示します。

詳細については、『Catalyst 2960-X Switch System Management Command Reference』を参照してくだ
さい。

例：高い CPU 使用率に関する問題と原因の確認
CPU 使用率が高いことが問題となっているかどうか判別するには、show processes cpu sorted 特権
EXEC コマンドを入力します。出力例の 1 行目にある下線が付いた部分に注目してください。
Switch# show processes cpu sorted
CPU utilization for five seconds: 8%/0%; one minute: 7%; five minutes: 8%
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
309 42289103 752750 56180 1.75% 1.20% 1.22% 0 RIP Timers
140 8820183 4942081 1784 0.63% 0.37% 0.30% 0 HRPC qos request
100 3427318 16150534 212 0.47% 0.14% 0.11% 0 HRPC pm-counters
192 3093252 14081112 219 0.31% 0.14% 0.11% 0 Spanning Tree
143 8 37 216 0.15% 0.01% 0.00% 0 Exec
...
<output truncated>

この例は、正常な CPU 使用率を示しています。この出力によると、最後の 5 秒間の使用率が 8%/0%
となっていますが、この意味は次のとおりです。
• Cisco IOS の処理時間と割り込みの処理にかかった時間を合わせた CPU の合計の使用率は全
体の 8%
• 割り込みの処理にかかった時間は全体の 0%
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表 118：CPU 使用率に関する問題のトラブルシューティング

問題のタイプ

Cause

修正措置

割り込みのパーセント値が合計 CPU がネットワークから受信
の CPU 使用率の値とほぼ同程 するパケット数が多すぎる。
度に高い

ネットワーク パケットのソー
スを判別する。データの流れを
遮断するか、スイッチの設定を
変更します。「Analyzing
Network Traffic（ネットワーク
トラフィックの解析）」の項を
参照してください。

割り込みの所要時間は最小限で CPU 時間を過度に消費する
あったにもかかわらず CPU の Cisco IOS 処理が 1 つ以上存在
合計使用率が 50% を超える
する。これは通常、処理をアク
ティブ化するイベントによって
始動されます。

異常なイベントを特定して根本
的な原因を解消する。
「Debugging Active Processes
（アクティブなプロセスのデ
バッグ）」のセクションを参照
してください。
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ソフトウェア設定のトラブルシューティングのシナリオ
Power over Ethernet（PoE）に関するトラブルシューティングのシナリオ
表 119：Power over Ethernet に関するトラブルシューティングのシナリオ

症状または問題

考えられる原因と解決法

PoE がないポートは 1 つに限りま この受電デバイスが他の PoE ポートで動作するかを確認す
せん。
る。
1 つのスイッチ ポートに限り問題
が発生する。このポートでは PoE
装置と PoE 非対応の装置のいずれ
も動作しないが、他のポートでは
動作します。

show run、または show interface status ユーザ EXEC コマン
ドを使用して、ポートがシャットダウンしていないか、また
は error-disabled になっていないかを確認します。
（注）

ほとんどのスイッチはポートがシャットダウンし
ているときはポートの電力供給をオフにします。
これは、IEEE 仕様でこれがオプションに指定され
ている場合も同様です。
受電デバイスからスイッチ ポートまでのイーサネット ケー
ブルの動作が正常であることを確認します。具体的には、既
知の正常な PoE 非対応のイーサネット装置とイーサネット
ケーブルを接続して、受電デバイスがリンクを確立し他のホ
ストとトラフィックを交換することを確認します。
スイッチのフロント パネルから受電デバイスまでのケーブ
ル長の合計が 100 メートル以下であることを確認します。
スイッチ ポートからイーサネット ケーブルを外します。短
いイーサネット ケーブルを使用して、既知の正常なイーサ
ネット装置を、スイッチのフロント パネルの（パッチ パネ
ルではない）このポートに直接接続します。これによって
イーサネット リンクが確立され他のホストとトラフィック
を交換できることを確認します。あるいは、ポートの VLAN
SVI で ping を実行してください。次に、受電デバイスをこの
ポートに接続し、電源がオンになることを確認します。
パッチ コードをスイッチ ポートに接続しても受電デバイス
の電源がオンにならない場合、接続する受電デバイスの合計
数とスイッチの電力バジェット（使用可能な PoE）とを比較
してください。show inline power コマンドを使用して、利用
可能な電源の量を確認します。
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症状または問題

考えられる原因と解決法

すべてのポートまたは 1 つのポー
ト グループで PoE が機能しない。
すべてのスイッチ ポートで問題が
発生する。電力が供給されていな
いイーサネット装置がどのポート
でもイーサネット リンクを確立で
きず、PoE 装置の電源がオンにな
りません。

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーション
ガイド
1453

ソフトウェア設定のトラブルシューティングのシナリオ

症状または問題

考えられる原因と解決法
電力に関するアラームが継続的に発生する、断続的に発生す
る、または再発する場合は、可能であれば電源モジュールを
交換します（現場交換可能ユニットです）。そうでない場合
はスイッチを交換してください。
連続する複数のポートで問題があるものの、すべてのポート
で問題が発生するわけではない場合、電源の故障ではないと
考えられ、スイッチの PoE レギュレータに関連した異常の可
能性があります。
PoE の状況やステータスの変更について過去に報告されてい
るアラームまたはシステムメッセージを確認するには、show
log 特権 EXEC コマンドを使用します。
アラームがない場合は、show interface status コマンドを使用
して、ポートがシャットダウンしていないか errdisable になっ
ていないかを確認します。ポートが error-disabled の場合、
shut および no shut インターフェイス コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用してポートを再びイネーブルにします。
特権 EXEC コマンドの show env power および show power
inline を使用して、PoE のステータスおよび電力バジェット
（使用可能な PoE）を調べます。
実行コンフィギュレーションを調べて power inline never が
このポートに設定されていないことを確認します。
受電していないイーサネット装置をスイッチ ポートに直接
接続します。接続には短いパッチ コードだけを使用します。
既存の配線ケーブルは使用しないでください。shut および
no shut インターフェイス コンフィギュレーション コマンド
を入力し、イーサネット リンクが確立されていることを確
認します。正しく接続している場合、短いパッチ コードを
使用して受電デバイスをこのポートに接続し、電源がオンに
なることを確認します。装置の電源がオンになったら、すべ
ての中間パッチ パネルが正しく接続されているか確認して
ください。
1 本を除くすべてのイーサネット ケーブルをスイッチ ポー
トから抜きます。短いパッチ コードを使用して、1 つの PoE
ポートにだけ受電デバイスを接続します。スイッチ ポート
からの受電に比較して、受電デバイスが多くの電力を必要と
しないことを確認してください。
show power inline 特権 EXEC コマンドを使用して、ポートが
シャットダウンしていない場合に、受電デバイスに電力が供
給されることを確認します。あるいは、受電デバイスを観察
して電源がオンになることを確認してください。
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症状または問題

考えられる原因と解決法
1 台の受電デバイスだけがスイッチに接続しているときに電
力が供給される場合、残りのポートで shut および no shut イ
ンターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力し
てから、イーサネット ケーブルをスイッチの PoE ポートに
1 本ずつ再び接続してください。show interface status および
show power inline 特権 EXEC コマンドを使用して、インライ
ン電源の統計情報およびポートの状態をモニタします。
すべてのポートで、まだ PoE が機能しない場合は、電源装置
の PoE セクションでヒューズを開くことができる場合があり
ます。この場合、アラームが生成されるのが一般的です。過
去にシステム メッセージでアラームが報告されていないか、
ログをもう一度チェックしてください。

Cisco IP Phone が切断またはリセッ スイッチから受電デバイスまでのすべての電気系統を確認し
トされる。
てください。信頼性の低い接続は、電力供給の中断や受電デ
正常に動作した後で、Cisco phone バイスの機能が不安定になる原因となり、受電デバイスの断
またはワイヤレス アクセス ポイン 続的な切断やリロードなどが発生します。
トが断続的にリロードしたり、PoE スイッチ ポートから受電デバイスまでのケーブル長が 100
から切断されたりします。
メートル以下であることを確認してください。
スイッチが配置されている場所で電気環境にどのような変化
があるか、切断時に、受電デバイスに何が起きるかについて
注意してください。
切断と同時にエラー メッセージが表示されたか注意します。
show log 特権 EXEC コマンドを使用してエラー メッセージ
を確認します。
リロードの発生直前に IP Phone から Call Manager へのアクセ
スが失われていないか確認してください（PoE の障害ではな
くネットワークに問題が発生している場合があります）。
受電デバイスを PoE 非対応の装置に交換し、装置が正しく動
作することを確認します。PoE 非対応の装置にリンク障害ま
たは高いエラー率がある場合、スイッチ ポートと受電デバ
イスを接続する信頼性の低いケーブル接続が問題の可能性が
あります。
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症状または問題

考えられる原因と解決法

シスコ以外の受電デバイスがシス show power inline コマンドを使用して、受電デバイスの接続
コ PoE スイッチで動作しない。
前後に、スイッチの電力バジェット（使用可能な PoE）が使
シスコ PoE スイッチに接続するシ い果たされていないか確認してください。受電デバイスを接
スコ以外の受電デバイスに電源が 続する前に、このタイプの装置に十分な電力が使用可能であ
供給されないか、電源投入後すぐ ることを確認します。
に電源が切れます。PoE 非対応装 show interface status コマンドを使用して、接続されている受
置は正常に動作します。
電デバイスをスイッチが検出することを確認します。
show log コマンドを使用して、ポートの過電流状態を報告し
たシステム メッセージがないか確認します。症状を正確に
特定してください。最初に電力が受電デバイスに供給され、
その後、切断される状態ですか。その場合は、問題は最初の
サージ電流（突入電流）が原因で、ポートの電流上限しきい
値が超過した可能性があります。

関連トピック
Power over Ethernet（PoE）ポート, （1424 ページ）

ソフトウェアのトラブルシューティングの設定例
例：IP ホストの ping
次に、IP ホストに ping を実行する例を示します。
Switch# ping 172.20.52.3
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 172.20.52.3, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms
Switch#

表 120：Ping の出力表示文字

文字

説明

!

感嘆符 1 個につき 1 回の応答を受信したことを
示します。

.

ピリオド 1 個につき応答待ちの間にネットワー
ク サーバのタイムアウトが 1 回発生したことを
示します。
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文字

説明

U

宛先到達不能エラー PDU を受信したことを示
します。

C

輻輳に遭遇したパケットを受信したことを示し
ます。

I

ユーザによりテストが中断されたことを示しま
す。

?

パケット タイプが不明です。

&

パケットの存続時間を超過したことを示しま
す。

ping セッションを終了するには、エスケープ シーケンス（デフォルトでは Ctrl+^ X）を入力して
ください。Ctrl キー、Shift キー、および 6 キーを同時に押してから放し、その後 X キーを押しま
す。
関連トピック
ping, （1425 ページ）
ping の実行, （1444 ページ）

例：IP ホストに対する traceroute の実行
次に、IP ホストに traceroute を実行する例を示します。
Switch# traceroute ip 192.0.2.10
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 192.0.2.10
1
2
3
4

192.0.2.1 0 msec 0 msec 4 msec
192.0.2.203 12 msec 8 msec 0 msec
192.0.2.100 4 msec 0 msec 0 msec
192.0.2.10 0 msec 4 msec 0 msec

ディスプレイには、送信される 3 つのプローブごとに、ホップ カウント、ルータの IP アドレス、
およびラウンドトリップ タイム（ミリ秒単位）が表示されます。
表 121：traceroute の出力表示文字

文字

説明

*

プローブがタイムアウトになりました。

?

パケット タイプが不明です。
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文字

説明

A

管理上、到達不能です。通常、この出力は、ア
クセス リストがトラフィックをブロックしてい
ることを表しています。

H

ホストが到達不能です。

N

ネットワークが到達不能です。

P

プロトコルが到達不能です。

Q

発信元。

U

ポートが到達不能です。

実行中の追跡を終了するには、エスケープ シーケンス（デフォルトでは Ctrl+^ X）を入力してく
ださい。Ctrl キー、Shift キー、および 6 キーを同時に押してから放し、その後 X キーを押しま
す。
関連トピック
IP Traceroute, （1427 ページ）
IP traceroute の実行, （1446 ページ）

例：すべてのシステム診断をイネーブルにする

注意

デバッグ出力は他のネットワーク トラフィックより優先され、debug all 特権 EXEC コマンド
は他の debug コマンドより出力が大量になるので、スイッチのパフォーマンスが極度に低下し
たり、場合によっては使用不能になったりすることがあります。状況にかかわらず、特定性の
高い debug コマンドを使用するのが原則です。
このコマンドは、すべてのシステム診断をディセーブルにします。
Switch# debug all

no debug all 特権 EXEC コマンドを使用すると、すべての診断出力がディセーブルになります。い
ずれかの debug コマンドが誤ってイネーブルのままにならないようにするには、no debug all コマ
ンドを使用すると便利です。
関連トピック
debug コマンド, （1429 ページ）
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ソフトウェア設定のトラブルシューティングに関する追加情報
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

トラブルシューティング コマンド

Catalyst 2960-X Switch System
Management Command Reference

インターフェイスおよびハードウェア コンポーネント コンフィ Catalyst 2960-X Switch Interface
and Hardware Component
ギュレーション
Configuration Guide
プラットフォームに依存しないコマンド リファレンス

Cisco IOS 15.3M&T Command
References

プラットフォームに依存しない設定情報

Cisco IOS 15.3M&T Configuration
Guides

標準および RFC
標準/RFC

タイトル

なし

—

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探して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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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

ソフトウェア設定のトラブルシューティングの機能履歴と情報
リリース

変更内容

Cisco IOS Release 15.0(2)EXCisco IOS Release 15.2(5)E

この機能が導入されました。
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レーション ファイル、およびソフトウェア
イメージの操作
• Cisco IOS ファイル システム、コンフィギュレーション ファイル、およびソフトウェア イ
メージの操作, 1463 ページ
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章

Cisco IOS ファイル システム、コンフィギュ
レーション ファイル、およびソフトウェア
イメージの操作
• フラッシュ ファイル システムの操作, 1463 ページ
• 設定ファイルの取り扱い, 1474 ページ
• コンフィギュレーションの交換およびロール バック, 1488 ページ
• ソフトウェア イメージの操作, 1494 ページ
• TFTP によるイメージ ファイルのコピー, 1496 ページ
• FTP によるイメージ ファイルのコピー, 1501 ページ
• RCP によるイメージ ファイルのコピー, 1508 ページ
• あるスタック メンバーから別のスタック メンバーのイメージ ファイルのコピー, 1514 ペー
ジ

フラッシュ ファイル システムの操作
•

フラッシュ ファイル システムについて
フラッシュ ファイル システムは、ファイルを格納できる単一のフラッシュ デバイスです。ソフ
トウェアバンドルおよびコンフィギュレーションファイルの管理に役立つ複数のコマンドも備え
ています。スイッチのデフォルトのフラッシュ ファイル システムは flash: です。
アクティブなスイッチまたは任意のスタック メンバから参照できる flash: は、ローカル フラッ
シュデバイスを指します。これは、ファイルシステムが参照されているのと同じスイッチに接続
されているデバイスです。スイッチ スタックでは、さまざまなスタック メンバからの各フラッ
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シュ デバイスを、アクティブなスイッチから参照できます。これらのフラッシュ ファイル シス
テムの名前には、対応するスイッチ メンバ番号が含まれています。たとえば、アクティブなス
イッチから参照できる flash-3: は、スタック メンバ 3 にある flash: と同じファイル システムを指
します。スイッチ スタックにあるフラッシュ ファイル システムを含むすべてのファイル システ
ムのリストを表示するには、show file systems 特権 EXEC コマンドを使用します。
スイッチ スタックでは、一度に 1 人のユーザのみが、ソフトウェア のバンドルおよび設定ファイ
ルを管理できます。

使用可能なファイル システムの表示
スイッチ で使用可能なファイル システムを表示するには、show file systems 特権 EXEC コマンド
を使用します（次のスタンドアロン スイッチ の例を参照）。
Switch# show file systems
File Systems:
Size(b)
Free(b)
*
15998976
5135872
524288
520138
-

Type
flash
opaque
opaque
nvram
network
opaque
opaque
opaque
opaque

Flags
rw
rw
rw
rw
rw
rw
rw
ro
ro

Prefixes
flash:
bs:
vb:
nvram:
tftp:
null:
system:
xmodem:
ymodem:

次の例では、スイッチ スタックを示します。この例では、アクティブな スイッチ がスタック メ
ンバ 1 です。スタック メンバ 2 のファイル システムはフラッシュ 2 として表示されます。スタッ
ク メンバ 3 のファイル システムはフラッシュ 3 として表示されます。メンバ数 9 のスタックの場
合、スタック メンバ 9 のファイルは、フラッシュ 9 として同様にそれぞれ表示されます。また、
この例では、次のように、crashinfo ディレクトリと、アクティブな スイッチ に接続された USB
フラッシュ ドライブも示します。
Switch# show file
File Systems:
Size(b)
145898496
248512512
146014208
146014208
146014208
248512512
146014208
146276352
146276352
*
741621760
1622147072
729546752
729546752
729546752
1622147072
729546752
1749549056
1749549056
0
-

systems
Free(b)
5479424
85983232
17301504
0
1572864
30932992
6291456
15728640
73400320
481730560
1360527360
469762048
469762048
469762048
1340604416
469762048
1487929344
1487929344
0
-

Type
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk

Flags
rw
rw
rw
rw
rw
rw
rw
rw
rw
rw
rw
rw
rw
rw
rw
rw
rw
rw
rw
rw
rw
rw
rw

Prefixes
crashinfo:crashinfo-1:
crashinfo-2:stby-crashinfo:
crashinfo-3:
crashinfo-4:
crashinfo-5:
crashinfo-6:
crashinfo-7:
crashinfo-8:
crashinfo-9:
flash:flash-1:
flash-2:stby-flash:
flash-3:
flash-4:
flash-5:
flash-6:
flash-7:
flash-8:
flash-9:
unix:
usbflash0:usbflash0-1:
usbflash0-2: stby-usbflash0:
usbflash0-3:
usbflash0-4:
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0
2097152
2097152
-

0
2055643
2055643
-

disk
disk
disk
disk
disk
disk
opaque
opaque
nvram
nvram
opaque
opaque
network
nvram
opaque
network
network
network
network
network
opaque
opaque

rw
rw
rw
rw
rw
ro
rw
rw
rw
rw
rw
ro
rw
rw
wo
rw
rw
rw
rw
rw
ro
rw

usbflash0-5:
usbflash0-6:
usbflash0-7:
usbflash0-8:
usbflash0-9:
webui:
system:
tmpsys:
stby-nvram:
stby-rcsf:
null:
tar:
tftp:
nvram:
syslog:
rcp:
http:
ftp:
scp:
https:
cns:
revrcsf:

表 122：show file systems のフィールドの説明

フィールド

値

Size(b)

ファイル システムのメモリ サイズ（バイト単位）です。

Free(b)

ファイル システムの空きメモリ サイズ（バイト単位）です。

タイプ

ファイル システムのタイプです。
disk：ファイル システムは、フラッシュ メモリ デバイス、
USB フラッシュ、crashinfo ファイル用です。
network：ファイル システムは、FTP サーバや HTTP サーバ
などのネットワーク デバイス用です。
nvram：ファイル システムは NVRAM（不揮発性 RAM）デバ
イス用です。
opaque：ファイル システムは、ローカルに生成された pseudo
ファイル システム（system など）、またはダウンロード イン
ターフェイス（brimux など）です。
unknown：ファイル システムのタイプは不明です。

Flags

ファイル システムの権限です。
ro：読み取り専用です。
rw：読み取りおよび書き込みです。
wo：書き込み専用です。
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フィールド

値

Prefixes

ファイル システムのエイリアスです。
crashinfo：crashinfo ファイルです。
flash: ：フラッシュ ファイル システムです。
ftp：FTP サーバです。
http：HTTP サーバです。
https：セキュア HTTP サーバです。
nvram: ：NVRAM です。
null: ：コピーのヌル宛先です。リモート ファイルをヌルへコ
ピーして、サイズを判別できます。
rcp：Remote Copy Protocol（RCP）サーバです。
scp：Session Control Protocol（SCP）サーバです。
system: ：実行コンフィギュレーションを含むシステム メモ
リが格納されています。
tftp: ：TFTP ネットワーク サーバです。
usbflash0：USB フラッシュ メモリです。
xmodem: ：XMODEM プロトコルを使用して、ネットワーク
マシンからファイルを取得します。
ymodem: ：YMODEM プロトコルを使用して、ネットワーク
マシンからファイルを取得します。

デフォルト ファイル システムの設定
デフォルトのファイルシステムとして使用されるファイルシステムまたはディレクトリを指定す
るには、cd filesystem: 特権 EXEC コマンドを使用します。デフォルト ファイル システムを設定す
ると、関連するコマンドを実行するときに filesystem: 引数を省略できます。たとえば、オプショ
ンの filesystem: 引数を持つすべての特権 EXEC コマンドでは、cd コマンドで指定されたファイル
システムが使用されます。
デフォルトでは、デフォルト ファイル システムは flash: です。
cd コマンドで指定された現在のデフォルトのファイル システムを表示するには、pwd 特権 EXEC
コマンドを使用します。

ファイル システムのファイルに関する情報の表示
ファイル システムの内容を操作する前に、そのリストを表示できます。たとえば、新しいコン
フィギュレーション ファイルをフラッシュ メモリにコピーする前に、ファイル システムに同じ
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名前のコンフィギュレーション ファイルが格納されていないことを確認できます。同様に、フ
ラッシュ コンフィギュレーション ファイルを別の場所にコピーする前に、ファイル名を確認し
て、その名前を別のコマンドで使用できます。ファイル システムのファイルに関する情報を表示
するには、次の表に記載する特権 EXEC コマンドのいずれかを使用します。
表 123：ファイルに関する情報を表示するためのコマンド

コマンド

説明

dir [/all]
[filesystem:filename]

ファイル システムのファイル リストを表示します。

show file systems

ファイル システムのファイルごとの詳細を表示します。

show file information
file-url

特定のファイルに関する情報を表示します。

show file descriptors

開いているファイルの記述子のリストを表示します。ファイル記述子は
開いているファイルの内部表現です。このコマンドを使用して、別の
ユーザによってファイルが開かれているかどうかを調べることができま
す。

ディレクトリの変更および作業ディレクトリの表示
ディレクトリを変更し、作業ディレクトリを表示するには、次の手順を実行します。

手順の概要
1. enable
2. dir filesystem:
3. cd directory_name
4. pwd
5. cd

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。パスワードを入力し
ます（要求された場合）。

例：
Switch> enable
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ステップ 2

ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

dir filesystem:

指定されたファイル システムのディレクトリを表示します。

例：

filesystem: には、システム ボードのフラッシュ デバイスの flash:
を使用します。

Switch# dir flash:

スタックのスイッチメンバのフラッシュ パーティションにアク
セスするには、flash-n を使用します。n は、スタック メンバ番号
を表します。例えば、flash-4。

cd directory_name

指定されたディレクトリへ移動します。

例：

コマンド例では、new_configs という名前のディレクトリに移動
する方法を示します。

Switch# cd new_configs

ステップ 4

pwd

作業ディレクトリを表示します。

例：
Switch# pwd

ステップ 5

cd

デフォルト ディレクトリに移動します。

例：
Switch# cd

ディレクトリの作成
特権 EXEC モードを開始して、ディレクトリを作成するには次の手順を実行します。

手順の概要
1. dir filesystem:
2. mkdir directory_name
3. dir filesystem:
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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

dir filesystem:

指定されたファイル システムのディレクトリを表示します。

例：

filesystem: には、システム ボードのフラッシュ デバイスの flash:
を使用します。

Switch# dir flash:

ステップ 2

mkdir directory_name

Switch# mkdir new_configs

新しいディレクトリを作成します。スラッシュ (/) 間に指定でき
るディレクトリ名は最大 45 文字で、大文字と小文字の区別が
あります。ディレクトリ名には制御文字、スペース、スラッ
シュ、引用符、セミコロン、またはコロンは使用できません。

dir filesystem:

入力を確認します。

例：

ステップ 3

例：
Switch# dir flash:

ディレクトリの削除
ディレクトリを、その内部のすべてのファイルおよびサブディレクトリとともに削除するには、
delete /force /recursivedelete /force /recursivefilesystem:/file-url 特権 EXEC コマンドを使用します。
名前で指定されたディレクトリを、その内部のすべてのサブディレクトリおよびファイルととも
に削除するには、/recursive キーワードを使用します。ディレクトリ内のファイルごとに表示され
る、削除を確認するためのプロンプトを省略するには、/force キーワードを使用します。この削除
プロセスを実行すると、最初に 1 度だけプロンプトが表示されます。
filesystem でシステム ボードのフラッシュ デバイスを指定する場合は、flash: を使用します。file-url
には、削除するディレクトリの名前を入力します。ディレクトリ内のすべてのファイルおよびディ
レクトリが削除されます。

注意

ディレクトリが削除された場合、その内容は回復できません。

ファイルのコピー
送信元から宛先にファイルをコピーするには、copy source-url destination-url 特権 EXEC コマンド
を使用します。送信元および宛先の URL には、running-config および startup-config キーワード
ショートカットを使用できます。たとえば、copy running-config startup-config コマンドを実行す
ると、現在の実行コンフィギュレーション ファイルがフラッシュ メモリの NVRAM セクション
に保存され、システム初期化中のコンフィギュレーションとして使用されます。
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XMODEM または YMODEM プロトコルを使用するネットワーク マシンのファイルに対する送信
元として特殊なファイル システム（xmodem:、ymodem:）を指定し、そこからコピーすることも
できます。
ネットワーク ファイル システムの URL には、ftp: 、rcp: 、tftp などがあり、構文は次のとおりで
す。
• FTP：ftp:[[//username [:password]@location]/directory]/filename
• RCP：rcp:[[//username@location]/directory]/filename
• TFTP：tftp:[[//location]/directory]/filename
ローカルにある書き込み可能なファイル システムには flash: などがあります。
送信元および宛先の組み合わせによっては、無効な場合があります。特に、次に示す組み合わせ
の場合は、コピーできません。
• 実行コンフィギュレーションから実行コンフィギュレーションへ
• スタートアップ コンフィギュレーションからスタートアップ コンフィギュレーションへ
• デバイスから同じ名前のデバイスへ（たとえば、copy flash: flash: コマンドは無効）

スタック内のSwitchから同じスタックの別のSwitchにファイルをコピーする
スタック内のあるスイッチから同じスタック内の別のスイッチにファイルをコピーするには、
flash-X: 表記を使用します。X はスイッチ番号です。
スタック内のすべてのスイッチを表示するには、9 メンバー スイッチ スタックの例のように、特
権 EXEC モードで show switch コマンドを使用します。
Switch# show switch
Switch/Stack Mac Address : 0006.f6b9.b580 - Local Mac Address Mac persistency wait time:
Indefinite
H/W
Current
Switch#
Role
Mac Address
Priority Version State
-----------------------------------------------------------*1
Active
0006.f6b9.b580
15
P3B
Ready
2
Standby 0006.f6ba.0c80
14
P3B
Ready
3
Member
0006.f6ba.3300
7
P3B
Ready
4
Member
0006.f6b9.df80
6
P3B
Ready
5
Member
0006.f6ba.3880
13
P1A
Ready
6
Member
1ce6.c7b6.ef00
4
PP
Ready
7
Member
2037.06ce.2580
3
P2A
Ready
8
Member
2037.0653.7e00
2
P5A
Ready
9
Member
2037.0653.9280
1
P5B
Ready

特定のスイッチのコピー可能なすべてのファイル システムを表示するには、次に示す 5 メンバー
スタックの例のように、copy コマンドを使用します。
Switch# copy flash: ?
crashinfo-1:
Copy
crashinfo-2:
Copy
crashinfo-3:
Copy
crashinfo-4:
Copy
crashinfo-5:
Copy
crashinfo:
Copy

to
to
to
to
to
to

crashinfo-1: file system
crashinfo-2: file system
crashinfo-3: file system
crashinfo-4: file system
crashinfo-5: file system
crashinfo: file system
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flash-1:
flash-2:
flash-3:
flash-4:
flash-5:
flash:
ftp:
http:
https:
null:
nvram:
rcp:
revrcsf:
running-config
scp:
startup-config
stby-crashinfo:
stby-flash:
stby-nvram:
stby-rcsf:
stby-usbflash0:
syslog:
system:
tftp:
tmpsys:
usbflash0-1:
usbflash0-2:
usbflash0-3:
usbflash0-4:
usbflash0-5:
usbflash0:

Copy to flash-1: file system
Copy to flash-2: file system
Copy to flash-3: file system
Copy to flash-4: file system
Copy to flash-5: file system
Copy to flash: file system
Copy to ftp: file system
Copy to http: file system
Copy to https: file system
Copy to null: file system
Copy to nvram: file system
Copy to rcp: file system
Copy to revrcsf: file system
Update (merge with) current system configuration
Copy to scp: file system
Copy to startup configuration
Copy to stby-crashinfo: file system
Copy to stby-flash: file system
Copy to stby-nvram: file system
Copy to stby-rcsf: file system
Copy to stby-usbflash0: file system
Copy to syslog: file system
Copy to system: file system
Copy to tftp: file system
Copy to tmpsys: file system
Copy to usbflash0-1: file system
Copy to usbflash0-2: file system
Copy to usbflash0-3: file system
Copy to usbflash0-4: file system
Copy to usbflash0-5: file system
Copy to usbflash0: file system

Switch#

次の例では、スイッチ 2 のフラッシュ パーティションに保存されているコンフィギュレーション
ファイルをスイッチ 4 のフラッシュ パーティションにコピーする方法を示しています。スイッチ
2 とスイッチ 4 が同じスタック内にあるとします。
Switch# copy flash-2:config.txt flash-4:config.txt

ファイルの削除
フラッシュメモリデバイスのファイルが不要になった場合は、そのファイルを永久に削除できま
す。指定されたフラッシュ デバイスからファイルまたはディレクトリを削除するには、delete
[/force] [/recursive] [filesystem:]/file-url 特権 EXEC コマンドを使用します。
ディレクトリを、その内部のすべてのサブディレクトリやファイルとともに削除するには、/recursive
キーワードを使用します。ディレクトリ内のファイルごとに表示される、削除を確認するための
プロンプトを省略するには、 /force キーワードを使用します。この削除プロセスを実行すると、
最初に 1 度だけプロンプトが表示されます。/force キーワードおよび /recursive キーワードを使用
して、archive download-sw コマンドを使用してインストールされ、不要になった古いソフトウェ
ア イメージを削除します。
filesystem: オプションを省略すると、スイッチは cd コマンドで指定したデフォルトのデバイスを
使用します。file-url には、削除するファイルのパス（ディレクトリ）および名前を指定します。
ファイルを削除しようとすると、削除の確認を求めるプロンプトが表示されます。

注意

ファイルが削除された場合、その内容は回復できません。
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ここでは、デフォルトのフラッシュ メモリ デバイスからファイル myconfig を削除する例を示しま
す。
Switch# delete myconfig

ファイルの作成、表示および抽出
ファイルを作成してそこにファイルを書き込んだり、ファイル内のファイルをリスト表示したり、
ファイルからファイルを抽出したりできます（次の項を参照）。
ファイルの作成、内容の表示、およびファイルの抽出を行うには、特権 EXEC コマンドで次の手
順を実行します。

手順の概要
1. archive tar /create destination-urlflash: /file-url
2. archive tar /table source-url
3. archive tar /xtract source-url flash:/file-url [dir/file...]
4. more [ /ascii | /binary | /ebcdic] /file-url

手順の詳細

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

archive tar /create
destination-urlflash: /file-url

ファイルを作成し、そこにファイルを追加します。

例：
スイッチ# archive tar /create
tftp:172.20.10.30/saved.
flash:/new-configs

destination-url には、ローカルまたはネットワーク ファイル システムの宛先
URL のエイリアス、および作成するファイルの名前を指定します。
• ローカル フラッシュ ファイル システム構文
flash:
• FTP 構文
ftp:[[//username[:password]@location]/directory]/-filename.
• RCP 構文
rcp:[[//username@location]/directory]/-filename.
• TFTP 構文
tftp:[[//location]/directory]/-filename.
flash:/file-url には、ローカル フラッシュ ファイル システム上の、新しいファ
イルが作成される場所を指定します。送信元ディレクトリ内に格納されてい
る任意のファイルまたはディレクトリの一覧を指定して、新しいファイルに
追加することもできます。何も指定しないと、このレベルにおけるすべての
ファイルおよびディレクトリが、新規に作成されたファイルに書き込まれま
す。
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ステッ
プ2

コマンドまたはアクション

目的

archive tar /table source-url

ファイルの内容を表示します。

例：
スイッチ# archive tar /table
flash: /new_configs

source-url には、ローカル ファイル システムまたはネットワーク ファイル
システムの送信元 URL エイリアスを指定します。-filename. は、表示するファ
イルです。次のオプションがサポートされています。
• ローカル フラッシュ ファイル システム構文
flash:
• FTP 構文
ftp:[[//username[:password]@location]/directory]/-filename.
• RCP 構文
rcp:[[//username@location]/directory]/-filename.
• TFTP 構文
tftp:[[//location]/directory]/-filename.
ファイルのあとにファイルまたはディレクトリのリストを指定して、ファイ
ルの表示を制限することもできます。指定したファイルだけが表示されま
す。何も指定しないと、すべてのファイルおよびディレクトリが表示されま
す。

ステッ
プ3

archive tar /xtract source-url
flash:/file-url [dir/file...]
例：
スイッチ# archive tar /xtract
tftp:/172.20.10.30/saved.
flash:/new-configs

ファイルをフラッシュ ファイル システム上のディレクトリに抽出します。
source-url には、ローカル ファイル システムの送信元 URL のエイリアスを
指定します。-filename. は、ファイルの抽出元のファイルです。次のオプショ
ンがサポートされています。
• ローカル フラッシュ ファイル システム構文
flash:
• FTP 構文
ftp:[[//username[:password]@location]/directory]/-filename.
• RCP 構文
rcp:[[//username@location]/directory]/-filename.
• TFTP 構文
tftp:[[//location]/directory]/-filename.
flash:/file-url [dir/file...] には、ファイルの抽出元にするローカル フラッシュ
ファイル システム上の場所を指定します。抽出対象のファイル内のファイル
またはディレクトリのリストを指定するには、dir/file... オプションを使用し
ます。何も指定されないと、すべてのファイルとディレクトリが抽出されま
す。
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コマンドまたはアクション
ステッ
プ4

目的

more [ /ascii | /binary | /ebcdic] リモート ファイル システム上のファイルを含めて、読み取り可能なファイ
/file-url
ルの内容を表示します。
例：
スイッチ# more
flash:/new-configs

設定ファイルの取り扱い
コンフィギュレーション ファイルに関する情報
コンフィギュレーション ファイルには、Cisco IOS ソフトウェアの機能をカスタマイズするために
入力されたコマンドが格納されています。基本的なコンフィギュレーション ファイルを作成する
には、setup プログラムを使用するか、または setup 特権 EXEC コマンドを使用します。
TFTP、FTP、または RCP サーバから、スイッチの実行コンフィギュレーションまたはスタート
アップコンフィギュレーションにコンフィギュレーションファイルをコピー（ダウンロード）で
きます。次のいずれかの目的でこの操作が必要になります。
• バックアップ コンフィギュレーション ファイルを復元するため。
• コンフィギュレーション ファイルを別のスイッチに使用するため。たとえば、ネットワーク
に別のスイッチを追加して、元のスイッチと同じ設定にできます。ファイルを新しいスイッ
チにコピーすると、ファイル全体を再作成しないで、関連部分を変更できます。
• すべてのスイッチのコンフィギュレーションが同じになるように、ネットワーク内のすべて
のスイッチに同じコンフィギュレーション コマンドをロードするため。
スイッチからファイルサーバにコンフィギュレーションファイルをコピー（アップロード）する
には、TFTP、FTP、または RCP を使用します。内容を変更する前に、現在のコンフィギュレー
ション ファイルをサーバにバックアップしておくと、後でサーバから元のコンフィギュレーショ
ン ファイルを復元できます。
使用するプロトコルは、使用中のサーバのタイプに応じて異なります。FTP および RCP トランス
ポート メカニズムを使用すると、TFTP よりもパフォーマンスが速く、データがより確実に配信
されます。これらの機能を実現するために、FTP および RCP はコネクション型の TCP/IP スタッ
クに基づいて構築され、このスタックが使用されています。
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コンフィギュレーション ファイルの作成および使用上の注意事項
コンフィギュレーション ファイルを作成すると、スイッチを設定するときに役立ちます。コン
フィギュレーション ファイルには、1 台または複数のスイッチを設定する場合に必要となるコマ
ンドの一部、またはすべてを格納できます。たとえば、同じハードウェア構成の複数のスイッチ
に、同じコンフィギュレーション ファイルをダウンロードできます。
コンフィギュレーション ファイルを作成するときは、次に示す注意事項に従ってください。
• スイッチを最初に設定する場合、コンソール ポートまたはイーサネット管理ポートから接続
することを推奨します。コンソール ポートまたはイーサネット管理ポートとの直接接続では
なく、ネットワーク接続を介してスイッチにアクセスする場合は、設定の変更（スイッチの
IPアドレスの変更やポートのディセーブル化など）によっては、スイッチとの接続が切断さ
れる可能性があることにご注意ください。
• スイッチにパスワードが設定されていない場合は、enable secret secret-password グローバル
コンフィギュレーション コマンドを使用して、パスワードを設定することを推奨します。

（注）

copy{ftp: | rcp: |tftp:} system:running-config 特権 EXEC コマンドを実行すると、コマンド ライ
ンにコマンドを入力した場合と同様に、スイッチにコンフィギュレーション ファイルがロー
ドされます。コマンドを追加するまで、既存の実行コンフィギュレーションは消去されませ
ん。コピーされたコンフィギュレーション ファイル内のコマンドによって既存のコンフィギュ
レーション ファイル内のコマンドが置き換えられると、既存のコマンドは消去されます。た
とえば、コピーされたコンフィギュレーション ファイルに格納されている特定のコマンドの
IP アドレスが、既存のコンフィギュレーションに格納されている IP アドレスと異なる場合は、
コピーされたコンフィギュレーション内の IP アドレスが使用されます。ただし、既存のコン
フィギュレーション内のコマンドの中には、置き換えたり無効にしたりできないものもありま
す。このようなコマンドがある場合は、既存のコンフィギュレーション ファイルとコピーさ
れたコンフィギュレーション ファイルが組み合わされた（コピーされたコンフィギュレーショ
ン ファイルが優先する）コンフィギュレーション ファイルが作成されます。
コンフィギュレーション ファイルを復元して、サーバに保存されたファイルの正確なコピー
を作成するには、コンフィギュレーション ファイルを直接スタートアップ コンフィギュレー
ションにコピーして（copy{ftp: | rcp: |tftp:} nvram:startup-config 特権 EXEC コマンドを使用）、
スイッチをリロードします。

コンフィギュレーション ファイルのタイプおよび場所
スタートアップコンフィギュレーションファイルは、ソフトウェアを設定するために、システム
の起動中に使用されます。実行コンフィギュレーション ファイルには、ソフトウェアの現在の設
定が格納されています。2 つのコンフィギュレーション ファイルは別々の設定にできます。たと
えば、一時的に設定を変更しなければならない場合があります。この場合は、実行コンフィギュ
レーションを変更した後、copy running-config startup-config 特権 EXEC コマンドによる設定の保存
は行わないようにします。
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実行コンフィギュレーションは DRAM に保存されますが、スタートアップ コンフィギュレーショ
ンはフラッシュ メモリの NVRAM セクションに保存されます。

テキスト エディタによるコンフィギュレーション ファイルの作成
コンフィギュレーション ファイルを作成する場合は、システムが適切に応答できるように、コマ
ンドを論理的に並べる必要があります。次に、コンフィギュレーション ファイルの作成方法の一
例を示します。

手順の概要
1.
2.
3.
4.
5.

手順の詳細
コマンドまたは 目的
アクション
ステップ 1

スイッチからサーバに既存のコンフィギュレーションをコピーします。

ステップ 2

UNIX の vi または emacs、PC のメモ帳などのテキスト エディタで、コンフィ
ギュレーション ファイルを開きます。

ステップ 3

目的のコマンドが格納されたコンフィギュレーション ファイルの一部を抽
出して、新しいファイルに保存します。

ステップ 4

コンフィギュレーション ファイルをサーバ内の適切な場所にコピーします。
たとえば、ファイルをワークステーションの TFTP ディレクトリ（UNIX ワー
クステーションの場合は、通常 /tftpboot）にコピーします。

ステップ 5

ファイルに関する権限が world-read に設定されていることを確認します。

TFTP によるコンフィギュレーション ファイルのコピー
作成したコンフィギュレーション ファイルを使用してスイッチを設定したり、別のスイッチから
ダウンロードしたり、TFTP サーバからダウンロードしたりすることが可能です。また、コンフィ
ギュレーション ファイルを TFTP サーバにコピー（アップロード）して、格納できます。
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TFTP によるコンフィギュレーション ファイルのダウンロードまたはアップロードの準備
TFTP を使用してコンフィギュレーション ファイルのダウンロードやアップロードを開始する前
に、次の作業を実行します。
• TFTP サーバとして機能しているワークステーションが適切に設定されていることを確認し
ます。Sun ワークステーションの場合、/etc/inetd.conf ファイル内に次の行が含まれているこ
とを確認します。
tftp dgram udp wait root /usr/etc/in.tftpd in.tftpd -p -s /tftpboot

/etc/services ファイルに次の行が含まれていることを確認します。
tftp 69/udp

（注）

/etc/inetd.conf および /etc/services ファイルを変更した後に、inetd デーモンを再
起動する必要があります。このデーモンを再起動するには、inetd プロセスを
終了して再起動するか、または fastboot コマンド（SunOS 4.x の場合）もしく
は reboot コマンド（Solaris 2.x もしくは SunOS 5.x の場合）を入力します。
TFTP デーモンの詳細については、ワークステーションのマニュアルを参照し
てください。

• スイッチに TFTP サーバへのルートが設定されているかどうかを確認します。サブネット間
でトラフィックをルーティングするようにルータを設定していない場合、スイッチと TFTP
サーバは同じサブネットに置かれていなければなりません。ping コマンドを使用して、TFTP
サーバへの接続をチェックします。
• ダウンロードするコンフィギュレーション ファイルが TFTP サーバ上の正しいディレクトリ
内にあることを確認します（UNIX ワークステーションの場合は、通常 /tftpboot）。
• ダウンロードを行う場合は、ファイルに関する権限が正しく設定されていることを確認しま
す。ファイルの権限は world-read でなければなりません。
• コンフィギュレーション ファイルをアップロードする前に、TFTP サーバに空のファイルを
作成する必要があります。空のファイルを作成するには、 touch filename コマンドを入力し
ます。filename の部分には、サーバにアップロードする際に使用するファイル名を指定しま
す。
• アップロード処理中に、サーバの既存のファイル（空のファイルを作成する必要があった場
合は、空のファイルを含む）を上書きする場合は、そのファイルに関する権限が正しく設定
されていることを確認します。ファイルの権限は world-write でなければなりません。

TFTP によるコンフィギュレーション ファイルのダウンロード
TFTP サーバからダウンロードしたコンフィギュレーション ファイルを使用してスイッチを設定
するには、次の手順を実行します。
•
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手順の概要
1.
2.
3.
4.

手順の詳細
コマンドまた 目的
はアクション
ステップ 1

コンフィギュレーション ファイルをワークステーションの適切な TFTP ディレクト
リにコピーします。

ステップ 2

TFTP サーバが適切に設定されていることを確認します。

ステップ 3

コンソール ポート、イーサネット管理ポート、または Telnet セッションを介して、
スイッチにログインします。

ステップ 4

TFTP サーバからコンフィギュレーション ファイルをダウンロードして、スイッチ
を設定します。
TFTP サーバの IP アドレスまたはホスト名、およびダウンロードするファイル名を
指定します。
次に示す特権 EXEC コマンドのいずれかを使用します。
copy tftp:[[[//location]/directory]/filename] system:running-config
copy tftp:[[[//location]/directory]/filename] nvram:startup-config
copy tftp:[[[//location]/directory]/filename] flash[n]:/directory/startup-config

flashn パラメータ（ flash3 など）は Catalyst 3750-E スイッチにのみ使用で
きます。
このコンフィギュレーション ファイルを実行すると、ダウンロードが実行され、
ファイルが行単位で解析されてコマンドが実行されます。
（注）

次に、IP アドレス 172.16.2.155 にあるファイル tokyo-confg からソフトウェアを設定する例を示し
ます。
Switch# copy tftp://172.16.2.155/tokyo-confg system:running-config
Configure using tokyo-confg from 172.16.2.155? [confirm] y
Booting tokyo-confg from 172.16.2.155:!!! [OK - 874/16000 bytes]

TFTP によるコンフィギュレーション ファイルのアップロード
スイッチから TFTP サーバにコンフィギュレーション ファイルをアップロードして格納するには、
次の手順を実行します。
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手順の概要
1.
2.
3.

手順の詳細
コマンドまた
はアクション

目的

ステップ 1

TFTP サーバが適切に設定されていることを確認します。

ステップ 2

コンソール ポート、イーサネット管理ポート、または Telnet セッションを介して、
スイッチにログインします
。

ステップ 3

スイッチのコンフィギュレーションを TFTP サーバにアップロードします。TFTP
サーバの IP アドレスまたはホスト名、および宛先ファイル名を指定します。
次に示す特権 EXEC コマンドのいずれかを使用します。
• copy system:running-config tftp:[[[//location]/directory]/filename]
• copy nvram:startup-config tftp:[[[//location]/directory]/filename]
• copy flash[n]:/directory/startup-config tftp:[[[//location]/directory]/filename]
flashn パラメータ（flash3 など）は Catalyst 3750-E スイッチにのみ
使用できます。
TFTP サーバにファイルがアップロードされます。
（注）

次に、スイッチから TFTP サーバにコンフィギュレーション ファイルをアップロードする例を示
します。
Switch# copy system:running-config tftp://172.16.2.155/tokyo-confg
Write file tokyo-confg on host 172.16.2.155? [confirm] y
#
Writing tokyo-confg!!! [OK]

switchから FTP サーバへのコンフィギュレーション ファイルのコピー
スイッチから FTP サーバへコンフィギュレーション ファイルをコピーできます。

FTP ユーザ名およびパスワードの概要
FTP プロトコルでは、FTP 要求ごとにリモート ユーザ名およびパスワードを、クライアントがサー
バに送信する必要があります。FTP を使用してスイッチからサーバへコンフィギュレーション

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーション
ガイド
1479

設定ファイルの取り扱い

ファイルをコピーする場合、Cisco IOS ソフトウェアは、次の順番で最初に発見した有効なユーザ
名を送信します。
1 copy EXEC コマンドで指定されたユーザ名（ユーザ名が指定されている場合）。
2 ip ftp username グローバル コンフィギュレーション コマンドで設定されたユーザ名（コマン
ドが設定されている場合）。
3 Anonymous
スイッチは次の順番で最初に発見した有効なパスワードを送信します。
1 copy コマンドで指定されたパスワード（パスワードが指定されている場合）。
2 ip ftp password コマンドで設定されたパスワード（コマンドが設定されている場合）。
3 スイッチは、username @スイッチname.domain というパスワードを生成します。変数 username
は現在のセッションと関連付けられたユーザ名、スイッチname は設定済みホスト名、domain
はスイッチのドメインです。
ユーザ名およびパスワードは、FTP サーバのアカウントに関連付けられている必要があります。
サーバに書き込む場合、スイッチ上のユーザからの FTP 書き込み要求を受け入れるよう、FTP サー
バを適切に設定する必要があります。
このサーバがディレクトリ構造をとっている場合、コンフィギュレーション ファイルまたはイ
メージは、サーバ上のユーザ名と関連付けられたディレクトリに書き込まれるか、そのディレク
トリからコピーされます。たとえば、システムイメージがサーバ上のユーザのホームディレクト
リにある場合は、そのユーザの名前をリモート ユーザ名として指定します。
詳細については、ご使用の FTP サーバのマニュアルを参照してください。
ip ftp username および ip ftp password グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、
すべてのコピーに対してユーザ名とパスワードを指定します。当該のコピー操作だけに対してユー
ザ名を指定する場合は、copy EXEC コマンドにユーザ名を含めます。

FTP によるコンフィギュレーション ファイルのダウンロードまたはアップロードの準備
FTP を使用してコンフィギュレーション ファイルのダウンロードやアップロードを開始する前
に、次の作業を実行します。
• スイッチに FTP サーバへのルートが設定されているかどうかを確認します。サブネット間で
トラフィックをルーティングするようにルータを設定していない場合、スイッチと FTP サー
バは同じサブネットに置かれていなければなりません。ping コマンドを使用して、FTP サー
バへの接続をチェックします。
• コンソールまたは Telnet セッションを介してスイッチにアクセスしていて有効なユーザ名が
ない場合は、現在の FTP ユーザ名が FTP ダウンロードに使用するユーザ名であることを確認
します。show users 特権 EXEC コマンドを使用して、有効なユーザ名を表示できます。この
ユーザ名を使用しない場合は、ip ftp username username グローバル コンフィギュレーション
コマンドを使用して、すべてのコピー処理中に使用する新しい FTP ユーザ名を作成します。
新しいユーザ名は NVRAM に格納されます。Telnet セッションを介してスイッチにアクセス
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していて、有効なユーザ名がある場合は、このユーザ名が使用されるので、FTP ユーザ名を
設定する必要はありません。特定のコピー操作にのみ使用するユーザ名を指定する場合は、
copy コマンド内でユーザ名を指定します。
• コンフィギュレーション ファイルを FTP サーバにアップロードする場合は、スイッチ上の
ユーザからの書き込み要求が許可されるように、FTP サーバを適切に設定する必要がありま
す。
詳細については、FTP サーバのマニュアルを参照してください。

FTP によるコンフィギュレーション ファイルのダウンロード
FTP を使用してコンフィギュレーション ファイルをダウンロードするには、特権 EXEC モードで
次の手順を実行します。

手順の概要
1. configure terminal
2. ip ftp username username
3. ip ftp password password
4. end
5. 次のいずれかを実行します。
• copysystem:running-configftp: [[[//[username [:password ]@]location]/directory ]/filename ]
• copynvram:startup-config ftp: [[[//[username [:password ]@]location]/directory ]/filename]

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

スイッチ上で、グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。
このステップが必要になるのは、デフォルトのリモート
ユーザ名またはパスワードを上書きする場合のみです（ス
テップ 2、3、および 4 を参照）。

ステップ 2

ip ftp username username

（任意）デフォルトのリモート ユーザ名を変更します。

ステップ 3

ip ftp password password

（任意）デフォルトのパスワードを変更します。

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5

次のいずれかを実行します。

FTP を使用して、コンフィギュレーション ファイルをネッ
トワーク サーバから実行コンフィギュレーション ファイ
ルまたはスタートアップ コンフィギュレーション ファイ
ルにコピーします。

• copysystem:running-configftp:
[[[//[username [:password
]@]location]/directory ]/filename ]
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コマンドまたはアクション

目的

• copynvram:startup-config ftp:
[[[//[username [:password
]@]location]/directory ]/filename]

次に、host1-confg という名前のコンフィギュレーション ファイルを、IP アドレスが 172.16.101.101
であるリモート サーバ上のディレクトリ netadmin1 からコピーして、スイッチ上でこれらのコマ
ンドをロードおよび実行する例を示します。
Switch# copy ftp://netadmin1:mypass@172.16.101.101/host1-confg system:running-config
Configure using host1-confg from 172.16.101.101? [confirm]
Connected to 172.16.101.101
Loading 1112 byte file host1-confg:![OK]
Switch#
%SYS-5-CONFIG: Configured from host1-config by ftp from 172.16.101.101

次に、netadmin1 というリモート ユーザ名を指定する例を示します。コンフィギュレーション ファ
イル host2-confg が、IP アドレス 172.16.101.101 のリモート サーバ上のディレクトリ netadmin1 か
ら、スイッチのスタートアップ コンフィギュレーションにコピーされます。
Switch# configure terminal
Switch(config)# ip ftp username netadmin1
Switch(config)# ip ftp password mypass
Switch(config)# end
Switch# copy ftp: nvram:startup-config
Address of remote host [255.255.255.255]? 172.16.101.101
Name of configuration file[rtr2-confg]? host2-confg
Configure using host2-confg from 172.16.101.101?[confirm]
Connected to 172.16.101.101
Loading 1112 byte file host2-confg:![OK]
[OK]
Switch#
%SYS-5-CONFIG_NV:Non-volatile store configured from host2-config by ftp from 172.16.101.101

FTP によるコンフィギュレーション ファイルのアップロード
FTP を使用してコンフィギュレーション ファイルをアップロードするには、特権 EXEC モードで
次の手順を実行します。

手順の概要
1. configure terminal
2. ip ftp username username
3. ip ftp password password
4. end
5. 次のいずれかを実行します。
• copysystem:running-configftp: [[[//[username [:password ]@]location]/directory ]/filename ] or
• copynvram:startup-config ftp: [[[//[username [:password ]@]location]/directory ]/filename ]
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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

configure terminal

スイッチ上で、グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。
このステップが必要になるのは、デフォルトのリモート
ユーザ名またはパスワードを上書きする場合のみです（ス
テップ 2、3、および 4 を参照）。

ステップ 2

ip ftp username username

（任意）デフォルトのリモート ユーザ名を変更します。

ステップ 3

ip ftp password password

（任意）デフォルトのパスワードを変更します。

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5

次のいずれかを実行します。

FTP を使用して、スイッチの実行コンフィギュレーショ
ン ファイルまたはスタートアップ コンフィギュレーショ
ン ファイルを指定場所に格納します。

• copysystem:running-configftp:
[[[//[username [:password
]@]location]/directory ]/filename ] or
• copynvram:startup-config ftp:
[[[//[username [:password
]@]location]/directory ]/filename ]

次に、実行コンフィギュレーション ファイル switch2-confg を、IP アドレスが 172.16.101.101 であ
るリモート ホスト上のディレクトリ netadmin1 にコピーする例を示します。
Switch# copy system:running-config ftp://netadmin1:mypass@172.16.101.101/switch2-confg
Write file switch2-confg on host 172.16.101.101?[confirm]
Building configuration...[OK]
Connected to 172.16.101.101
Switch#

次に、FTP を使用してスタートアップ コンフィギュレーション ファイルをサーバに格納して、
ファイルをコピーする例を示します。
Switch# configure terminal
Switch(config)# ip ftp username netadmin2
Switch(config)# ip ftp password mypass
Switch(config)# end
Switch# copy nvram:startup-config ftp:
Remote host[]? 172.16.101.101
Name of configuration file to write [switch2-confg]?
Write file switch2-confg on host 172.16.101.101?[confirm]
![OK]

RCP によるコンフィギュレーション ファイルのコピー
リモート ホストとスイッチ間でコンフィギュレーション ファイルをダウンロード、アップロー
ド、およびコピーするための別の方法は、RCP を使用することです。コネクションレス プロトコ

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーション
ガイド
1483

設定ファイルの取り扱い

ルであるユーザ データグラム プロトコル（UDP）を使用する TFTP と異なり、RCP ではコネク
ション型の TCP が使用されます。
RCP を使用してファイルをコピーする場合は、ファイルのコピー元またはコピー先のサーバで
RCP がサポートされている必要があります。RCP の copy コマンドは、リモート システム上の rsh
サーバ（またはデーモン）を利用します。RCP を使用してファイルをコピーする場合は、TFTP
の場合のようにファイル配信用サーバを作成する必要がありません。ユーザは rsh をサポートす
るサーバにアクセスするだけですみます（ほとんどの UNIX システムが rsh をサポートしていま
す）。ある場所から別の場所にファイルをコピーするため、コピー元のファイルに対する読み取
り権限とコピー先のファイルに対する書き込み権限が必要です。コピー先ファイルが存在しない
場合は、RCP によって作成されます。
RCP では、RCP 要求ごとのリモート ユーザ名をクライアントがサーバに送信する必要がありま
す。コンフィギュレーション ファイルをスイッチからサーバにコピーすると、Cisco IOS ソフト
ウェアは次のリスト内の最初の有効なユーザ名を送信します。
• copy コマンドで指定されたユーザ名（ユーザ名が指定されている場合）
• ip rcmd remote-username username グローバル コンフィギュレーション コマンドで設定され
たユーザ名（このコマンドが設定されている場合）
• 現在の TTY（端末）プロセスに関連付けられたリモート ユーザ名。たとえば、ユーザが Telnet
を介してルータに接続されており、username コマンドを介して認証された場合は、リモート
ユーザ名として Telnet ユーザ名がスイッチ ソフトウェアによって送信されます。
• スイッチのホスト名。
RCP コピー要求を正常に終了させるには、ネットワーク サーバ上にリモート ユーザ名用のアカウ
ントを定義する必要があります。サーバがディレクトリ構造である場合、コンフィギュレーショ
ンファイルはサーバ上のリモートユーザ名に関連付けられたディレクトリに書き込まれたり、そ
こからコピーされたりします。たとえば、コンフィギュレーション ファイルがサーバ上のユーザ
のホームディレクトリ内に置かれている場合は、ユーザの名前をリモートユーザ名として指定し
ます。

RCP によるコンフィギュレーション ファイルのダウンロードまたはアップロードの準備
RCP を使用してコンフィギュレーション ファイルのダウンロードやアップロードを開始する前
に、次の作業を実行します。
• RCP サーバとして機能しているワークステーションで、rsh がサポートされていることを確
認します。
• スイッチに RCP サーバへのルートが設定されているかどうかを確認します。サブネット間で
トラフィックをルーティングするようにルータを設定していない場合、スイッチとサーバは
同じサブネットに置かれていなければなりません。ping コマンドを使用して、RCP サーバへ
の接続を確認します。
• コンソールまたは Telnet セッションを介してスイッチにアクセスしていて有効なユーザ名が
ない場合は、現在の RCP ユーザ名が RCP ダウンロードに使用するユーザ名であることを確
認します。show users 特権 EXEC コマンドを使用して、有効なユーザ名を表示できます。こ
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のユーザ名を使用しない場合は、ip rcmd remote-username username グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用して、すべてのコピー処理中に使用する新しい RCP ユーザ名を
作成します。新しいユーザ名は NVRAM に格納されます。Telnet セッションを介してスイッ
チにアクセスしていて、有効なユーザ名がある場合は、そのユーザ名が使用されるので、RCP
ユーザ名を設定する必要はありません。特定のコピー操作にのみ使用するユーザ名を指定す
る場合は、copy コマンド内でユーザ名を指定します。
• ファイルを RCP サーバにアップロードする場合は、スイッチ上のユーザからの RCP 書き込
み要求が許可されるように、適切に設定する必要があります。UNIX システムの場合は、RCP
サーバ上のリモート ユーザ用の .rhosts ファイルにエントリを追加する必要があります。たと
えば、スイッチに次のコンフィギュレーション行が含まれているとします。
hostname Switch1
ip rcmd remote-username User0

このスイッチの IP アドレスを Switch1.company.com に変換する場合は、RCP サーバ上の User0 用
の .rhosts ファイルに次の行が含まれている必要があります。
Switch1.company.com Switch1

詳細については、RCP サーバのマニュアルを参照してください。

RCP によるコンフィギュレーション ファイルのダウンロード
RCP を使用してコンフィギュレーション ファイルをダウンロードするには、特権 EXEC モードで
次の手順を実行します。

手順の概要
1. configure terminal
2. ip rcmd remote-username username
3. end
4. 次のいずれかを実行します。
• copy rcp:[[[//username@]location]/directory]/filename]system:running-config
• copy rcp:[[[//username@]location]/directory]/filename]nvram:startup-config

手順の詳細
コマンドまたはアクション
ステップ 1 configure terminal

目的
スイッチ上で、グローバル コンフィ
ギュレーションモードを開始します。
この手順は、デフォルトのリモート
ユーザ名を上書きにする場合にだけ必
要です（ステップ 2 および 3 を参
照）。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2 ip rcmd remote-username username

（任意）デフォルトのリモート ユー
ザ名を変更します。

ステップ 3 end

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 次のいずれかを実行します。

RCP を使用して、コンフィギュレー
ション ファイルをネットワーク サー
• copy
rcp:[[[//username@]location]/directory]/filename]system:running-config バから実行コンフィギュレーション
ファイルまたはスタートアップ コン
• copy
フィギュレーションファイルにコピー
rcp:[[[//username@]location]/directory]/filename]nvram:startup-config
します。

次に、host1-confg という名前のコンフィギュレーション ファイルを、IP アドレスが 172.16.101.101
であるリモート サーバ上のディレクトリ netadmin1 からコピーして、スイッチ上でこれらのコマ
ンドをロードおよび実行する例を示します。
Switch# copy rcp://netadmin1@172.16.101.101/host1-confg system:running-config
Configure using host1-confg from 172.16.101.101? [confirm]
Connected to 172.16.101.101
Loading 1112 byte file host1-confg:![OK]
Switch#
%SYS-5-CONFIG: Configured from host1-config by rcp from 172.16.101.101

次に、netadmin1 というリモート ユーザ名を指定する例を示します。次いで、コンフィギュレー
ション ファイル host2-confg が、IP アドレス 172.16.101.101 のリモート サーバ上の netadmin1 ディ
レクトリから、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーされます。
Switch# configure terminal
Switch(config)# ip rcmd remote-username netadmin1
Switch(config)# end
Switch# copy rcp: nvram:startup-config
Address of remote host [255.255.255.255]? 172.16.101.101
Name of configuration file[rtr2-confg]? host2-confg
Configure using host2-confg from 172.16.101.101?[confirm]
Connected to 172.16.101.101
Loading 1112 byte file host2-confg:![OK]
[OK]
Switch#
%SYS-5-CONFIG_NV:Non-volatile store configured from host2-config by rcp from 172.16.101.101

RCP によるコンフィギュレーション ファイルのアップロード
RCP を使用してコンフィギュレーション ファイルをアップロードするには、特権 EXEC モードで
次の手順を実行します。
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手順の概要
1. configure terminal
2. ip rcmd remote-username username
3. end
4. 次のいずれかを実行します。
• copy system:running-config rcp:[[[//username@]location]/directory]/filename]
• copy nvram:startup-config rcp:[[[//username@]location]/directory]/filename]

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

スイッチ上で、グローバル コンフィギュレーション
モードを開始します。
この手順は、デフォルトのリモート ユーザ名を上書き
にする場合にだけ必要です（ステップ 2 および 3 を参
照）。

ステップ 2

ip rcmd remote-username username

（任意）リモート ユーザ名を指定します。

ステップ 3

end

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4

次のいずれかを実行します。

RCP を使用して、コンフィギュレーション ファイル
をスイッチの実行コンフィギュレーション ファイルま
• copy system:running-config
rcp:[[[//username@]location]/directory]/filename] たはスタートアップ コンフィギュレーション ファイ
ルからネットワーク サーバにコピーします。
• copy nvram:startup-config
rcp:[[[//username@]location]/directory]/filename]

次に、実行コンフィギュレーション ファイル switch2-confg を、IP アドレスが 172.16.101.101 であ
るリモート ホスト上のディレクトリ netadmin1 にコピーする例を示します。
Switch# copy system:running-config rcp://netadmin1@172.16.101.101/switch2-confg
Write file switch-confg on host 172.16.101.101?[confirm]
Building configuration...[OK]
Connected to 172.16.101.101
Switch#

次に、スタートアップ コンフィギュレーション ファイルをサーバ上に格納する例を示します。
Switch# configure terminal
Switch(config)# ip rcmd remote-username netadmin2
Switch(config)# end
Switch# copy nvram:startup-config rcp:
Remote host[]? 172.16.101.101
Name of configuration file to write [switch2-confg]?
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Write file switch2-confg on host 172.16.101.101?[confirm]
![OK]

設定情報の消去
スタートアップコンフィギュレーションから設定情報を消去できます。スタートアップコンフィ
ギュレーションを使用しないでスイッチを再起動すると、スイッチはセットアップ プログラムを
開始し、新しい設定でスイッチを再設定できます。

スタートアップ コンフィギュレーション ファイルの消去
スタートアップ コンフィギュレーションの内容を消去するには、erase nvram: または erase
startup-config 特権 EXEC コマンドを使用します。

（注）

削除されたスタートアップ コンフィギュレーション ファイルは復元できません。

格納されたコンフィギュレーション ファイルの削除
保存された設定をフラッシュ メモリから削除するには、delete flash:filename 特権 EXEC コマンド
を使用します。file prompt グローバル コンフィギュレーション コマンドの設定によっては、ファ
イルを削除する前に確認を求めるプロンプトが表示されることがあります。デフォルトでは、ス
イッチは、破壊的なファイル操作に関する確認をプロンプトで要求します。file prompt コマンド
の詳細については、『Cisco IOS Command Reference for Release 12.4』を参照してください。

（注）

削除されたファイルは復元できません。

コンフィギュレーションの交換およびロール バック
コンフィギュレーション交換およびロールバック機能を使用すると、実行コンフィギュレーショ
ンが、保存されている任意の Cisco IOS コンフィギュレーション ファイルに置き換えられます。
ロールバック機能を使用すると以前のコンフィギュレーションに戻すことができます。

コンフィギュレーションの置換とロールバックに関する情報
コンフィギュレーション アーカイブ
Cisco IOS コンフィギュレーション アーカイブは、configure replace コマンドを使用するコンフィ
ギュレーションのロールバック機能を強化するために、Cisco IOS コンフィギュレーション ファイ
ルのアーカイブの保存、編成、管理を行うことを目的とした機能です。この機能の導入前にも、
実行コンフィギュレーションのコピーを copy running-config destination-url コマンドを使用して保
存し、ローカルやリモートに置換ファイルを保管できました。ただし、この方法ではファイルの
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自動管理を行うことはできませんでした。一方、コンフィギュレーションの置換とロールバック
機能では、実行コンフィギュレーション ファイルを自動的に Cisco IOS コンフィギュレーション
アーカイブに保存できます。アーカイブされたファイルはコンフィギュレーションのチェックポ
イントとして参照することができ、configure replace コマンドを使用して以前のコンフィギュレー
ション状態に戻すために利用できます。
archive config コマンドを使用すると、Cisco IOS コンフィギュレーションをコンフィギュレーショ
ン アーカイブに保存できます。その場合、標準のディレクトリとファイル名のプレフィクスが使
用され、バージョン番号（およびオプションでタイムスタンプ）が自動的に付加されます。バー
ジョン番号は連続したファイルを保存するごとに、1 つずつ大きくなります。この機能により、
保存した Cisco IOS コンフィギュレーション ファイルを一貫して識別できます。アーカイブに保
存する実行コンフィギュレーションの数は指定することができます。アーカイブ内のファイル数
が上限値に達すると、次に最新のファイルが保存されるときに、最も古いファイルが自動的に消
去されます。show archive コマンドを使用すると、Cisco IOS コンフィギュレーション アーカイブ
に保存されているすべてのコンフィギュレーション ファイルに関する情報が表示されます。
コンフィギュレーション ファイルを保存する Cisco IOS コンフィギュレーション アーカイブは、
configure replace コマンドで使用することによって、FTP、HTTP、RCP、TFTP のファイル システ
ム上に配置できます。

コンフィギュレーションの置換
configure replace 特権 EXEC コマンドを使用すると、実行コンフィギュレーションと保存されて
いる任意のコンフィギュレーション ファイルを交換できます。configure replace コマンドを入力
すると実行コンフィギュレーションと指定した交換コンフィギュレーションが比較され、コンフィ
ギュレーションの差分が生成されます。生成された差分がコンフィギュレーションの交換に使用
されます。コンフィギュレーション交換は、通常 3 回以下のパスで完了します。ループを防ぐた
めに 6 回以上のパスが実行されることはありません。
copysource-url running-config 特権 EXEC コマンドを使用すると、保存されているコンフィギュレー
ション ファイルを実行コンフィギュレーションにコピーできます。このコマンドを configure
replacetarget-url 特権コマンドの代わりに使用する場合は、次のような違いがあることに注意して
ください。
• copysource-urlrunning-config コマンドはマージ動作であり、ソース ファイルと実行コンフィ
ギュレーションの両方のコマンドがすべて保持されます。このコマンドでは、コピー元ファ
イルに実行コンフィギュレーションのコマンドがない場合でも実行コンフィギュレーション
のコマンドを削除しません。configure replace コマンドは、交換ファイルにないコマンドは
実行コンフィギュレーションから削除し、実行コンフィギュレーションにないコマンドがあ
る場合はそのコマンドを追加します。
• copysource-urlrunning-config コマンドのコピー元ファイルとして、部分コンフィギュレーショ
ン ファイルを使用できます。configure replacetarget-url コマンドの交換ファイルには、完全
なコンフィギュレーション ファイルを使用する必要があります。
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設定のロール バック
configure replace コマンドを使用して、前回コンフィギュレーションを保存した後で行った変更を
ロールバックさせることもできます。コンフィギュレーションロールバック機能では、コンフィ
ギュレーションを特定の変更時点に戻すのではなく、保存されているコンフィギュレーション
ファイルに基づいて特定のコンフィギュレーションに戻します。
コンフィギュレーション ロールバック機能を利用する場合は、コンフィギュレーションを変更す
る前に実行コンフィギュレーションを保存する必要があります。その後、コンフィギュレーショ
ンを変更した後で configure replacetarget-url コマンドを使用し、保存したコンフィギュレーション
ファイルを使って変更をロール バックします。
保存されている任意のファイルをロールバック コンフィギュレーションとして指定できます。一
部のロールバック モデルと同様、ロールバック回数は無制限です。

設定時の注意事項
コンフィギュレーション交換およびロールバックを設定し実行する場合は、次の注意事項に従っ
てください。
• スイッチのメモリの空き容量が、2 つのコンフィギュレーション ファイル（実行コンフィ
ギュレーションと保存されている交換コンフィギュレーション）の合計容量よりも大きいこ
とを確認します。スイッチのメモリ容量の方が小さい場合、コンフィギュレーション交換は
実行されません。
• また、スイッチにコンフィギュレーション交換やロールバック コンフィギュレーション コ
マンドが実行できるほどの空き容量があることも確認してください。
• ネットワーク デバイスの物理コンポーネント（物理インターフェイスなど）に関連するコン
フィギュレーション コマンドを実行コンフィギュレーションに追加または削除することはで
きません。
◦ インターフェイスがデバイス上に物理的に存在する場合、コンフィギュレーション交換
を行っても実行コンフィギュレーションから interface interface-id コマンド行を削除する
ことはできません。
◦ インターフェイスがデバイス上に物理的に存在しない場合、interface interface-id コマン
ド行を実行コンフィギュレーションに追加することはできません。
• configure replace コマンドを使用する場合、保存されているコンフィギュレーションを実行
コンフィギュレーションの交換コンフィギュレーション ファイルとして指定する必要があり
ます。交換ファイルは Cisco IOS デバイスによって生成された完全なコンフィギュレーショ
ンであることが必要です（たとえば copy running-config destination-url コマンドで生成したコ
ンフィギュレーション）。
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（注）

交換コンフィギュレーション ファイルを外部に生成する場合、Cisco IOS デバイスで生成した
ファイルのフォーマットと一致する必要があります。

コンフィギュレーション アーカイブの設定
configure replace コマンドをコンフィギュレーション アーカイブおよび archive config コマンドと
ともに使用することは任意ですが、コンフィギュレーション ロールバックを行うときに大きな利
点があります。archive config コマンドを使用する前に、コンフィギュレーション アーカイブを設
定しておく必要があります。コンフィギュレーション アーカイブを設定するには、特権 EXEC
モードで次の手順を実行します。

はじめる前に
手順の概要
1. configure terminal
2. archive
3. pathurl
4. maximumnumber
5. time-period 分
6. end
7. show running-config
8. copy running-config startup-config

手順の詳細
コマンドまたはアク
ション

目的

ステップ 1

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2

archive

アーカイブ コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3

pathurl

コンフィギュレーション アーカイブに、ファイルのディレクトリとファ
イル名プレフィックスを指定します。

ステップ 4

maximumnumber

（任意）コンフィギュレーション アーカイブに保存する実行コンフィ
ギュレーションのアーカイブ ファイルの最大数を設定します。
number：コンフィギュレーション アーカイブでの実行コンフィギュレー
ション ファイルの最大数。有効な値は 1 ～ 14 で、デフォルトは 10 で
す。
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コマンドまたはアク
ション

目的

ステップ 5

time-period 分

このコマンドを使用する前に path アーカイブ コンフィギュ
レーション コマンドを入力して、コンフィギュレーション
アーカイブのファイルのディレクトリとファイル名プレフィッ
クスを指定しておく必要があります。
（任意）コンフィギュレーション アーカイブに実行コンフィギュレー
ションのアーカイブ ファイルを自動保存する間隔を設定します。
minutes：コンフィギュレーション アーカイブに実行コンフィギュレー
ションのアーカイブ ファイルを自動保存する間隔を、分単位で指定しま
す。

ステップ 6

end

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 7

show running-config

設定を確認します。

ステップ 8

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

（注）

コンフィギュレーション置換またはロールバック動作の実行
実行コンフィギュレーションファイルを保存されているコンフィギュレーションファイルと交換
するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順の概要
1. archive config
2. configure terminal
3.
4. exit
5. configure replace target-url [list] [force] [time seconds] [nolock]
6. configure confirm
7. copy running-config startup-config
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手順の詳細
コマンドまたはアク 目的
ション
ステップ 1

archive config

（任意）実行コンフィギュレーション ファイルをコンフィギュレーション アー
カイブに保存します。
（注）
path アーカイブ コンフィギュレーション コマンドを入力してから、
このコマンドを実行します。

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3

実行コンフィギュレーションに必要な変更を行います。

ステップ 4

exit

ステップ 5

configure replace
実行コンフィギュレーション ファイルを保存されているコンフィギュレーショ
target-url [list] [force] ン ファイルと交換します。
[time seconds] [nolock] target-url：保存されているコンフィギュレーション ファイルの URL（ファイル
システムからアクセス可能）。実行コンフィギュレーションと置換されるファ
イル。ステップ 2 で archive config 特権 EXEC コマンドを使用して作成したコ
ンフィギュレーション ファイルなど。

特権 EXEC モードに戻ります。

list：コンフィギュレーション置換動作のパスごとにソフトウェア パーサーに
よって適用されるコマンド エントリのリストを表示します。パスの合計数も表
示されます。
force：実行コンフィギュレーション ファイルと指定した保存済みコンフィギュ
レーション ファイルの置換を、確認なしで実行します。
timeseconds：実行コンフィギュレーション ファイルの置換を確認する configure
confirm コマンドの入力時間制限を、秒単位で指定します。指定時間内に
configure confirm コマンドを入力しない場合、コンフィギュレーション交換動
作が自動的に停止します（つまり、実行コンフィギュレーション ファイルは
configure replace コマンドを入力する以前に存在していたコンフィギュレーショ
ンに保存されます）。
（注）

time seconds コマンド ライン オプションを使用する前に、コンフィ
ギュレーション アーカイブを有効にしておく必要があります。
nolock：コンフィギュレーション置換動作時に他のユーザが実行コン
フィギュレーションを変更できないようにする実行コンフィギュレー
ション ファイルのロックを無効にします。

ステップ 6

configure confirm

ステップ 7

copy running-config
startup-config

（任意）実行コンフィギュレーションと保存されているコンフィギュレーショ
ン ファイルとの交換を確認します。
（注）
このコマンドは、time seconds キーワードと configure replace コマン
ドの引数が指定されている場合にだけ使用します。
（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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ソフトウェア イメージの操作
•

ソフトウェア イメージの操作に関する情報
ここでは、システム ソフトウェア、Cisco IOS コード、および組み込みのデバイス マネージャ ソ
フトウェアを格納するソフトウェアイメージファイルをアーカイブ（ダウンロードおよびアップ
ロード）する方法を示します。

（注）

ソフトウェア イメージ ファイルをダウンロードおよびアップロードするには、copy 特権 EXEC
コマンドまたは archive tar 特権 EXEC コマンドではなく、archive download-sw および archive
upload-sw 特権 EXEC コマンドを使用することを推奨します。スイッチ スタックでは、スタッ
ク マスター経由でのみ、archive download-sw 特権 EXEC コマンドおよび archive upload-sw 特
権 EXEC コマンドを使用できます。スタック マスターにダウンロードされたソフトウェア イ
メージは、残りのスタック メンバに自動的にダウンロードされます。
互換性のないソフトウェア イメージがあるスタックにあるスイッチをアップグレードするに
は、archive copy-sw 特権 EXEC コマンドを使用して、既存のスタック メンバから非互換スイッ
チにソフトウェア イメージをコピーします。その場合、スイッチは自動的にリロードされ、
完全に機能しているメンバとしてスタックに加入します。
スイッチ ソフトウェアをアップグレードするには、TFTP、FTP、または RCP サーバからスイッチ
イメージ ファイルをダウンロードします。TFTP サーバにアクセスできない場合、Web ブラウザ
（HTTP）を使用し、次にデバイス マネージャまたは Cisco Network Assistant を使用してスイッチ
をアップグレードすることにより、PC またはワークステーションに直接ソフトウェア イメージ
ファイルをダウンロードできます。TFTP サーバまたは Web ブラウザ（HTTP）を使用したスイッ
チのアップグレードについては、リリース ノートを参照してください。
現在のイメージを新しいイメージで置き換えたり、ダウンロード後に現在のイメージをフラッシュ
メモリに保存したりできます。
バックアップのために、スイッチ イメージ ファイルを TFTP、FTP、または RCP サーバにアップ
ロードします。アップロードされたこのイメージは、今後同じスイッチや、同じタイプの別のス
イッチにダウンロードする場合に使用できます。
使用するプロトコルは、使用中のサーバのタイプに応じて異なります。FTP および RCP トランス
ポート メカニズムを使用すると、TFTP よりもパフォーマンスが速く、データがより確実に配信
されます。これらの機能を実現するために、FTP および RCP はコネクション型の TCP/IP スタッ
クに基づいて構築され、このスタックが使用されています。
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（注）

ソフトウェア イメージ、およびサポートされているアップグレード パスの一覧については、
スイッチに付属のリリース ノートを参照してください。

スイッチ上のイメージの場所
Cisco IOS イメージは、バージョン番号を表すディレクトリ内に .bin ファイルとして格納されま
す。サブディレクトリには、Web 管理に必要なファイルが格納されます。イメージはシステム
ボードのフラッシュ メモリ（flash:）に格納されます。
show version 特権 EXEC コマンドを使用すると、スイッチで現在稼働しているソフトウェア バー
ジョンを参照できます。画面上で、System image file is... で始まる行を調べます。この行は、イメー
ジが格納されているフラッシュ メモリ内のディレクトリ名を示します。
また、dir filesystem: 特権 EXEC コマンドを使用して、フラッシュ メモリに格納された可能性のあ
るその他のソフトウェア イメージのディレクトリ名を表示することもできます。

サーバまたは Cisco.com 上のイメージのファイル形式
サーバ上にあるソフトウェア イメージまたは Cisco.com からダウンロードされたソフトウェア イ
メージは、次のファイルを含む tar ファイル形式で提供されます。
• tar ファイルの内容を表形式で示す info ファイル
• Cisco IOS イメージや Web 管理用ファイルなど、他のイメージおよびファイルが格納された
1 つまたは複数のサブディレクトリ
次に、info ファイルに格納された情報の一部の例を示します。表には、この情報に関する詳細を
示しています。
system_type:0x00000000:image-name
image_family:xxxx
stacking_number:x
info_end:
version_suffix:xxxx
version_directory:image-name
image_system_type_id:0x00000000
image_name:image-nameB.bin
ios_image_file_size:6398464
total_image_file_size:8133632
image_feature:IP|LAYER_3|PLUS|MIN_DRAM_MEG=128
image_family:xxxx
stacking_number:x
board_ids:0x401100c4 0x00000000 0x00000001 0x00000003 0x00000002 0x00008000 0x00008002
0x40110000
info_end
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表 124：info ファイルの説明

フィールド

説明

version_suffix

Cisco IOS イメージ バージョン ストリングのサ
フィックスを指定します。

version_directory

Cisco IOS イメージおよび HTML サブディレク
トリがインストールされているディレクトリを
指定します。

image_name

tar ファイル内の Cisco IOS イメージの名前を指
定します。

ios_image_file_size

tar ファイル内の Cisco IOS イメージのサイズを
指定します。このサイズは、Cisco IOS イメー
ジのみを保持するために必要なフラッシュ メモ
リ サイズの概算値です。

total_image_file_size

tar ファイル内のすべてのイメージ（Cisco IOS
イメージおよび Web 管理ファイル）のサイズ
を指定します。このサイズは、これらのファイ
ルを保持するために必要なフラッシュ メモリ
サイズの概算値です。

image_feature

イメージの主な機能に関する説明です。

image_min_dram

このイメージを実行するために必要な DRAM
の最小サイズを指定します。

image_family

ソフトウェアをインストールできる製品ファミ
リに関する説明です。

TFTP によるイメージ ファイルのコピー
TFTP サーバからスイッチ イメージをダウンロードしたり、スイッチから TFTP サーバにスイッチ
イメージをアップロードしたりできます。
スイッチ ソフトウェアをアップグレードするには、サーバからスイッチ イメージ ファイルをダ
ウンロードします。現在のイメージを新しいイメージで上書きしたり、ダウンロード後に現在の
ファイルを保存したりできます。
バックアップのために、スイッチイメージファイルをサーバにアップロードします。アップロー
ドされたこのイメージは、今後、同じスイッチまたは同じタイプの別のスイッチへのダウンロー
ドに使用できます。
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（注）

ソフトウェア イメージ ファイルをダウンロードおよびアップロードするには、copy 特権 EXEC
コマンドまたは archive tar 特権 EXEC コマンドではなく、archive download-sw および archive
upload-sw 特権 EXEC コマンドを使用することを推奨します。スイッチ スタックでは、スタッ
ク マスター経由でのみ、archive download-sw 特権 EXEC コマンドおよび archive upload-sw 特
権 EXEC コマンドを使用できます。スタック マスターにダウンロードされたソフトウェア イ
メージは、残りのスタック メンバに自動的にダウンロードされます。
互換性のないソフトウェア イメージがあるスイッチをアップグレードするには、archive copy-sw
特権 EXEC コマンドを使用して、既存のスタック メンバから非互換スイッチにソフトウェア
イメージをコピーします。その場合、スイッチは自動的にリロードされ、完全に機能している
メンバとしてスタックに加入します。

TFTP によるイメージ ファイルのダウンロードまたはアップロードの準備
TFTP を使用してイメージ ファイルのダウンロードやアップロードを開始する前に、次の作業を
実行します。
• TFTP サーバとして機能しているワークステーションが適切に設定されていることを確認し
ます。Sun ワークステーションの場合、/etc/inetd.conf ファイル内に次の行が含まれているこ
とを確認します。
tftp dgram udp wait root /usr/etc/in.tftpd in.tftpd -p -s /tftpboot

/etc/services ファイルに次の行が含まれていることを確認します。
tftp 69/udp

（注）

/etc/inetd.conf および /etc/services ファイルを変更した後に、inetd デーモンを再
起動する必要があります。このデーモンを再起動するには、inetd プロセスを
終了して再起動するか、または fastboot コマンド（SunOS 4.x の場合）もしく
は reboot コマンド（Solaris 2.x もしくは SunOS 5.x の場合）を入力します。
TFTP デーモンの詳細については、ワークステーションのマニュアルを参照し
てください。

• スイッチに TFTP サーバへのルートが設定されているかどうかを確認します。サブネット間
でトラフィックをルーティングするようにルータを設定していない場合、スイッチと TFTP
サーバは同じサブネットに置かれていなければなりません。ping コマンドを使用して、TFTP
サーバへの接続をチェックします。
• ダウンロードするイメージが TFTP サーバ上の正しいディレクトリ内にあることを確認しま
す（UNIX ワークステーションの場合は、通常 /tftpboot）。
• ダウンロードを行う場合は、ファイルに関する権限が正しく設定されていることを確認しま
す。ファイルの権限は world-read でなければなりません。
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• イメージ ファイルをアップロードする前に、TFTP サーバに空のファイルを作成する必要が
あります。空のファイルを作成するには、touch filename コマンドを入力します。filename
は、イメージをサーバにアップロードする際に使用するファイルの名前です。
• アップロード処理中に、サーバの既存のファイル（空のファイルを作成する必要があった場
合は、空のファイルを含む）を上書きする場合は、そのファイルに関する権限が正しく設定
されていることを確認します。ファイルの権限は world-write でなければなりません。

TFTP によるイメージ ファイルのダウンロード
新しいイメージ ファイルをダウンロードして、現在のイメージを置き換えたり、保存したりでき
ます。
TFTP サーバから新しいイメージをダウンロードして、既存のイメージを上書きするには、特権
EXEC モードでステップ 1 ～ 3 を実行します。現在のイメージを保存するには、ステップ 3 へ進
みます。

手順の概要
1.
2.
3. archive download-sw/overwrite/reload tftp:[[//location]/directory]/image-name.tar
4. archive download-sw/leave-old-sw/reload tftp:[[//location]/directory]/image-name.tar

手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

ステッ
プ1

イメージをワークステーション上の適切な TFTP ディレクトリにコ
ピーします。TFTP サーバが適切に設定されていることを確認しま
す。

ステッ
プ2

コンソール ポートまたは Telnet セッションを介して、スイッチにロ
グインします。

ステッ archive download-sw/overwrite/reload TFTP サーバからスイッチにイメージ ファイルをダウンロードして、
tftp:[[//location]/directory]/image-name.tar 現在のイメージを上書きします。
プ3
• /overwrite オプションを指定すると、フラッシュ メモリ内のソ
フトウェア イメージがダウンロードされたイメージによって上
書きされます。
• /reload オプションを指定すると、設定が変更されて保存されな
かった場合を除いて、イメージのダウンロード後にシステムが
リロードされます。
• // location には、TFTP サーバの IP アドレスを指定します。
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コマンドまたはアクション

目的
• /directory/image-name.tar には、ディレクトリ（任意）およびダ
ウンロードするイメージを指定します。ディレクトリ名および
イメージ名では大文字と小文字が区別されます。

ステッ archive download-sw/leave-old-sw/reload TFTP サーバからスイッチにイメージ ファイルをダウンロードして、
tftp:[[//location]/directory]/image-name.tar 現在のイメージを保存します。
プ4
• /leave-old-sw オプションを指定すると、ダウンロード後に古いソ
フトウェア バージョンが保持されます。
• /reload オプションを指定すると、設定が変更されて保存されな
かった場合を除いて、イメージのダウンロード後にシステムが
リロードされます。
• //location には、TFTP サーバの IP アドレスを指定します。
• /directory/image-name.tar には、ディレクトリ（任意）およびダ
ウンロードするイメージを指定します。ディレクトリ名および
イメージ名では大文字と小文字が区別されます。
ダウンロード アルゴリズムによって、イメージがスイッチ モデルに
対して適切であるかどうか、および DRAM サイズが十分であるかど
うかが検証されます。問題がある場合、プロセスは中断され、エラー
が報告されます。/overwrite オプションを指定した場合、ダウンロー
ド アルゴリズムによって、新しいイメージと同じであるかどうかに
関係なくフラッシュ デバイスの既存のイメージが削除され、新しい
イメージがダウンロードされて、ソフトウェアがリロードされます。
フラッシュ デバイスに 2 つのイメージを保持する十分なス
ペースがあり、これらのイメージのいずれかを同じバージョ
ンで上書きする場合は、/overwrite オプションを指定する
必要があります。
/leave-old-sw を指定すると、既存のファイルは削除されません。新し
いイメージをインストールする十分なスペースがない場合に稼働中の
イメージを保存しようとすると、ダウンロードプロセスが停止して、
エラー メッセージが表示されます。
（注）

ダウンロードされたイメージは、システム ボードのフラッシュ デバ
イス（flash:）にアルゴリズムによってインストールされます。この
イメージはソフトウェア バージョン ストリングの名前が付いた新し
いディレクトリに格納されます。また、新しくインストールされたイ
メージを示すように、BOOT 環境変数が更新されます。
ダウンロードプロセス中に古いイメージを保持した場合（/leave-old-sw
キーワードを指定した場合）は、delete /force /recursivefilesystem :/
file-url 特権 EXEC コマンドを入力すると、そのイメージを削除でき
ます。filesystem には、システム ボードのフラッシュ デバイスを指定
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コマンドまたはアクション

目的
する場合は flash: を使用します。file-url には、古いイメージのディレ
クトリ名を入力します。ディレクトリ内のすべてのファイルおよび
ディレクトリが削除されます。
（注）

ダウンロードおよびアップロード アルゴリズムを適切に動
作させるために、イメージの名前は変更しないでください。

TFTP によるイメージ ファイルのアップロード
スイッチから TFTP サーバにイメージをアップロードできます。後でこのイメージをこのスイッ
チや、同じタイプの別のスイッチにダウンロードできます。
組み込みのデバイス マネージャと連携する Web 管理ページが、既存のイメージでインストールさ
れている場合に限って、アップロード機能を使用します。
イメージを TFTP サーバにアップロードするには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順の概要
1.
2.
3. archive upload-sw tftp:[[// location ]/directory ]/image-name.tar

手順の詳細
コマンドまたはアク
ション

目的

ステップ 1

TFTP サーバが適切に設定されていることを確認します。

ステップ 2

コンソール ポートまたは Telnet セッションを介して、スイッチにログインしま
す。

ステップ 3

archive upload-sw
tftp:[[// location
]/directory
]/image-name.tar

現在稼働中のスイッチ イメージを TFTP サーバにアップロードします。
• // location には、TFTP サーバの IP アドレスを指定します。
• directory/image-name.tar には、ディレクトリ（任意）およびアップロード
するソフトウェア イメージの名前を指定します。ディレクトリ名およびイ
メージ名では大文字と小文字が区別されます。image-name.tar は、サーバ
上に格納するソフトウェア イメージの名前です。
archive upload-sw 特権 EXEC コマンドを実行すると、これらのファイルが
info、Cisco IOS イメージ、Web 管理ファイルの順にアップロードされて、
サーバにイメージ ファイルが構築されます。これらのファイルがアップ
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コマンドまたはアク
ション

目的
ロードされた後に、アップロード アルゴリズムによって tar ファイル形式
が作成されます。
（注）

ダウンロードおよびアップロード アルゴリズムを適切に動作させる
ために、イメージの名前は変更しないでください。

FTP によるイメージ ファイルのコピー
FTP サーバからスイッチ イメージをダウンロードしたり、スイッチから FTP サーバにスイッチ イ
メージをアップロードしたりできます。
スイッチ ソフトウェアをアップグレードするには、サーバからスイッチ イメージ ファイルをダ
ウンロードします。現在のイメージを新しいイメージで上書きしたり、ダウンロード後に現在の
ファイルを保存したりできます。
バックアップのために、スイッチイメージファイルをサーバにアップロードします。アップロー
ドされたこのイメージは、今後同じスイッチや、同じタイプの別のスイッチにダウンロードする
場合に使用できます。

（注）

ソフトウェア イメージ ファイルをダウンロードおよびアップロードするには、copy 特権 EXEC
コマンドまたは archive tar 特権 EXEC コマンドではなく、archive download-sw および archive
upload-sw 特権 EXEC コマンドを使用することを推奨します。スイッチ スタックでは、スタッ
ク マスター経由でのみ、archive download-sw 特権 EXEC コマンドおよび archive upload-sw 特
権 EXEC コマンドを使用できます。スタック マスターにダウンロードされたソフトウェア イ
メージは、残りのスタック メンバに自動的にダウンロードされます。
互換性のないソフトウェア イメージがあるスイッチをアップグレードするには、archive copy-sw
特権 EXEC コマンドを使用して、既存のスタック メンバから非互換スイッチにソフトウェア イ
メージをコピーします。その場合、スイッチは自動的にリロードされ、完全に機能しているメン
バとしてスタックに加入します。

FTP によるイメージ ファイルのダウンロードまたはアップロードの準備
FTP サーバから、または FTP サーバに、イメージ ファイルをコピーできます。
FTP プロトコルでは、FTP 要求ごとにリモート ユーザ名およびパスワードを、クライアントがサー
バに送信する必要があります。FTP を使用してイメージ ファイルをスイッチからサーバにコピー
すると、Cisco IOS ソフトウェアは次のリスト内の最初の有効なユーザ名を送信します。
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• archive download-sw または archive upload-sw 特権 EXEC コマンドで指定されているユーザ
名（ユーザ名が指定されている場合）。
• ip ftp username username グローバル コンフィギュレーション コマンドで設定されたユーザ
名（このコマンドが設定されている場合）
• Anonymous
スイッチは、次のリスト内の最初の有効なパスワードを送信します。
• archive download-sw または archive upload-sw 特権 EXEC コマンドで指定されたパスワード
（パスワードが指定されている場合）
• ip ftp password password グローバル コンフィギュレーション コマンドで設定されたパスワー
ド（このコマンドが設定されている場合）
• スイッチが作成した username@switchname.domain パスワード。変数 username は現在のセッ
ションに関連付けられているユーザ名、switchname は設定されているホスト名、domain はス
イッチのドメインです。
ユーザ名およびパスワードは、FTP サーバのアカウントに関連付けられている必要があります。
サーバに書き込む場合は、ユーザからの FTP 書き込み要求が許可されるように FTP サーバを適切
に設定する必要があります。
すべてのコピー操作に使用するユーザ名およびパスワードを指定するには、ip ftp username およ
び ip ftp password コマンドを使用します。この処理のためだけにユーザ名を指定する場合は、
archive download-sw または archive upload-sw 特権 EXEC コマンドでユーザ名を指定します。
サーバがディレクトリ構造である場合、イメージ ファイルはサーバ上のユーザ名に関連付けられ
たディレクトリに書き込まれたり、そこからコピーされたりします。たとえば、イメージ ファイ
ルがサーバ上のユーザのホーム ディレクトリ内に置かれている場合は、ユーザの名前をリモート
ユーザ名として指定します。
FTP を使用してイメージ ファイルのダウンロードやアップロードを開始する前に、次の作業を実
行します。
• スイッチに FTP サーバへのルートが設定されているかどうかを確認します。サブネット間で
トラフィックをルーティングするようにルータを設定していない場合、スイッチと FTP サー
バは同じサブネットに置かれていなければなりません。ping コマンドを使用して、FTP サー
バへの接続をチェックします。
• コンソールまたは Telnet セッションを介してスイッチにアクセスしていて有効なユーザ名が
ない場合は、現在の FTP ユーザ名が FTP ダウンロードに使用するユーザ名であることを確認
します。show users 特権 EXEC コマンドを使用して、有効なユーザ名を表示できます。この
ユーザ名を使用しない場合は、ip ftp username username グローバル コンフィギュレーション
コマンドを使用して、新しい FTP ユーザ名を作成します。新しい名前は、すべてのアーカイ
ブ処理中に使用されます。新しいユーザ名は NVRAM に格納されます。Telnet セッションを
介してスイッチにアクセスしていて、有効なユーザ名がある場合は、このユーザ名が使用さ
れるので、FTP ユーザ名を設定する必要はありません。この処理のためだけにユーザ名を指
定する場合は、archive download-sw または archive upload-sw 特権 EXEC コマンドでユーザ
名を指定します。
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• イメージ ファイルを FTP サーバにアップロードする場合は、スイッチ上のユーザからの書き
込み要求が許可されるように、適切に設定する必要があります。
詳細については、FTP サーバのマニュアルを参照してください。

FTP によるイメージ ファイルのダウンロード
新しいイメージ ファイルをダウンロードして、現在のイメージを上書きしたり、保存したりでき
ます。
FTP サーバから新しいイメージをダウンロードして、既存のイメージを上書きするには、特権
EXEC モードでステップ 1 ～ 7 の手順を実行します。現在のイメージを保存するには、ステップ
7 へ進みます。

手順の概要
1.
2.
3. configure terminal
4. ip ftp username username
5. ip ftp passwordpassword
6. end
7. archive download-sw /overwrite/reload
ftp:[[//username[:password]@location]/directory]/image-name.tar
8. archive download-sw /leave-old-sw/reload
ftp:[[//username[:password]@location]/directory]/image-name.tar

手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

ステッ
プ1

FTP サーバが適切に設定されていることを確認し
ます。

ステッ
プ2

コンソール ポートまたは Telnet セッションを介
して、スイッチにログインします。

ステッ configure terminal
プ3

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。
このステップが必要になるのは、デフォルトのリ
モート ユーザ名またはパスワードを上書きする
場合のみです（ステップ 4、5、および 6 を参
照）。

ステッ ip ftp username username
プ4

（任意）デフォルトのリモート ユーザ名を変更
します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステッ ip ftp passwordpassword
プ5

（任意）デフォルトのパスワードを変更します。

ステッ end
プ6

特権 EXEC モードに戻ります。

ステッ archive download-sw /overwrite/reload
FTP サーバからスイッチにイメージ ファイルを
ftp:[[//username[:password]@location]/directory]/image-name.tar ダウンロードして、現在のイメージを上書きしま
プ7
す。
• /overwrite オプションを指定すると、フラッ
シュ メモリ内のソフトウェア イメージが、
ダウンロードされたイメージによって上書
きされます。
• /reload オプションを指定すると、設定が変
更されて保存されなかった場合を除いて、
イメージのダウンロード後にシステムがリ
ロードされます。
• //username [:password] には、ユーザ名および
パスワードを指定します。これらはFTPサー
バ上のアカウントに関連付けられている必
要があります。
• @ location には、FTP サーバの IP アドレス
を指定します。
• directory/image-name.tar には、ディレクトリ
（任意）およびダウンロードするイメージ
を指定します。ディレクトリ名およびイメー
ジ名では大文字と小文字が区別されます。
ステッ archive download-sw /leave-old-sw/reload
FTP サーバからスイッチにイメージ ファイルを
ftp:[[//username[:password]@location]/directory]/image-name.tar ダウンロードして、現在のイメージを保存しま
プ8
す。
• /leave-old-sw オプションを指定すると、ダウ
ンロード後に古いソフトウェア バージョン
が保持されます。
• /reload オプションを指定すると、設定が変
更されて保存されなかった場合を除いて、
イメージのダウンロード後にシステムがリ
ロードされます。
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コマンドまたはアクション

目的
• //username [:password] には、ユーザ名および
パスワードを指定します。これらはFTPサー
バ上のアカウントに関連付けられている必
要があります。
• @ location には、FTP サーバの IP アドレス
を指定します。
• directory/image-name.tar には、ディレクトリ
（任意）およびダウンロードするイメージ
を指定します。ディレクトリ名およびイメー
ジ名では大文字と小文字が区別されます。
ダウンロード アルゴリズムによって、イメージ
がスイッチモデルに対して適切であるかどうか、
および DRAM サイズが十分であるかどうかが検
証されます。問題がある場合、プロセスは中断さ
れ、エラーが報告されます。/overwrite オプショ
ンを指定した場合、新しいイメージと同じである
かどうかにかかわらず、ダウンロード アルゴリ
ズムによってフラッシュデバイスの既存のイメー
ジが削除され、新しいイメージがダウンロードさ
れて、ソフトウェアがリロードされます。
フラッシュ デバイスに 2 つのイメージ
を保持する十分なスペースがあり、こ
れらのイメージのいずれかを同じバー
ジョンで上書きする場合は、/overwrite
オプションを指定する必要がありま
す。
/leave-old-sw を指定すると、既存のファイルは削
除されません。新しいイメージをインストールす
る十分なスペースがない場合に稼働中のイメージ
を保存しようとすると、ダウンロード プロセス
が停止して、エラーメッセージが表示されます。
（注）

ダウンロードされたイメージは、システム ボー
ドのフラッシュ デバイス（flash:）にアルゴリズ
ムによってインストールされます。このイメージ
はソフトウェア バージョン ストリングの名前が
付いた新しいディレクトリに格納されます。ま
た、新しくインストールされたイメージを示すよ
うに、BOOT 環境変数が更新されます。
ダウンロード プロセス中に古いイメージを保持
した場合（/leave-old-sw キーワードを指定した場
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コマンドまたはアクション

目的
合）は、delete/force/recursivefilesystem :/ file-url
特権 EXEC コマンドを入力すると、そのイメー
ジを削除できます。filesystem には、システム ボー
ドのフラッシュ デバイスを指定する場合は flash:
を使用します。file-url には、古いソフトウェア
イメージのディレクトリ名を入力します。ディレ
クトリ内のすべてのファイルおよびディレクトリ
が削除されます。
（注）

ダウンロードおよびアップロード アル
ゴリズムを適切に動作させるために、
イメージの名前は変更しないでくださ
い。

FTP によるイメージ ファイルのアップロード
スイッチから FTP サーバにイメージをアップロードできます。後でこのイメージをこのスイッチ
や、同じタイプの別のスイッチにダウンロードできます。
組み込みのデバイス マネージャと連携する Web 管理ページが、既存のイメージでインストールさ
れている場合に限って、アップロード機能を使用します。
イメージを FTP サーバにアップロードするには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順の概要
1. configure terminal
2. ip ftp usernameusername
3. ip ftp passwordpassword
4. end
5. archive upload-sw ftp:[[//[username[:password]@]location]/directory]/image-name.tar

手順の詳細

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。
このステップが必要になるのは、デフォルト
のリモート ユーザ名またはパスワードを上書
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コマンドまたはアクション

目的
きする場合のみです（ステップ 2、3、および
4 を参照）。

ステッ
プ2

ip ftp usernameusername

（任意）デフォルトのリモート ユーザ名を変
更します。

ステッ
プ3

ip ftp passwordpassword

（任意）デフォルトのパスワードを変更しま
す。

ステッ
プ4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

ステッ
プ5

archive upload-sw
現在稼働中のスイッチ イメージを FTP サーバ
ftp:[[//[username[:password]@]location]/directory]/image-name.tar にアップロードします。
• username:password には、ユーザ名および
パスワードを指定します。これらは、
FTP サーバのアカウントに関連付けられ
ている必要があります。
• @location には、FTP サーバの IP アドレ
スを指定します。
• directory/image-name.tar には、ディレク
トリ（任意）およびアップロードするソ
フトウェア イメージの名前を指定しま
す。ディレクトリ名およびイメージ名で
は大文字と小文字が区別されます。
image-name.tar は、サーバ上に格納する
ソフトウェア イメージの名前です。
archive upload-sw コマンドを実行すると、こ
れらのファイルが info、Cisco IOS イメージ、
Web 管理ファイルの順にアップロードされ
て、サーバにイメージ ファイルが構築されま
す。これらのファイルがアップロードされた
後に、アップロード アルゴリズムによって tar
ファイル形式が作成されます。
（注）

ダウンロードおよびアップロード
アルゴリズムを適切に動作させるた
めに、イメージの名前は変更しない
でください。
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RCP によるイメージ ファイルのコピー
RCP サーバからスイッチ イメージをダウンロードしたり、スイッチから RCP サーバにスイッチ
イメージをアップロードしたりできます。
スイッチ ソフトウェアをアップグレードするには、サーバからスイッチ イメージ ファイルをダ
ウンロードします。現在のイメージを新しいイメージで上書きしたり、ダウンロード後に現在の
ファイルを保存したりできます。バックアップのために、スイッチイメージファイルをサーバに
アップロードします。アップロードされたこのイメージは、今後同じスイッチや、同じタイプの
別のスイッチにダウンロードする場合に使用できます。

（注）

ソフトウェア イメージ ファイルをダウンロードおよびアップロードするには、copy 特権 EXEC
コマンドまたは archive tar 特権 EXEC コマンドではなく、archive download-sw および archive
upload-sw 特権 EXEC コマンドを使用することを推奨します。スイッチ スタックでは、スタッ
ク マスター経由でのみ、archive download-sw 特権 EXEC コマンドおよび archive upload-sw 特
権 EXEC コマンドを使用できます。スタック マスターにダウンロードされたソフトウェア イ
メージは、残りのスタック メンバに自動的にダウンロードされます。互換性のないソフトウェ
ア イメージがあるスイッチをアップグレードするには、archive copy-sw 特権 EXEC コマンド
を使用して、既存のスタック メンバから非互換スイッチにソフトウェア イメージをコピーし
ます。その場合、スイッチは自動的にリロードされ、完全に機能しているメンバとしてスタッ
クに加入します。

RCP によるイメージ ファイルのダウンロードまたはアップロードの準備
リモートホストとスイッチの間でイメージファイルをダウンロードおよびアップロードするため
の別の方法は、RCP を使用することです。コネクションレス プロトコルであるユーザ データグラ
ム プロトコル（UDP）を使用する TFTP と異なり、RCP ではコネクション型の TCP が使用されま
す。
RCP を使用してファイルをコピーする場合は、ファイルのコピー元またはコピー先のサーバで
RCP がサポートされている必要があります。RCP の copy コマンドは、リモート システム上の rsh
サーバ（またはデーモン）を利用します。RCP を使用してファイルをコピーする場合は、TFTP
の場合のようにファイル配信用サーバを作成する必要がありません。ユーザは rsh をサポートす
るサーバにアクセスするだけですみます（ほとんどの UNIX システムが rsh をサポートしていま
す）。ある場所から別の場所にファイルをコピーするため、コピー元のファイルに対する読み取
り権限とコピー先のファイルに対する書き込み権限が必要です。コピー先ファイルが存在しない
場合は、RCP によって作成されます。
RCP では、RCP 要求ごとのリモート ユーザ名をクライアントがサーバに送信する必要がありま
す。RCP を使用してイメージ ファイルをスイッチからサーバにコピーすると、Cisco IOS ソフト
ウェアは次のリスト内の最初の有効なユーザ名を送信します。
• archive download-sw または archive upload-sw 特権 EXEC コマンドで指定されているユーザ
名（ユーザ名が指定されている場合）。
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• ip rcmd remote-username username グローバル コンフィギュレーション コマンドで設定され
たユーザ名（このコマンドが入力されている場合）。
• 現在の TTY（端末）プロセスに関連付けられたリモート ユーザ名。たとえば、ユーザが Telnet
を介してルータに接続されており、username コマンドを介して認証された場合は、リモート
ユーザ名として Telnet ユーザ名がスイッチ ソフトウェアによって送信されます。
• スイッチのホスト名。
RCP コピー要求を正常に実行するためには、ネットワーク サーバ上にリモート ユーザ名のアカウ
ントを定義する必要があります。サーバがディレクトリ構造である場合、イメージ ファイルは
サーバ上のリモート ユーザ名に関連付けられたディレクトリに書き込まれたり、そこからコピー
されたりします。たとえば、イメージファイルがサーバ上のユーザのホームディレクトリ内に置
かれている場合は、ユーザの名前をリモート ユーザ名として指定します。
RCP を使用してイメージ ファイルのダウンロードやアップロードを開始する前に、次の作業を実
行します。
• RCP サーバとして機能しているワークステーションで、rsh がサポートされていることを確
認します。
• スイッチに RCP サーバへのルートが設定されているかどうかを確認します。サブネット間で
トラフィックをルーティングするようにルータを設定していない場合、スイッチとサーバは
同じサブネットに置かれていなければなりません。ping コマンドを使用して、RCP サーバへ
の接続を確認します。
• コンソールまたは Telnet セッションを介してスイッチにアクセスしていて有効なユーザ名が
ない場合は、現在の RCP ユーザ名が RCP ダウンロードに使用するユーザ名であることを確
認します。show users 特権 EXEC コマンドを使用して、有効なユーザ名を表示できます。こ
のユーザ名を使用しない場合は、すべてのアーカイブ処理中に使用される ip rcmd
remote-username username グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、新しい
RCP ユーザ名を作成します。新しいユーザ名は NVRAM に格納されます。Telnet セッション
を介してスイッチにアクセスしていて、有効なユーザ名がある場合は、このユーザ名が使用
されるので、RCPユーザ名を設定する必要はありません。この処理のためだけにユーザ名を
指定する場合は、archive download-sw または archive upload-sw 特権 EXEC コマンドでユー
ザ名を指定します。
• イメージを RCP サーバにアップロードする場合は、スイッチ上のユーザからの RCP 書き込
み要求が許可されるように、適切に設定する必要があります。UNIX システムの場合は、RCP
サーバ上のリモート ユーザ用の .rhosts ファイルにエントリを追加する必要があります。
たとえば、スイッチに次のコンフィギュレーション行が含まれているとします。
hostname Switch1
ip rcmd remote-username User0

このスイッチの IP アドレスを Switch1.company.com に変換する場合は、RCP サーバ上の User0 用
の .rhosts ファイルに次の行が含まれている必要があります。
Switch1.company.com Switch1

詳細については、RCP サーバのマニュアルを参照してください。
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RCP によるイメージ ファイルのダウンロード
新しいイメージ ファイルをダウンロードして、現在のイメージを置き換えたり、保存したりでき
ます。
RCP サーバから新しいイメージをダウンロードして、既存のイメージを上書きするには、特権
EXEC モードでステップ 1 ～ 6 の手順を実行します。現在のイメージを保存するには、ステップ
6 へ進みます。

手順の概要
1.
2.
3. configure terminal
4. ip rcmd remote-username username
5. end
6. archive download-sw /overwrite/reload rcp:[[[//username@]/location]/directory]/image-name.tar
7. archive download-sw /leave-old-sw/reload rcp:[[[//[username@]location]/directory]/image-name.tar

手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

ステッ
プ1

RCP サーバが適切に設定されていることを確認します。

ステッ
プ2

コンソール ポートまたは Telnet セッションを介して、ス
イッチにログインします。

ステッ configure terminal
プ3

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。
このステップが必要になるのは、デフォルトのリモート
ユーザ名またはパスワードを上書きする場合のみです
（ステップ 4、5、および 6 を参照）。

ステッ ip rcmd remote-username username
プ4

（任意）リモート ユーザ名を指定します。

ステッ end
プ5

特権 EXEC モードに戻ります。

ステッ archive download-sw /overwrite/reload
RCP サーバからスイッチにイメージ ファイルをダウン
rcp:[[[//username@]/location]/directory]/image-name.tar ロードして、現在のイメージを上書きします。
プ6
• /overwrite オプションを指定すると、フラッシュ メ
モリ内のソフトウェア イメージが、ダウンロード
されたイメージによって上書きされます。
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コマンドまたはアクション

目的
• /reload オプションを指定すると、設定が変更され
て保存されなかった場合を除いて、イメージのダウ
ンロード後にシステムがリロードされます。
• //username には、ユーザ名を指定します。RCP コ
ピー要求を正常に実行するためには、ネットワーク
サーバ上にリモート ユーザ名のアカウントを定義
する必要があります。
• @location には、RCP サーバの IP アドレスを指定し
ます。
• /directory/image-name.tar には、ディレクトリ（任
意）およびダウンロードするイメージを指定しま
す。ディレクトリ名およびイメージ名では大文字と
小文字が区別されます。

ステッ archive download-sw /leave-old-sw/reload
FTP サーバからスイッチにイメージ ファイルをダウン
rcp:[[[//[username@]location]/directory]/image-name.tar ロードして、現在のイメージを保存します。
プ7
• /leave-old-sw オプションを指定すると、ダウンロー
ド後に古いソフトウェア バージョンが保持されま
す。
• /reload オプションを指定すると、設定が変更され
て保存されなかった場合を除いて、イメージのダウ
ンロード後にシステムがリロードされます。
• //username には、ユーザ名を指定します。RCP コ
ピー要求を実行するためには、ネットワーク サー
バ上にリモート ユーザ名のアカウントを定義する
必要があります。
• @ location には、RCP サーバの IP アドレスを指定
します。
• /directory]/image-name.tar には、ディレクトリ（任
意）およびダウンロードするイメージを指定しま
す。ディレクトリ名およびイメージ名では大文字と
小文字が区別されます。
ダウンロード アルゴリズムによって、イメージがスイッ
チ モデルに対して適切であるかどうか、および DRAM
サイズが十分であるかどうかが検証されます。問題があ
る場合、プロセスは中断され、エラーが報告されま
す。/overwrite オプションを指定した場合、新しいイメー
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コマンドまたはアクション

目的
ジと同じであるかどうかにかかわらず、ダウンロード ア
ルゴリズムによってフラッシュ デバイスの既存のイメー
ジが削除され、新しいイメージがダウンロードされて、
ソフトウェアがリロードされます。
フラッシュ デバイスに 2 つのイメージを保持
する十分なスペースがあり、これらのイメー
ジのいずれかを同じバージョンで上書きする
場合は、/overwrite オプションを指定する必要
があります。
/leave-old-sw を指定すると、既存のファイルは削除され
ません。新しいイメージをインストールする十分なス
ペースがない場合に稼働中のイメージを保存しようとす
ると、ダウンロード プロセスが停止して、エラー メッ
セージが表示されます。
（注）

ダウンロードされたイメージは、システム ボードのフ
ラッシュ デバイス（flash:）にアルゴリズムによってイ
ンストールされます。このイメージはソフトウェア バー
ジョン ストリングの名前が付いた新しいディレクトリに
格納されます。また、新しくインストールされたイメー
ジを示すように、BOOT 環境変数が更新されます。
ダウンロード プロセス中に古いイメージを保持した場合
（/leave-old-sw キーワードを指定した場合）は、
delete/force/recursive filesystem :/ file-url 特権 EXEC コマ
ンドを入力すると、そのイメージを削除できます。
filesystem には、システム ボードのフラッシュ デバイス
を指定する場合は flash: を使用します。file-url には、古
いソフトウェア イメージのディレクトリ名を入力しま
す。ディレクトリ内のすべてのファイルおよびディレク
トリが削除されます。
（注）

ダウンロードおよびアップロード アルゴリズ
ムを適切に動作させるために、イメージの名
前は変更しないでください。

RCP によるイメージ ファイルのアップロード
スイッチから RCP サーバにイメージをアップロードできます。後でこのイメージをこのスイッチ
や、同じタイプの別のスイッチにダウンロードできます。
組み込みのデバイス マネージャと連携する Web 管理ページが既存のイメージでインストールされ
ている場合に限って、アップロード機能を使用します。
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イメージを RCP サーバにアップロードするには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順の概要
1. configure terminal
2. ip rcmd remote-usernameusername
3. end
4. archive upload-sw rcp:[[[//[username@]location]/directory]/image-name.tar

手順の詳細

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。
この手順は、デフォルトのリモート ユーザ名またはパ
スワードを上書きする場合にだけ必要です（ステップ
2 および 3 を参照）。

ステッ
プ2

ip rcmd remote-usernameusername

（任意）リモート ユーザ名を指定します。

ステッ
プ3

end

特権 EXEC モードに戻ります。

ステッ
プ4

archive upload-sw
現在稼働中のスイッチ イメージを RCP サーバにアッ
rcp:[[[//[username@]location]/directory]/image-name.tar プロードします。
• //username には、ユーザ名を指定します。RCP コ
ピー要求を実行するためには、ネットワークサー
バ上にリモート ユーザ名のアカウントを定義す
る必要があります。
• @location には、RCP サーバの IP アドレスを指定
します。
• directory/image-name.tar には、ディレクトリ（任
意）およびアップロードするソフトウェアイメー
ジの名前を指定します。ディレクトリ名およびイ
メージ名では大文字と小文字が区別されます。
• image-name.tar は、サーバに保存するソフトウェ
ア イメージの名前です。
archive upload-sw コマンドを実行すると、これらの
ファイルが info、Cisco IOS イメージ、Web 管理ファイ
ルの順にアップロードされて、サーバにイメージ ファ
イルが構築されます。これらのファイルがアップロー
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コマンドまたはアクション

目的
ドされた後に、アップロード アルゴリズムによって
tar ファイル形式が作成されます。
（注）

ダウンロードおよびアップロード アルゴリ
ズムを適切に動作させるために、イメージ
の名前は変更しないでください。

あるスタック メンバーから別のスタック メンバーのイメージ ファイ
ルのコピー
スイッチ スタックでは、スタック マスター経由でのみ、archive download-sw 特権 EXEC コマン
ドおよび archive upload-sw 特権 EXEC コマンドを使用できます。スタック マスターにダウンロー
ドされたソフトウェア イメージは、残りのスタック メンバに自動的にダウンロードされます。
互換性のないソフトウェア イメージを持つスイッチをアップグレードするには、archive copy-sw
特権 EXEC コマンドを使用して、既存のスタック メンバーから互換性のないソフトウェアを持つ
スタックメンバーに、ソフトウェアイメージをコピーします。その場合、スイッチは自動的にリ
ロードされ、完全に機能しているメンバとしてスタックに加入します。

（注）

archive copy-sw 特権 EXEC コマンドを正常に使用するには、追加されるスタック メンバー ス
イッチおよびスタック マスターの両方のイメージを TFTP サーバからダウンロードしておく必
要があります。ダウンロードを実行するには、archive download-sw 特権 EXEC コマンドを使
用します。
アップグレードするスタック メンバから、特権 EXEC モードで、次の手順を実行して、異なるス
タック メンバのフラッシュ メモリから、実行イメージ ファイルをコピーします。

手順の概要
1. archive copy-sw/destination-system destination-stack-member-number/
force-reloadsource-stack-member-number
2. reload slotstack-member-number
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手順の詳細
コマンドまたはアクション
ステッ
プ1

目的

archive copy-sw/destination-system
スタック メンバから実行イメージ ファイルをコピーし、アップデー
destination-stack-member-number/
トされるスタック メンバに無条件にリロードします。
force-reloadsource-stack-member-number （注）
互換性のないソフトウェアを実行中のスイッチにコピーさ
れるイメージは、少なくとも 1 つのスタック メンバーに
よって実行されている必要があります。
/ destination-systemdestination-stack-member-number で、実行イメージ
のソース ファイルをコピーするスタック メンバー（宛先）の番号を
指定します。このスタック メンバ番号を指定しない場合、デフォル
ト設定で、実行中のイメージ ファイルがすべてのスタック メンバに
コピーされます。
/force-reload を指定して、ソフトウェア イメージが正常にダウンロー
ドされた後にシステムのリロードを無条件で強制実行します。
source-stack-member-number で、実行イメージ ファイルのコピー元の
スタック メンバ（送信元）の番号を指定します。スタック メンバ番
号の有効範囲は 1 ～ 9 です。

ステッ
プ2

reload slotstack-member-number

アップデートされたスタック メンバをリセットし、この設定の変更
を有効にします。
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表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シスコ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 からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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VTP の前提条件
VLAN を作成する前に、ネットワークで VLAN Trunking Protocol（VTP）を使用するかどうかを決
定する必要があります。VTP を使用すると、1 つまたは複数のスイッチ上で中央集約的に設定変
更を行い、その変更を自動的にネットワーク上の他のスイッチに伝達できます。VTP を使用しな
い場合、VLAN 情報を他のスイッチに送信することはできません。
VTP は、1 つのスイッチで行われた更新が VTP を介してドメイン内の他のスイッチに送信される
環境で動作するように設計されています。VLAN データベースに対する複数の更新が同一ドメイ
ン内のスイッチ上で同時に発生する環境の場合、VTP は適切に機能せず、VLAN データベースの
不整合が生じます。
スイッチは合計 64 の VLAN をサポートします。VTP が新しい VLAN をスイッチに通知し、スイッ
チが使用可能な最大限のハードウェア リソースをすでに使用している場合、コントローラはハー
ドウェア リソース不足を伝えるメッセージを送信して、VLAN をシャットダウンします。show
vlan ユーザ EXEC コマンドの出力に、サスペンド ステートの VLAN が示されます。
トランク ポートは VTP アドバタイズを送受信するので、スイッチ上で少なくとも 1 つのトランク
ポートが設定されており、そのトランクポートが別のスイッチのトランクポートに接続されてい
ることを確認する必要があります。そうでない場合、スイッチは VTP アドバタイズを受信できま
せん。

VTP の制約事項
（注）

VTP クライアント スイッチを VTP ドメインに追加する前に、必ず VTP コンフィギュレーショ
ン リビジョン番号が VTP ドメイン内の他のスイッチのコンフィギュレーション リビジョン番
号より小さいことを確認してください。VTP ドメイン内のスイッチは常に、VTP コンフィギュ
レーション リビジョン番号が最大のスイッチの VLAN コンフィギュレーションを使用します。
VTP ドメイン内のリビジョン番号よりも大きなリビジョン番号を持つスイッチを追加すると、
VTP サーバおよび VTP ドメインからすべての VLAN 情報が消去される場合があります。
次に、VTP を設定する際の制約事項を示します。
• 約 10 のアクセス インターフェイスまたは 5 つのトランク インターフェイスを同時にフラッ
プさせるのは、一般的なことです。これによる CPU 使用率への影響はごくわずかです。同時
にフラップするインターフェイスが多い場合は、CPU 使用率が非常に高くなる可能性があり
ます。
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VTP の概要
VTP
VTP は、レイヤ 2 のメッセージ プロトコルであり、ネットワーク全体にわたって VLAN の追加、
削除、名前の変更を管理することにより、VLAN 設定の整合性を維持します。VTP により、VLAN
名の重複、誤った VLAN タイプの指定、セキュリティ違反など、さまざまな問題を引き起こしか
ねない設定の誤りや矛盾が最小限に抑えられます。
VTP バージョン 1 およびバージョン 2 は、標準範囲の VLAN（VLAN ID 1 ～ 1005）だけをサポー
トします。VTP バージョン 3 は、VLAN 範囲全体（VLAN 1 ～ 4094）をサポートします。拡張範
囲 VLAN（VLAN 1006 ～ 4094）は、VTP バージョン 3 でだけサポートされます。
拡張 VLAN がドメインに設定されている場合は、VTP バージョン 3 から VTP バージョン 2 に変
換できません。

VTP Domain
VTP ドメイン（別名 VLAN 管理ドメイン）は、1 つのスイッチ、または同じ VTP ドメイン名を共
有して同一管理下にある相互接続された複数のスイッチまたはスイッチスタックで構成されます。
スイッチは、1 つの VTP ドメインにだけ所属できます。そのドメインに対してグローバル VLAN
の設定を変更します。
デフォルトの設定では、トランク リンク（複数 VLAN のトラフィックを伝送するリンク）を介し
てドメインについてのアドバタイズを受信しない限り、またはユーザがドメイン名を設定しない
限り、スイッチは VTP 非管理ドメイン ステートです。管理ドメイン名を指定するか学習するまで
は、VTP サーバ上で VLAN を作成または変更できません。また、VLAN 情報はネットワークを介
して伝播されません。
スイッチが、トランク リンクを介して VTP アドバタイズを受信した場合、管理ドメイン名および
VTP設定のリビジョン番号を継承します。その後スイッチは、別のドメイン名または古いコンフィ
ギュレーション リビジョン番号が指定されたアドバタイズについては、すべて無視します。
VTP サーバ上の VLAN 設定を変更すると、その変更は VTP ドメイン内のすべてのスイッチに伝
播されます。VTP アドバタイズは、IEEE 802.1Q を含め、すべての IEEE トランク接続に送信され
ます。VTP は、複数の LAN タイプにわたり、固有の名前と内部インデックスの対応によって
VLAN を動的にマッピングします。このマッピングにより、ネットワーク管理者がデバイスを管
理するための作業負担が大幅に軽減されます。
VTP トランスペアレント モードでスイッチを設定した場合、VLAN の作成および変更は可能です
が、その変更はドメイン内の他のスイッチには送信されません。また、変更が作用するのは、個々
のスイッチに限られます。ただし、スイッチがこのモードのときに設定を変更すると、変更内容
がスイッチの実行コンフィギュレーションに保存されます。この変更はスイッチのスタートアッ
プ コンフィギュレーション ファイルに保存することもできます。
関連トピック
VTP ドメインへの VTP クライアント スイッチの追加, （1539 ページ）
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VTP の前提条件

VTP モード
表 125：VTP モード

VTP モード

説明

VTP サーバ

VTP サーバ モードでは、VLAN の作成、変更、削除ができます。また、VTP ドメ
イン全体に対して他のコンフィギュレーション パラメータ（VTP バージョンな
ど）を指定できます。VTP サーバは、同一 VTP ドメイン内の他のスイッチに自身
の VLAN 設定をアドバタイズし、トランク リンクを介して受信したアドバタイズ
に基づいて、自身の VLAN 設定を他のスイッチと同期させます。
VTP サーバがデフォルトのモードです。
VTP サーバ モードでは、VLAN 設定は NVRAM に保存されます。スイッチがコ
ンフィギュレーションを NVRAM に書き込んでいる間に障害を検出すると、VTP
モードはサーバ モードからクライアント モードに自動的に移行します。この場
合、NVRAM が正常に動作するまで、スイッチを VTP サーバ モードに戻すことは
できません。

VTP クライ
アント

VTP クライアントは VTP サーバと同様に機能し、そのトランクで VTP アップデー
トを送受信しますが、VTP クライアント上で VLAN の作成、変更、削除を行うこ
とはできません。VLAN は、ドメインに含まれる、他のサーバ モードのスイッチ
で設定します。
VTP バージョン 1 および 2 の VTP クライアント モードでは、VLAN 設定は NVRAM
に保存されません。VTP バージョン 3 では、VLAN 設定はクライアント モードで
NVRAM に保存されます。

VTP トラン
スペアレン
ト

VTP トランスペアレント スイッチは、VTP に参加しません。VTP トランスペア
レント スイッチは自身の VLAN 設定をアドバタイズせず、受信したアドバタイズ
に基づいて自身の VLAN 設定を同期させることもありません。ただし、VTP バー
ジョン 2 またはバージョン 3 では、トランスペアレント スイッチは、トランク イ
ンターフェイスを介して他のスイッチから受信した VTP アドバタイズを転送しま
す。VTP トランスペアレント モードでは、スイッチ上の VLAN を作成、変更、
削除できます。
スイッチが VTP トランスペアレント モードの場合、VTP および VLAN の設定は
NVRAMに保存されますが、他のスイッチにはアドバタイズされません。このモー
ドでは、VTP モードおよびドメイン名はスイッチの実行コンフィギュレーション
に保存されます。この情報をスイッチのスタートアップ コンフィギュレーション
ファイルに保存するには、copy running-config startup-config 特権 EXEC コマンド
を使用します。
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VTP モード

説明

VTP オフ

VTP オフ モードでのスイッチの機能は、トランクを介して VTP アドバタイズを
転送しないことを除くと VTP トランスペアレント スイッチとしての機能と同じ
です。

関連トピック
VTP の前提条件
VTP モードの設定, （1530 ページ）
例：VTP サーバとしてのスイッチの設定, （1543 ページ）

VTP アドバタイズ
VTP ドメイン内の各スイッチは、専用のマルチキャスト アドレスに対して、それぞれのトランク
ポートからグローバル コンフィギュレーション アドバタイズを定期的に送信します。ネイバー
スイッチは、このようなアドバタイズを受信し、必要に応じて各自の VTP および VLAN 設定を
アップデートします。
VTP アドバタイズにより、次のグローバル ドメイン情報が配信されます。
• VTP ドメイン名
• VTP 設定のリビジョン番号
• アップデート ID およびアップデート タイムスタンプ
• 各 VLAN の最大伝送単位（MTU）サイズを含む MD5 ダイジェスト VLAN コンフィギュレー
ション
• フレーム形式
VTP アドバタイズではさらに、設定されている各 VLAN について、次の VLAN 情報が配信されま
す。
• VLAN ID（IEEE 802.1Q を含む）
• VLAN 名
• VLAN タイプ
• VLAN ステート
• VLAN タイプ固有のその他の VLAN 設定情報
VTP バージョン 3 では、VTP アドバタイズにはプライマリ サーバ ID、インスタンス番号、およ
び開始インデックスも含まれます。
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関連トピック
VTP の前提条件

VTP バージョン 2
ネットワークで VTP を使用する場合、VTP のどのバージョンを使用するかを決定する必要があり
ます。デフォルトでは、バージョン 1 の VTP が動作します。
VTP バージョン 1 でサポートされず、バージョン 2 でサポートされる機能は、次のとおりです。
• トークンリング サポート：VTP バージョン 2 は、トークンリング ブリッジ リレー機能
（TrBRF）およびトークンリング コンセントレータ リレー機能（TrCRF）VLAN をサポート
します。
• 認識不能な Type-Length-Value（TLV）のサポート：VTP サーバまたは VTP クライアントは、
TLV が解析不能であっても、設定の変更を他のトランクに伝播します。認識されなかった
TLV は、スイッチが VTP サーバ モードで動作している場合、NVRAM に保存されます。
• バージョン依存型トランスペアレント モード：VTP バージョン 1 の場合、VTP トランスペ
アレント スイッチが VTP メッセージ中のドメイン名およびバージョンを調べ、バージョン
およびドメイン名が一致する場合に限りメッセージを転送します。VTP バージョン 2 がサ
ポートするドメインは 1 つだけですが、VTP バージョン 2 トランスペアレント スイッチは、
ドメイン名が一致した場合のみメッセージを転送します。
• 整合性検査：VTP バージョン 2 では、CLI または SNMP を介して新しい情報が入力された場
合に限り、VLAN 整合性検査（VLAN 名、値など）を行います。VTP メッセージから新しい
情報を取得した場合、または NVRAM から情報を読み込んだ場合には、整合性検査を行いま
せん。受信した VTP メッセージの MD5 ダイジェストが有効であれば、情報を受け入れま
す。
関連トピック
VTP バージョンのイネーブル化, （1534 ページ）

VTP バージョン 3
VTP バージョン 1 または 2 でサポートされず、バージョン 3 でサポートされる機能は、次のとお
りです。
• 拡張認証：認証を hidden または secret として設定できます。設定を hidden にしている場合、
パスワード文字列からの秘密キーは VLAN のデータベース ファイルに保存されますが、設
定においてプレーン テキストで表示されることはありません。代わりに、パスワードに関連
付けられているキーが 16 進表記で実行コンフィギュレーションに保存されます。ドメイン
にテイクオーバー コマンドを入力するときは、パスワードを再入力する必要があります。
キーワード secret を入力する場合、パスワードに秘密キーを直接設定できます。
• 拡張範囲 VLAN （VLAN 1006 ～ 4094）データベース伝播のサポート：VTP バージョン 1 お
よび 2 では VLAN 1 ～ 1005 だけが伝播されます。
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（注）

VTP プルーニングは引き続き VLAN 1 ～ 1005 にだけ適用され、VLAN 1002 ～
1005 は予約されたままで変更できません。

• ドメイン内のデータベースのサポート：VTP 情報の伝播に加え、バージョン 3 では、Multiple
Spanning Tree（MST）プロトコル データベース情報も伝播できます。VTP プロトコルの個別
インスタンスが VTP を使用する各アプリケーションで実行されます。
• VTP プライマリ サーバと VTP セカンダリ サーバ：VTP プライマリ サーバは、データベース
情報を更新し、システム内のすべてのデバイスに適用されるアップデートを送信します。VTP
セカンダリ サーバで実行できるのは、プライマリ サーバから NVRAM に受け取ったアップ
デート済み VTP コンフィギュレーションのバックアップだけです。
デフォルトでは、すべてのデバイスはセカンダリ サーバとして起動します。vtp primary 特
権 EXEC コマンドを入力してプライマリ サーバを指定することができます。プライマリ サー
バのステータスは、管理者がドメインでテイクオーバー メッセージを発行する場合、データ
ベースのアップデート用に必要となるだけです。プライマリ サーバなしで実用 VTP ドメイ
ンを持つことができます。プライマリ サーバのステータスは、スイッチにパスワードが設定
されている場合でも、装置がリロードしたり、ドメインのパラメータが変更したりすると失
われます。
• VTP をトランク単位（ポート単位）でオンまたオフにするオプション：ポート単位で VTP
をイネーブルまたはディセーブルにするには、[no] vtp インターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを入力します。トランク ポート上で VTP をディセーブルにすると、そのポー
トのすべての VTP インスタンスがディセーブルになります。VTP の設定を、MST データベー
スには off にする一方で、同じポートの VLAN データベースには on にすることはできませ
ん。
グローバルに VTP モードをオフに設定すると、システムのすべてのトランク ポートにこの
設定が適用されます。ただし、VTP インスタンス ベースでこのモードのオンまたはオフを指
定することはできます。たとえば、VLAN データベースには、スイッチを VTP サーバとして
設定する一方で、MST データベースには VTP を off に設定することができます。
関連トピック
VTP バージョンのイネーブル化, （1534 ページ）

VTP プルーニング
VTP プルーニングを使用すると、トラフィックが宛先デバイスに到達するために使用しなければ
ならないトランクリンクへのフラッディングトラフィックが制限されるので、使用可能なネット
ワーク帯域幅が増えます。VTP プルーニングを使用しない場合、スイッチは受信側のスイッチで
廃棄される可能性があっても、VTP ドメイン内のすべてのトランク リンクに、ブロードキャス
ト、マルチキャスト、および不明のユニキャスト トラフィックをフラッディングします。VTP プ
ルーニングはデフォルトでディセーブルです。
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VTP プルーニングは、プルーニング適格リストに指定された VLAN トランク ポートへの不要なフ
ラッディング トラフィックを阻止します。プルーニング適格リストに指定された VLAN だけが、
プルーニングの対象になります。デフォルトでは、スイッチのトランク ポート上で VLAN 2 ～
1001 がプルーニング適格です。プルーニング不適格として設定した VLAN については、引き続き
フラッディングが行われます。VTP プルーニングはすべてのバージョンの VTP でサポートされま
す。
VTP バージョン 1 および 2 では、VTP サーバでプルーニングをイネーブルにすると、その VTP ド
メイン全体でプルーニングがイネーブルになります。VTP バージョン 3 では、ドメイン内の各ス
イッチ上で手動によってプルーニングをイネーブルにする必要があります。VLAN をプルーニン
グ適格または不適格として設定する場合、影響を受けるのは、そのトランク上の VLAN のプルー
ニングだけです（VTP ドメイン内のすべてのスイッチに影響するわけではありません）。
VTP プルーニングは、イネーブルにしてから数秒後に有効になります。VTP プルーニング不適格
の VLAN からのトラフィックは、プルーニングの対象になりません。VLAN 1 および VLAN 1002
～ 1005 は常にプルーニング不適格です。これらの VLAN からのトラフィックはプルーニングで
きません。拡張範囲 VLAN（1005 を超える VLAN ID）もプルーニング不適格です。
関連トピック
VTP プルーニングのイネーブル化, （1536 ページ）

VTP 設定時の注意事項
VTP の設定要件
VTP を設定する場合は、スイッチがドメイン内の他のスイッチと VTP アドバタイズを送受信でき
るように、トランク ポートを設定する必要があります。
VTP バージョン 1 および 2 ではプライベート VLAN をサポートしません。VTP バージョン 3 では
プライベート VLAN をサポートします。プライベート VLAN を設定した場合、スイッチは VTP
トランスペアレント モードでなければなりません。プライベート VLAN がスイッチに設定されて
いる場合、VTP モードをトランスペアレント モードからクライアント モードやサーバ モードに
変更しないでください。

VTP の設定
VTP 情報は VTP VLAN データベースに保存されます。VTP モードがトランスペアレントである場
合、VTP ドメイン名およびモードはスイッチの実行コンフィギュレーション ファイルにも保存さ
れます。この情報をスイッチのスタートアップ コンフィギュレーション ファイルに保存するに
は、copy running-config startup-config 特権 EXEC コマンドを入力します。スイッチをリセットし
た場合にも、VTP モードをトランスペアレントとして保存するには、このコマンドを使用する必
要があります。
スイッチのスタートアップ コンフィギュレーション ファイルに VTP 情報を保存して、スイッチ
を再起動すると、スイッチの設定は次のように選択されます。
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• スタートアップ コンフィギュレーションおよび VLAN データベース内の VTP モードがトラ
ンスペアレントであり、VLAN データベースとスタートアップ コンフィギュレーション ファ
イルの VTP ドメイン名が一致する場合は、VLAN データベースが無視され（クリアされ）、
スタートアップ コンフィギュレーション ファイル内の VTP および VLAN 設定が使用されま
す。VLAN データベース内の VLAN データベース リビジョン番号は変更されません。
• スタートアップ コンフィギュレーション内の VTP モードまたはドメイン名が VLAN データ
ベースと一致しない場合、VLAN ID 1 ～ 1005 のドメイン名、VTP モード、および VTP 設定
には VLAN データベース情報が使用されます。
関連トピック
ポート単位の VTP の設定, （1538 ページ）
VTP バージョン 3 のプライマリ サーバの設定, （1534 ページ）

VTP 設定のためのドメイン名
VTP を初めて設定するときは、必ずドメイン名を割り当てる必要があります。また、VTP ドメイ
ン内のすべてのスイッチを、同じドメイン名で設定しなければなりません。VTP トランスペアレ
ント モードのスイッチは、他のスイッチと VTP メッセージを交換しません。これらのコントロー
ラについては VTP ドメイン名を設定する必要はありません。

（注）

NVRAM および DRAM の記憶域が十分にある場合は、VTP ドメイン内のすべてのスイッチを
VTP サーバ モードにする必要があります。

注意

すべてのスイッチが VTP クライアント モードで動作している場合は、VTP ドメインを設定し
ないでください。ドメインを設定すると、そのドメインの VLAN 設定を変更できなくなりま
す。VTP ドメイン内の少なくとも 1 台のスイッチを VTP サーバ モードに設定してください。
関連トピック
VTP ドメインへの VTP クライアント スイッチの追加, （1539 ページ）

VTP ドメインのパスワード
VTP ドメインのパスワードは設定できますが、必須ではありません。ドメイン パスワードを設定
する場合は、すべてのドメイン スイッチで同じパスワードを共有し、管理ドメイン内のスイッチ
ごとにパスワードを設定する必要があります。パスワードのないスイッチ、またはパスワードが
不正なコントローラは、VTP アドバタイズを拒否します。
ドメインに VTP パスワードを設定する場合、VTP 設定なしで起動したスイッチは、正しいパス
ワードを使用して設定しない限り、VTP アドバタイズを受信しません。設定後、スイッチは同じ
パスワードおよびドメイン名を使用した次の VTP アドバタイズを受信します。
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VTP 機能を持つ既存のネットワークに新しいスイッチを追加した場合、その新しいスイッチに適
切なパスワードを設定して初めて、そのコントローラはドメイン名を学習します。

注意

VTP ドメイン パスワードを設定したにもかかわらず、ドメイン内の各スイッチに管理ドメイ
ン パスワードを割り当てなかった場合には、管理ドメインが正常に動作しません。

関連トピック
VTP バージョン 3 のパスワードの設定, （1532 ページ）
例：スイッチをプライマリ サーバとして設定する, （1543 ページ）

VTP Version
実装する VTP バージョンを決定する場合は、次の注意事項に従ってください。
• VTPドメイン内のすべてのスイッチは同じドメイン名を使用する必要がありますが、すべて
が同じ VTP バージョンを実行する必要はありません。
• VTP バージョン 2 対応のスイッチ上で VTP バージョン 2 がディセーブルに設定されている
場合、VTP バージョン 2 対応スイッチは、VTP バージョン 1 を実行しているスイッチと同じ
VTP ドメインで動作できます（デフォルトでは VTP バージョン 2 はディセーブルになって
います）。
• VTP バージョン 1 を実行しているものの、VTP バージョン 2 に対応可能なスイッチが VTP
バージョン 3 アドバタイズを受信すると、このコントローラは VTP バージョン 2 に自動的に
移行します。
• VTP バージョン 3 を実行しているスイッチが VTP バージョン 1 を実行しているスイッチに
接続すると、VTP バージョン 1 のスイッチは VTP バージョン 2 に移行し、VTP バージョン
3 のスイッチは、スケールダウンしたバージョンの VTP パケットを送信するため、VTP バー
ジョン 2 スイッチは自身のデータベースをアップデートできます。
• VTP バージョン 3 を実行するスイッチは、拡張 VLAN を持つ場合はバージョン 1 または 2 に
移行できません。
• 同一 VTP ドメイン内のすべてのスイッチがバージョン 2 に対応可能な場合を除いて、スイッ
チ上で VTP バージョン 2 をイネーブルにしないでください。1 つのスイッチでバージョン 2
をイネーブルにすると、ドメイン内のすべてのバージョン 2 対応スイッチでバージョン 2 が
イネーブルになります。バージョン 1 専用のスイッチがドメインに含まれている場合、その
コントローラはバージョン 2 対応スイッチとの間で VTP 情報を交換できません。
• VTP バージョン 1 および 2 スイッチは、VTP バージョン 3 アドバタイズメントを転送できな
いため、ネットワークのエッジに配置することをお勧めします。
• 使用環境に TrBRF および TrCRF トークンリング ネットワークが含まれている場合に、トー
クンリング VLAN スイッチング機能を正しく動作させるには、VTP バージョン 2 またはバー
ジョン 3 をイネーブルにする必要があります。トークンリングおよびトークンリング Net を
実行する場合は、VTP バージョン 2 をディセーブルにします。
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• VTP バージョン 1 およびバージョン 2 は、拡張範囲 VLAN（VLAN 1006 ～ 4094）の設定情
報を伝播しません。これらの VLAN は各装置で手動によって設定する必要があります。VTP
バージョン 3 は拡張範囲 VLAN と、拡張範囲 VLAN データベースの伝播をサポートします。
• VTP バージョン 3 装置のトランク ポートが VTP バージョン 2 装置からのメッセージを受信
した場合、この装置は、VLAN データベースをスケールダウンし、その特定のトランク上で
VTP バージョン 2 フォーマットを使用して送信します。VTP バージョン 3 装置は、最初にそ
のトランク ポートで VTP バージョン 2 パケットを受信しない限り、VTP バージョン 2 フォー
マットのパケットを送信しません。
• VTP バージョン 3 装置が、あるトランク ポートで VTP バージョン 2 装置を検出した場合、
両方のネイバーが同一トランク上で共存できるように、VTP バージョン 2 パケットだけでな
く VTP バージョン 3 パケットの送信も継続します。
• VTP バージョン 3 装置は、VTP バージョン 2 またはバージョン 1 の装置からの設定情報は受
け入れません。
• 2 つの VTP バージョン 3 リージョンは、VTP バージョン 1 リージョンまたはバージョン 2
リージョンでは、トランスペアレント モードでだけ通信できます。
• VTP バージョン 1 にだけ対応する装置は、VTP バージョン 3 装置との相互運用はできませ
ん。
• VTP バージョン 1 およびバージョン 2 は、拡張範囲 VLAN（VLAN 1006 ～ 4094）の設定情
報を伝播しません。これらの VLAN を各装置上に手動で設定する必要があります。
関連トピック
VTP バージョンのイネーブル化, （1534 ページ）

VTP のデフォルト設定
次の表に、VTP のデフォルト設定を記載します。
表 126：VTP のデフォルト設定

機能

デフォルト設定

VTP ドメイン名

ヌル

VTP モード（VTP バージョン 1 およびバージョ サーバ
ン 2）
VTP モード（VTP バージョン 3）

このモードは、VTP バージョン 3 に変換する前
のバージョン 1 または 2 のモードと同じです。

VTP バージョン

Version 1

MST データベース モード

Transparent
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機能

デフォルト設定

VTP バージョン 3 のサーバ タイプ

セカンダリ（Secondary）

VTP パスワード

なし

VTP プルーニング

ディセーブル

VTP の設定方法
VTP モードの設定
次のいずれかに VTP モードを設定できます。
• VTP サーバ モード：VTP サーバ モードでは、VLAN の設定を変更し、ネットワーク全体に
伝播させることができます。
• VTP クライアント モード：VTP クライアント モードでは、VLAN の設定を変更できません。
クライアント スイッチは、VTP ドメイン内の VTP サーバから VTP アップデート情報を受信
し、それに基づいて設定を変更します。
• VTP トランスペアレント モード：VTP トランスペアレント モードでは、スイッチで VTP が
ディセーブルになります。スイッチは VTP アップデートを送信せず、他のスイッチから受信
した VTP アップデートにも反応しません。ただし、VTP バージョン 2 を実行する VTP トラ
ンスペアレント モードのスイッチは、対応するトランク リンクで、受信した VTP アドバタ
イズを転送します。
• VTP オフ モード：VTP オフ モードは、VTP アドバタイズが転送されない以外は、VTP トラ
ンスペアレント モードと同じです。
設定したドメイン名は、削除できません。別のドメインにスイッチを再び割り当てるしかありま
せん。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. vtp domain domain-name
4. vtp mode {client | server | transparent | off} {vlan | mst | unknown}
5. vtp password password
6. end
7. show vtp status
8. 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。パスワードを入力します
（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

vtp domain domain-name
例：
Switch(config)# vtp domain
eng_group

VTP 管理ドメイン名を設定します。1 ～ 32 文字の名前を使用でき
ます。同一管理下にある VTP サーバ モードまたはクライアント
モードのスイッチは、すべて同じドメイン名に設定する必要があり
ます。
サーバ モード以外にはこのコマンドは任意です。VTP サーバ モー
ドではドメイン名が必要です。スイッチが VTP ドメインにトラン
ク接続されている場合、スイッチはドメイン内の VTP サーバから
ドメイン名を取得します。
他の VTP パラメータを設定する前に、VTP ドメインを設定する必
要があります。
（注）

ステップ 4

vtp mode {client | server |
transparent | off} {vlan | mst |
unknown}

VTP モード（クライアント、サーバ、トランスペアレント、または
オフ）のスイッチの設定。
• vlan：何も設定されていない場合は VLAN データベースがデ
フォルトです。

例：
Switch(config)# vtp mode server

• mst：マルチ スパニング ツリー（MST）データベース。
• unknown：データベース タイプは不明。

ステップ 5

vtp password password
例：
Switch(config)# vtp password
mypassword

（任意）VTP ドメイン用のパスワードを設定します。パスワードに
使用できる文字数は 8 ～ 64 文字です。VTP パスワードを設定した
にもかかわらず、ドメイン内の各スイッチに同じパスワードを割り
当てなかった場合には、VTP ドメインが正常に動作しません。
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ステップ 6

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：
Switch(config)# end

ステップ 7

show vtp status

表示された [VTP Operating Mode] および [VTP Domain Name] フィー
ルドの設定を確認します。

例：
Switch# show vtp status

ステップ 8

copy running-config startup-config （任意）スタートアップ コンフィギュレーション ファイルに設定
を保存します。
例：
Switch# copy running-config
startup-config

スイッチの実行コンフィギュレーションに保存され、スタートアッ
プ コンフィギュレーション ファイルにコピーできるのは、VTP モー
ドおよびドメイン名だけです。

関連トピック
VTP モード, （1522 ページ）
例：VTP サーバとしてのスイッチの設定, （1543 ページ）

VTP バージョン 3 のパスワードの設定
スイッチで VTP バージョン 3 のパスワードを設定できます。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. vtp password password [hidden | secret]
4. end
5. show vtp password
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。パスワードを入力
します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

vtp password password [hidden |
secret]

（任意）VTPドメイン用のパスワードを設定します。パスワー
ドに使用できる文字数は 8 ～ 64 文字です。
• （任意）hidden：パスワード文字列から生成される秘密

例：
Switch(config)# vtp password
mypassword hidden

キーが、nvram:vlan.dat ファイルに保存されます。VTP プ
ライマリ サーバを設定してテイクオーバーを設定しよう
とすると、パスワードの再入力を要求されます。
• （任意）secret：パスワードを直接設定します。シーク
レット パスワードには 16 進数文字を 32 個含める必要が
あります。

ステップ 4

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 5

show vtp password

入力を確認します。次のような出力が表示されます。
VTP password: 89914640C8D90868B6A0D8103847A733

例：
Switch# show vtp password

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存しま
す。

例：
Switch# copy running-config
startup-config
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関連トピック
VTP ドメインのパスワード, （1527 ページ）
例：スイッチをプライマリ サーバとして設定する, （1543 ページ）

VTP バージョン 3 のプライマリ サーバの設定
VTP サーバを VTP プライマリ サーバとして設定すると、テイクオーバー操作が開始されます。

手順の概要
1. vtp primary [vlan | mst] [force]

手順の詳細
コマンドまたはアクション 目的
ステッ
プ1

vtp primary [vlan | mst]
[force]
例：
Switch# vtp primary vlan
force

スイッチの動作ステートをセカンダリ サーバ（デフォルト）からプライマリ
サーバに変更し、その設定をドメインにアドバタイズします。スイッチのパ
スワードが hidden に設定されている場合は、パスワードの再入力を要求され
ます。
• （任意）vlan：テイクオーバー機能として VLAN データベースを選択し
ます。これはデフォルトです。
• （任意）mst：テイクオーバー機能としてマルチ スパニング ツリー
（MST）データベースを選択します。
• （任意）force：競合するサーバの設定が上書きされます。force を入力し
ない場合、テイクオーバーの実行前に確認を求められます。

関連トピック
VTP の設定, （1526 ページ）

VTP バージョンのイネーブル化
デフォルトで VTP バージョン 2 およびバージョン 3 はディセーブルになっています。
• 1 つのスイッチ上で VTP バージョン 2 をイネーブルにすると、VTP ドメイン内の VTP バー
ジョン 2 に対応可能なすべてのスイッチでバージョン 2 がイネーブルになります。VTP バー
ジョン 3 をイネーブルにするには、各スイッチ上で手動によって設定する必要があります。
• VTP バージョン 1 および 2 では、このバージョンを設定できるのは、VTP サーバ モードま
たはトランスペアレント モードのスイッチだけです。スイッチが VTP バージョン 3 を実行

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
1534

VTP の設定方法

し、かつスイッチがクライアント モードの場合、既存の拡張 VLAN がなく、パスワードが
非表示に設定されていないときであれば、バージョン 2 に変更できます。

注意

同一 VTP ドメイン内のスイッチ上で、VTP バージョン 1 と VTP バージョン 2
は相互運用できません。VTP ドメイン内のすべてのスイッチが VTP バージョ
ン 2 をサポートしている場合を除き、VTP バージョン 2 をイネーブルにはし
ないでください。

• TrCRF および TrBRF トークンリング環境では、トークンリング VLAN スイッチング機能を
正しく動作させるために、VTP バージョン 2 または VTP バージョン 3 をイネーブルにする
必要があります。トークンリングおよびトークンリング Net メディアの場合は、VTP バー
ジョン 2 をディセーブルにします。
•
注意

VTP バージョン 3 では、プライマリ サーバとセカンダリ サーバの両方がドメ
イン内の 1 つのインスタンスに存在できます。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. vtp version {1 | 2 | 3}
4. end
5. show vtp status
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。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Switch# 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

vtp version {1 | 2 | 3}

スイッチで VTP バージョンをイネーブルにします。
デフォルトは VTP バージョン 1 です。

例：
Switch(config)# vtp version 2

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# end

ステップ 5

show vtp status

設定された VTP バージョンがイネーブルであること
を確認します。

例：
Switch# show vtp status

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を
保存します。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

関連トピック
VTP Version, （1528 ページ）
VTP バージョン 2, （1524 ページ）
VTP バージョン 3, （1524 ページ）

VTP プルーニングのイネーブル化
はじめる前に
VTP プルーニングは VTP トランスペアレント モードでは機能しないように設計されています。
ネットワーク内に VTP トランスペアレント モードのスイッチが 1 台または複数存在する場合は、
次のいずれかの操作を実行する必要があります。
• ネットワーク全体の VTP プルーニングをオフにします。
• VTP トランスペアレント スイッチのアップストリーム側にあるスイッチのトランク上で、す
べての VLAN をプルーニング不適格にすることによって、VTP プルーニングをオフにしま
す。
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インターフェイスに VTP プルーニングを設定するには、switchport trunk pruning vlan インター
フェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。VTP プルーニングは、インターフェイ
スがトランキングを実行している場合に作用します。VLAN プルーニングの適格性は、VTP ドメ
インで VTP プルーニングがイネーブルであるかどうか、特定の VLAN が存在するかどうか、およ
びインターフェイスが現在トランキングを実行しているかどうかにかかわらず、設定できます。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. vtp pruning
4. end
5. show vtp status

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。パスワードを入
力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

vtp pruning

Switch(config)# vtp pruning

プルーニングは、デフォルトではディセーブルに設定され
ています。VTP サーバ モードの 1 台のスイッチ上に限って
プルーニングをイネーブルにする必要があります。

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：

ステップ 4

VTP 管理ドメインでプルーニングをイネーブルにします。

例：
Switch(config)# end

ステップ 5

show vtp status

表示された [VTP Pruning Mode] フィールドの設定を確認し
ます。

例：
Switch# show vtp status
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関連トピック
VTP プルーニング, （1525 ページ）

ポート単位の VTP の設定
VTP バージョン 3 では、ポート単位で VTP をイネーブルまたはディセーブルにできます。VTP
は、トランク モードのポート上でだけイネーブルにできます。VTP トラフィックの着信または発
信はブロックされ、転送されません。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. interface interface-id
4. vtp
5. end
6. show running-config interface interface-id
7. show vtp status

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。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id

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

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/1

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
1538

VTP の設定方法

ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

vtp

指定したポートの VTP をイネーブルにします。

例：
Switch(config)# vtp

ステップ 5

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 6

show running-config interface interface-id

ポートの変更を確認します。

例：
Switch# show running-config interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 7

show vtp status

設定を確認します。

例：
Switch# show vtp status

関連トピック
VTP の設定, （1526 ページ）

VTP ドメインへの VTP クライアント スイッチの追加
VTP ドメインに追加する前にスイッチ上で VTP コンフィギュレーション リビジョン番号を確認
およびリセットするには、次の手順に従います。

はじめる前に
VTP クライアントを VTP ドメインに追加する前に、必ず VTP コンフィギュレーション リビジョ
ン番号が VTP ドメイン内の他のスイッチのコンフィギュレーション リビジョン番号より小さいこ
とを確認してください。VTP ドメイン内のスイッチは常に、VTP コンフィギュレーション リビ
ジョン番号が最大のスイッチの VLAN コンフィギュレーションを使用します。VTP バージョン 1
および 2 では、VTP ドメイン内のリビジョン番号よりも大きなリビジョン番号を持つスイッチを
追加すると、VTP サーバおよび VTP ドメインからすべての VLAN 情報が消去される場合があり
ます。VTP バージョン 3 では、VLAN 情報が消去されることはありません。
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スイッチ上で VTP をディセーブルにし、VTP ドメイン内の他のスイッチに影響を与えることなく
VLAN 情報を変更するには、vtp mode transparent グローバル コンフィギュレーション コマンド
を使用します。

手順の概要
1. enable
2. show vtp status
3. configureterminal
4. vtp domain domain-name
5. end
6. show vtp status
7. configure terminal
8. vtp domain domain-name
9. end
10. show vtp status

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。パスワードを入力
します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

show vtp status
例：
Switch# show vtp status

VTP コンフィギュレーション リビジョン番号をチェックしま
す。
番号が 0 の場合は、スイッチを VTP ドメインに追加します。
番号が 0 より大きい場合は、次の手順に従います。
• ドメイン名を書き留めます。
• コンフィギュレーション リビジョン番号を書き留めま
す。
• 次のステップに進んで、スイッチのコンフィギュレーショ
ン リビジョン番号をリセットします。

ステップ 3

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

vtp domain domain-name

ドメイン名を、ステップ 1 で表示された元の名前から新しい
名前に変更します。

例：
Switch(config)# vtp domain
domain123

ステップ 5

特権 EXEC モードに戻ります。スイッチの VLAN 情報が更新
され、コンフィギュレーション リビジョン番号が 0 にリセッ
トされます。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 6

show vtp status

コンフィギュレーション リビジョン番号が 0 にリセットされ
ていることを確認します。

例：
Switch# show vtp status

ステップ 7

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 8

vtp domain domain-name

スイッチの元のドメイン名を開始します。

例：
Switch(config)# vtp domain
domain012

ステップ 9

特権 EXEC モードに戻ります。スイッチの VLAN 情報が更新
されます。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 10

show vtp status
例：

（任意）ドメイン名がステップ 1 のものと同じであり、コン
フィギュレーション リビジョン番号が 0 であることを確認し
ます。

Switch# show vtp status

関連トピック
VTP Domain, （1521 ページ）
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VTP の前提条件
VTP 設定のためのドメイン名, （1527 ページ）

VTP のモニタ
ここでは、VTP の設定を表示およびモニタリングするために使用するコマンドについて説明しま
す。
VTP の設定情報（ドメイン名、現在の VTP バージョン、VLAN 数）を表示することによって、
VTP をモニタします。スイッチで送受信されたアドバタイズに関する統計情報を表示することも
できます。
表 127：VTP モニタ コマンド

コマンド

目的

show vtp counters

送受信された VTP メッセージに関するカウンタを
表示します。

show vtp devices [conflict]

ドメイン内のすべての VTP バージョン 3 デバイス
に関する情報を表示します。プライマリ サーバと
競合する VTP バージョン 3 の装置が表示されます。
show vtp devices コマンドは、スイッチがトランス
ペアレント モードまたはオフ モードのときは情報
を表示しません。

show vtp interface [interface-id]

すべてのインターフェイスまたは指定されたイン
ターフェイスに対する VTP のステータスおよび設
定を表示します。

show vtp password

VTP パスワードを表示します。表示されるパスワー
ドの形式は、hidden キーワードが入力されている
か、または、暗号化がスイッチでイネーブル化され
ているかどうかによって異なります。

show vtp status

VTP スイッチ設定情報を表示します。
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VTP の設定例
例：スイッチをプライマリ サーバとして設定する
次に、パスワードが非表示またはシークレットに設定されている場合に、VLAN データベースの
プライマリ サーバ（デフォルト）としてスイッチを設定する方法の例を示します。
Switch# vtp primary vlan
Enter VTP password: mypassword
This switch is becoming Primary server for vlan feature in the VTP

domain

VTP Database Conf Switch ID
Primary Server Revision System Name
------------ ---- -------------- -------------- -------- -------------------VLANDB
Yes 00d0.00b8.1400=00d0.00b8.1400 1
stp7
Do you want to continue (y/n) [n]? y

関連トピック
VTP バージョン 3 のパスワードの設定, （1532 ページ）
VTP ドメインのパスワード, （1527 ページ）

例：VTP サーバとしてのスイッチの設定
次に、ドメイン名が eng_group、パスワードが mypassword という VTP サーバとしてスイッチを設
定する例を示します。
Switch(config)# vtp domain eng_group
Setting VTP domain name to eng_group.
Switch(config)# vtp mode server
Setting device to VTP Server mode for VLANS.
Switch(config)# vtp password mypassword
Setting device VLAN database password to mypassword.
Switch(config)# end

関連トピック
VTP モードの設定, （1530 ページ）
VTP モード, （1522 ページ）

例：インターフェイスでの VTP のイネーブル化
インターフェイス上で VTP をイネーブルにするには、vtp インターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。インターフェイス上で VTP を無効化するには、 no vtp インター
フェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。
Switch(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
Switch(config-if)# vtp
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次の作業

Switch(config-if)# end

例：VTP パスワードの作成
次に、VTP パスワードを作成する例を示します。
Switch(config)# vtp password mypassword hidden
Generating the secret associated to the password.
Switch(config)# end
Switch# show vtp password
VTP password: 89914640C8D90868B6A0D8103847A733

次の作業
VTP を設定したら、次の項目を設定できます。
• VLANS
• VLAN トランキング
• VLAN メンバーシップ ポリシー サーバ（VMPS）
• 音声 VLAN

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

この章で使用するコマンドの完全な構文および Catalyst 2960-X Switch VLAN Management
Command Reference
使用方法の詳細。

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探して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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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

VTP の機能履歴と情報
リリース

変更内容

Cisco IOS Release 15.0(2)EXCisco IOS Release 15.2(5)E

この機能が導入されました。
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表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シスコ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 からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

VLAN の前提条件
VLAN 設定時の前提条件と考慮事項を次に示します。
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• VLAN を作成する前に、VLAN トランキング プロトコル（VTP）を使用してネットワークの
グローバルな VLAN 設定を維持するかどうかを決定する必要があります。
• スイッチは、VTP クライアント、サーバ、およびトランスペアレントの各モードで 1000 の
VLAN をサポートしています。

（注）

LAN Base イメージ使用時は、lanbase のデフォルトのテンプレートだけが 1,000
の VLAN をサポートします。残りのテンプレート（デフォルトと
lanbase-routing）は、255 の VLAN のみをサポートします。スイッチが LAN
Lite イメージを実行中の場合は、最大 64 の VLAN をサポートできます。

• スイッチは同種スタックおよび混合スタック構成をサポートします。混合スタック構成は、
Catalyst 2960-S スイッチだけでサポートされます。同種スタックは 8 つまで、混合スタック
は 4 つまでのスタック メンバを持つことができます。スイッチ スタック内のすべてのスイッ
チが LAN Base イメージを実行している必要があります。

VLAN の制約事項
次に、VLAN を設定する際の制約事項を示します。
• 1K VLAN は Lan Base のデフォルト テンプレートが設定された LAN Base イメージを実行し
ているスイッチ上でのみサポートされます。
• 標準範囲の VLAN 設定の CPU 使用率が高いことを示す警告メッセージを回避するには、使
用する VLAN を 256 までにすることを推奨します。この場合、約10 のアクセス インターフェ
イス、または 5つのトランク インターフェイスが同時にフラップできます。これによる CPU
使用率への影響はごくわずかです（同時にフラップするインターフェイスが多い場合は、CPU
使用率が非常に高くなる場合があります）。

VLAN について
論理ネットワーク
VLAN は、ユーザの物理的な位置に関係なく、機能、プロジェクト チーム、またはアプリケー
ションなどで論理的に分割されたスイッチド ネットワークです。VLAN は、物理 LAN と同じ属
性をすべて備えていますが、同じ LAN セグメントに物理的に配置されていないエンド ステーショ
ンもグループ化できます。どのようなスイッチ ポートでも VLAN に属することができ、ユニキャ
スト、ブロードキャスト、マルチキャストのパケットは、その VLAN 内のエンド ステーションだ
けに転送またはフラッディングされます。各 VLAN は 1 つの論理ネットワークと見なされ、VLAN
に属さないステーション宛のパケットは、ルータまたはフォールバック ブリッジングをサポート
するスイッチを経由して伝送しなければなりません。VLAN はそれぞれが独立した論理ネットワー
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クと見なされるので、VLAN ごとに独自のブリッジ管理情報ベース（MIB）情報があり、スパニ
ングツリーの独自の実装をサポートできます。
VLAN は通常、IP サブネットワークに対応付けられます。たとえば、特定の IP サブネットに含ま
れるエンド ステーションはすべて同じ VLAN に属します。スイッチ上のインターフェイスの VLAN
メンバーシップは、インターフェイスごとに手動で割り当てます。この方法でスイッチ インター
フェイスを VLAN に割り当てた場合、これをインターフェイス ベース（またはスタティック）
VLAN メンバーシップと呼びます。
VLAN 間のトラフィックは、ルーティングする必要があります。
スイッチは、スイッチ仮想インターフェイス（SVI）を使用して、VLAN 間でトラフィックをルー
ティングできます。VLAN 間でトラフィックをルーティングするには、SVI を明示的に設定して
IP アドレスを割り当てる必要があります。

サポートされる VLAN
スイッチは、VTP クライアント、サーバ、およびトランスペアレントの各モードで VLAN をサ
ポートしています。VLAN は、1 ～ 4094 の番号で識別します。VLAN ID 1002 ～ 1005 は、トーク
ンリングおよびファイバ分散データ インターフェイス（FDDI）VLAN 専用です。
VTP バージョン 1 およびバージョン 2 は、標準範囲の VLAN（VLAN ID 1 ～ 1005）だけをサポー
トします。これらのバージョンで 1006 ～ 4094 の VLAN ID を作成する場合は、スイッチを VTP
トランスペアレント モードにする必要があります。Cisco IOS Release 12.2(52)SE 以降では VTP
バージョン 3 をサポートします。VTP バージョン 3 は、VLAN 範囲全体（VLAN 1 ～ 4094）をサ
ポートします。拡張範囲 VLAN（VLAN 1006 ～ 4094）は、VTP バージョン 3 でのみサポートされ
ます。拡張 VLAN がドメインに設定されている場合は、VTP バージョン 3 から VTP バージョン
2 に変換できません。
スイッチ スタックは合計 1,000（標準範囲および拡張範囲）の VLAN をサポートしますが、スイッ
チのハードウェアの使用状況は、設定済み機能の個数に左右されます。

（注）

LAN Base イメージ使用時は、lanbase のデフォルトのテンプレートだけが 1,000 の VLAN をサ
ポートします。残りのテンプレート（デフォルトと lanbase-routing）は、255 の VLAN のみを
サポートします。スイッチが LAN Lite イメージを実行中の場合は、最大 64 の VLAN をサポー
トできます。
スイッチは、最大 128 のスパニングツリー インスタンスを持つ Per-VLAN Spanning-Tree Plus
（PVST+）または Rapid PVST+ をサポートします。VLAN ごとに 1 つずつスパニングツリー イン
スタンスを使用できます。スイッチは、イーサネット ポート経由の VLAN トラフィックの送信方
式として IEEE 802.1Q トランキングのみをサポートします。

（注）

スイッチが LAN Lite イメージを実行中の場合は、最大 64 のスパニングツリー インスタンスを
サポートできます。
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VLAN ポート メンバーシップ モード
VLAN に所属するポートは、メンバーシップ モードを割り当てることで設定します。メンバー
シップ モードは、各ポートが伝送できるトラフィックの種類、および所属できる VLAN の数を指
定します。
ポートが VLAN に所属すると、スイッチは VLAN 単位で、ポートに対応するアドレスを学習して
管理します。
表 128：ポートのメンバーシップ モードとその特性

メンバーシップ モード

VLAN メンバーシップの特性

スタティック アクセス

スタティック アクセス ポート VTP は必須ではありません。
は、手動で割り当てられ、1 つ VTPにグローバルに情報を伝播
の VLAN だけに所属します。 させないようにする場合は、
VTPモードをトランスペアレン
ト モードに設定します。VTP
に加入するには、別のスイッチ
のトランク ポートに接続され
ているスイッチ少なくとも 1 つ
のトランクポートが必要です。

トランク（IEEE 802.1Q）

デフォルトで、トランク ポー
トは拡張範囲 VLAN を含むす
• IEEE 802.1Q：業界標準の
べての VLAN のメンバです。
トランキング カプセル化
ただし、メンバーシップは許可
方式です。
VLAN リストを設定して制限で
きます。また、プルーニング適
格リストを変更して、リストに
指定したトランク ポート上の
VLAN へのフラッディング ト
ラフィックを阻止することもで
きます。

VTP の特性

VTPを推奨しますが、必須では
ありません。VTP は、ネット
ワーク全体にわたって VLAN
の追加、削除、名前変更を管理
することにより、VLAN 設定の
整合性を維持します。VTPはト
ランク リンクを通じて他のス
イッチと VLAN コンフィギュ
レーション メッセージを交換
します。
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メンバーシップ モード

VLAN メンバーシップの特性

VTP の特性

ダイナミック アクセス

ダイナミックアクセス ポート
は 1 つの VLAN（VLAN ID が
1 ～ 4094）にのみ所属し、
VLAN Member Policy Server
（VMPS）によって動的に割り
当てられます。

VTP は必須です。
VMPS およびクライアントを同
じ VTP ドメイン名で設定して
ください。

VTPに加入するには、スイッチ
上の少なくとも 1 つのトランク
VMPS には Catalyst 6500 シリー
ポートが、別のスイッチのトラ
ズのスイッチを使用できます
ンク ポートに接続されている
が、Catalyst スイッチなどは使
必要があります。
用できません。Catalyst スイッ
チは VMPS クライアントです。
同一のスイッチ上でダイナミッ
クアクセス ポートとトランク
ポートを使用できますが、ダイ
ナミックアクセス ポートは別
のスイッチではなく、エンド
ステーションまたはハブに接続
する必要があります。
音声 VLAN

音声 VLAN ポートは、Cisco IP VTP は不要です。VTP は音声
Phone に接続し、電話に接続さ VLAN に対して無効です。
れたデバイスからの音声トラ
フィックに 1 つの VLAN を、
データ トラフィックに別の
VLAN を使用するように設定さ
れたアクセス ポートです。

VLAN コンフィギュレーション ファイル
VLAN ID 1 ～ 1005 の設定は vlan.dat（VLAN データベース）ファイルに書き込まれます。この設
定を表示するには、show vlan 特権 EXEC コマンドを入力します。vlan.dat ファイルはフラッシュ
メモリに格納されます。VTP モードがトランスペアレント モードの場合、それらの設定もスイッ
チの実行コンフィギュレーション ファイルに保存されます。
さらに、インターフェイスコンフィギュレーションモードを使用して、ポートのメンバーシップ
モードの定義、VLAN に対するポートの追加および削除を行います。これらのコマンドの実行結
果は、実行コンフィギュレーション ファイルに書き込まれます。このファイルを表示するには、
show running-config 特権 EXEC コマンドを使用します。
VLAN および VTP 情報（拡張範囲 VLAN 設定情報を含む）をスタートアップ コンフィギュレー
ション ファイルに保存して、スイッチを再起動すると、スイッチの設定は次のように選択されま
す。
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• スタートアップ コンフィギュレーションおよび VLAN データベース内の VTP モードがトラ
ンスペアレントで、VLAN データベースとスタートアップ コンフィギュレーション ファイ
ルの VTP ドメイン名が一致する場合は、VLAN データベースが無視され（クリアされ）、ス
タートアップ コンフィギュレーション ファイル内の VTP および VLAN 設定が使用されま
す。VLAN データベース内の VLAN データベース リビジョン番号は変更されません。
• スタートアップ コンフィギュレーション内の VTP モードまたはドメイン名が VLAN データ
ベースと一致しない場合、VLAN ID 1 ～ 1005 のドメイン名、VTP モード、および VTP 設定
には VLAN データベース情報が使用されます。
• VTP バージョン 1 および 2 では、VTP モードがサーバである場合、VLAN ID 1 ～ 1005 のド
メイン名と VLAN 設定で VLAN データベース情報が使用されます。VTP バージョン 3 は、
VLAN 1006 ～ 4094 もサポートします。
• イメージ 15.0(02)SE6 から、vtp トランスペアレントおよびオフ モードでは、VLAN はイン
ターフェイスに適用されない場合でも、startup-config から作成されます。

標準範囲 VLAN 設定時の注意事項
標準範囲 VLAN は、ID が 1 ～ 1005 の VLAN です。
VTP 1 および 2 は、標準範囲 VLAN だけをサポートします。
ネットワーク内で標準範囲 VLAN を作成または変更する場合には、次の注意事項に従ってくださ
い。
• 標準範囲 VLAN は、1 ～ 1001 の番号で識別します。VLAN 番号 1002 ～ 1005 は、トークン
リングおよび FDDI VLAN 専用です。
• VLAN 1 ～ 1005 の VLAN 設定は、常に VLAN データベースに格納されます。VTP モードが
トランスペアレント モードの場合、VTP と VLAN の設定もスイッチの実行コンフィギュレー
ション ファイルに保存されます。
• スイッチが VTP サーバ モードまたは VTP トランスペアレント モードにある場合は、VLAN
データベース内の VLAN 2 ～ 1001 について設定を追加、変更、または削除できます（VLAN
ID 1 および 1002 ～ 1005 は自動作成され、削除できません）。
• VTP バージョン 1 および 2 では、スイッチは VTP トランスペアレント モード（VTP はディ
セーブル）の場合だけ、VLAN ID 1006 ～ 4094 をサポートします。これらは拡張範囲 VLAN
であり、設定オプションには制限があります。VTP トランスペアレント モードで作成された
拡張範囲 VLAN は、VLAN データベースに保存されず、伝播されません。VTP バージョン 3
では、VTP サーバ モードでの拡張範囲 VLAN（VLAN 1006～4094）データベース伝播をサ
ポートします。 拡張 VLAN を設定している場合は、VTP バージョン 3 からバージョン 1 ま
たは 2 に変換できません。
• VLAN を作成する前に、スイッチを VTP サーバ モードまたは VTP トランスペアレント モー
ドにする必要があります。スイッチが VTP サーバである場合には、VTP ドメインを定義す
る必要があります。VTP ドメインを定義しないと、VTP は機能しません。
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• スイッチは、トークンリングまたは FDDI メディアをサポートしません。スイッチは FDDI、
FDDI-Net、TrCRF、または TrBRF トラフィックを転送するのではなく、VTP を介して VLAN
設定を伝播します。
• スイッチは 128 のスパニングツリー インスタンスをサポートします。スイッチのアクティブ
な VLAN 数が、サポートされているスパニングツリー インスタンス数よりも多い場合、ス
パニングツリーは 128 の VLAN でイネーブルにできます。残りの VLAN で、スパニングツ
リーはディセーブルになります。スイッチ上の使用可能なスパニングツリー インスタンスを
すべて使い切ってしまった後に、VTP ドメインの中にさらに別の VLAN を追加すると、その
スイッチ上にスパニングツリーが稼働しない VLAN が生成されます。そのスイッチのトラン
ク ポート上でデフォルトの許可リスト（すべての VLAN を許可するリスト）が設定されて
いると、すべてのトランク ポート上に新しい VLAN が割り当てられます。ネットワーク ト
ポロジによっては、新しい VLAN 上で、切断されないループが生成されることがあります。
特に、複数の隣接スイッチでスパニングツリー インスタンスをすべて使用してしまっている
場合には注意が必要です。スパニングツリー インスタンスの割り当てを使い果たしたスイッ
チのトランク ポートに許可リストを設定することにより、このような可能性を防ぐことがで
きます。
スイッチ上の VLAN の数がサポートされているスパニングツリー インスタンスの最大数を
超える場合、スイッチ上に IEEE 802.1s Multiple STP（MSTP）を設定して、複数の VLAN を
単一のスパニングツリー インスタンスにマッピングすることを推奨します。
関連トピック
イーサネット VLAN の作成または変更
VLAN の削除, （1558 ページ）
VLAN へのスタティック アクセス ポートの割り当て
VLAN のモニタリング
イーサネット VLAN の作成または変更
VLAN の削除, （1558 ページ）
VLAN へのスタティック アクセス ポートの割り当て
VLAN のモニタリング
イーサネット VLAN の作成または変更
VLAN の削除, （1558 ページ）
VLAN へのスタティック アクセス ポートの割り当て
VLAN のモニタリング
イーサネット VLAN の作成または変更
例：VLAN 名の作成, （1566 ページ）

拡張範囲 VLAN 設定時の注意事項
拡張範囲 VLAN は、ID が 1006 ～ 4094 の VLAN です。
VTP 3 だけが拡張範囲 VLAN をサポートしています。
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拡張範囲 VLAN を作成するときは次の注意事項に従ってください。
• 拡張範囲の VLAN ID は、スイッチが VTP バージョン 3 を実行していない場合は VLAN デー
タベースに保存されず、VTP で認識されません。
• プルーニング適格範囲に拡張範囲 VLAN を含めることはできません。
• VTP バージョン 1 または 2 では、グローバル コンフィギュレーション モードで、VTP モー
ドをトランスペアレントに設定できます。VTP トランスペアレント モードでスイッチが始動
するように、この設定をスタートアップ コンフィギュレーションに保存する必要がありま
す。このようにしないと、スイッチをリセットした場合に、拡張範囲 VLAN 設定が失われま
す。VTP バージョン 3 で拡張範囲 VLAN を作成する場合は、VTP バージョン 1 または 2 に
変更できません。
• スイッチ スタックは合計 1000（標準範囲および拡張範囲）の VLAN をサポートしますが、
スイッチのハードウェアの使用状況は、設定済み機能の数に左右されます。拡張範囲 VLAN
を作成するときに、使用できるハードウェア リソースが不足していると、エラー メッセー
ジが生成され、拡張範囲 VLAN が拒否されます。
関連トピック
拡張範囲 VLAN の作成
内部 VLAN ID を指定した拡張範囲 VLAN の作成
VLAN のモニタリング
拡張範囲 VLAN の作成
内部 VLAN ID を指定した拡張範囲 VLAN の作成
VLAN のモニタリング
拡張範囲 VLAN の作成
内部 VLAN ID を指定した拡張範囲 VLAN の作成
VLAN のモニタリング
拡張範囲 VLAN の作成, （1562 ページ）
例：拡張範囲 VLAN の作成, （1567 ページ）

VLAN のデフォルト設定
イーサネット VLAN のデフォルト設定
次の表に、イーサネット VLAN のデフォルト設定を記載します。

（注）

スイッチがサポートするのは、イーサネット インターフェイスだけです。FDDI およびトーク
ンリング VLAN は、ローカルではサポートされないので、FDDI およびトークンリング メディ
ア固有の特性は、他のスイッチに対する VTP グローバル アドバタイズにのみ設定します。
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表 129：イーサネットVLAN のデフォルトおよび範囲

パラメータ

デフォルト

範囲

VLAN ID

1

1 ～ 4094
（注）

拡張範囲 VLAN
（VLAN ID 1006 ～
4094）は、VTP バー
ジョン 3 の VLAN
データベースにのみ
保存されます。

VLAN 名

VLANxxxx。xxxx は VLAN ID 範囲なし
番号に等しい 4 桁の数字（先行
ゼロを含む）です。

IEEE 802.10 SAID

100001（100000 と VLAN ID の 1 ～ 4294967294
和）

IEEE 802.10 SAID

1500

576 ～ 18190

VLAN のデフォルト設定
拡張範囲 VLAN については MTU サイズおよびリモート SPAN 設定ステートしか変更できません。
残りのすべての特性はデフォルト状態のままでなければなりません。

（注）

リモート SPAN をサポートするには、スイッチが LAN Base イメージを実行している必要があ
ります。

VLAN の設定方法
標準範囲 VLAN の設定方法
VLAN データベースに新しい標準範囲 VLAN を作成したり、VLAN データベース内の既存の VLAN
を変更したりする場合、次のパラメータを設定できます。
• VLAN ID
• VLAN 名
• VLAN タイプ
◦ イーサネット
◦ Fiber Distributed Data Interface [FDDI]
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◦ FDDI ネットワーク エンティティ タイトル [NET]
◦ TrBRF または TrCRF
◦ Token Ring
◦ トークンリング Net
• VLAN ステート（アクティブまたは中断）
• VLAN の最大伝送単位（MTU）
• Security Association Identifier（SAID）
• TrBRF VLAN のブリッジ識別番号
• FDDI および TrCRF VLAN のリング番号
• TrCRF VLAN の親 VLAN 番号
• TrCRF VLAN のスパニングツリー プロトコル（STP）タイプ
• ある VLAN タイプから別の VLAN タイプに変換するときに使用する VLAN 番号
vlan.dat ファイルを手動で削除しようとすると、VLAN データベースの不整合が生じる可能性があ
ります。VLAN 設定を変更する場合は、この項の手順に従ってください。

イーサネット VLAN の作成または変更
VLAN データベース内の各イーサネット VLAN の ID は 4 桁の一意の数字で、1 ～ 1001 を指定で
きます。VLAN ID 1002 ～ 1005 は、トークンリングおよび FDDI VLAN 用に予約されています。
標準範囲 VLAN を作成して VLAN データベースに追加するには、VLAN に番号および名前を割り
当てます。

（注）

VTP バージョン 1 および 2 でスイッチが VTP トランスペアレント モードである場合は、1006
より大きい VLAN ID を割り当てることができますが、それらは VLAN データベースに追加さ
れません。
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手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. vlan vlan-id
4. name vlan-name
5. mtu mtu-size
6. remote-span
7. end
8. show vlan {name vlan-name | id vlan-id}
9. 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。パスワードを入
力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

vlan vlan-id
例：
Switch(config)# vlan 20

VLAN ID を入力して、VLAN コンフィギュレーション モー
ドを開始します。新規の VLAN ID を入力して VLAN を作
成するか、または既存の VLAN ID を入力してその VLAN
を変更します。
（注）

ステップ 4

name vlan-name
例：
Switch(config-vlan)# name test20

ステップ 5

mtu mtu-size

このコマンドで指定できる VLAN ID 範囲は 1 ～
4094 です。

（任意）VLAN の名前を入力します。VLAN 名を指定しな
かった場合には、デフォルトとして、VLAN という語の後
ろに先行ゼロを含めた vlan-id 値が付加されます。たとえ
ば、VLAN 4 のデフォルトの VLAN 名は VLAN0004 になり
ます。
（任意）MTU サイズ（または他の VLAN 特性）を変更しま
す。

例：
Switch(config-vlan)# mtu 256
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

remote-span

（任意）リモート スイッチド ポート アナライザ（SPAN）
セッションに対する RSPAN VLAN として、VLAN を設定
します。

例：
Switch(config-vlan)# remote-span

ステップ 7

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# end

ステップ 8

show vlan {name vlan-name | id vlan-id} 入力を確認します。
例：
Switch# show vlan name test20 id 20

ステップ 9

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存し
ます。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

VLAN の削除
VTP サーバ モードのスイッチから VLAN を削除すると、VTP ドメイン内のすべてのスイッチの
VLAN データベースから、その VLAN が削除されます。VTP トランスペアレント モードのスイッ
チから VLAN を削除した場合、その特定のスイッチスイッチ上に限り VLAN が削除されます。
イーサネット VLAN 1 および FDDI、またはトークンリング VLAN 1002 ～ 1005 の、メディア タ
イプ別のデフォルト VLAN は削除できません。

注意

VLAN を削除すると、その VLAN に割り当てられていたすべてのポートが非アクティブにな
ります。これらのポートは、新しい VLAN に割り当てられるまで、元の VLAN に（非アクティ
ブで）対応付けられたままです。
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手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. no vlan vlan-id
4. end
5. show vlan brief
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。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

no vlan vlan-id

VLAN ID を入力して、VLAN を削除します。

例：
Switch(config)# no vlan 4

ステップ 4

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 5

show vlan brief

VLAN が削除されたことを確認します。

例：
Switch# show vlan brief

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定
を保存します。

例：
Switch# copy running-config
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コマンドまたはアクション

目的

startup-config

関連トピック
サポートされる VLAN
標準範囲 VLAN 設定時の注意事項, （1552 ページ）
VLAN のモニタリング
サポートされる VLAN
標準範囲 VLAN 設定時の注意事項, （1552 ページ）
VLAN のモニタリング
サポートされる VLAN
標準範囲 VLAN 設定時の注意事項, （1552 ページ）
VLAN のモニタリング
VLAN のモニタリング

VLAN へのスタティック アクセス ポートの割り当て
VTP をディセーブルにすることによって（VTP トランスペアレント モード）、VTP に VLAN 設
定情報をグローバルに伝播させずに、スタティック アクセス ポートを VLAN に割り当てること
ができます。
存在しない VLAN にインターフェイスを割り当てると、新しい VLAN が作成されます

手順の概要
1. configureterminal
2. interface interface-id
3. switchport mode access
4. switchport access vlan vlan-id
5. end
6. show running-config interface interface-id
7. show interfaces interface-idswitchport
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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

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id

VLAN に追加するインターフェイスを入力しま
す。

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet2/0/1

ステップ 3

switchport mode access

ポート（レイヤ 2 アクセス ポート）の VLAN メ
ンバーシップ モードを定義します。

例：
Switch(config-if)# switchport mode access

ステップ 4

switchport access vlan vlan-id

VLAN にポートを割り当てます。指定できる
VLAN ID の範囲は 1 ～ 4094 です。

例：
Switch(config-if)# switchport access vlan 2

ステップ 5

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 6

show running-config interface interface-id

インターフェイスの VLAN メンバーシップ モー
ドを確認します。

例：
Switch# show running-config interface
gigabitethernet2/0/1

ステップ 7

show interfaces interface-idswitchport

表示された Administrative Mode および Access Mode
VLAN フィールドの設定を確認します。

例：
Switch# show interfaces gigabitethernet2/0/1
switchport
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関連トピック
例：アクセス ポートとしてのポートの設定, （1567 ページ）

拡張範囲 VLAN の設定方法
VTP バージョン 1 およびバージョン 2 でスイッチが VTP トランスペアレント モード（VTP がディ
セーブル）の場合、拡張範囲 VLAN（1006 ～ 4094）を作成できます。VTP バージョンは、拡張範
囲 VLAN をサーバ モードおよびトランスペアレント モードでサポートします。サービス プロバ
イダーは拡張範囲 VLAN を使用することにより、インフラストラクチャを拡張して、多数の顧客
に対応できます。拡張範囲 VLAN ID は、VLAN ID を許可するどの switchport コマンドでも許可
されます。
VTP バージョン 1 または 2 での拡張範囲 VLAN の設定は VLAN データベースに格納されません。
ただし、VTP モードがトランスペアレントであるため、スイッチの実行コンフィギュレーション
ファイルにストアされます。設定をスタートアップコンフィギュレーションファイルに保存する
には、copy running-config startup-config 特権 EXEC コマンドを使用します。VTP バージョン 3 で
作成された拡張範囲 VLAN は、VLAN データベースに保存されます。

拡張範囲 VLAN の作成
グローバル コンフィギュレーション モードで拡張範囲 VLAN を作成するには、vlan グローバル
コンフィギュレーション コマンドを入力し、1006 ～ 4094 の VLAN ID を指定します。拡張範囲
VLAN にはデフォルトのイーサネット VLAN 特性が適用されます。変更できるパラメータは MTU
サイズおよび RSPAN 設定のみです。すべてのパラメータのデフォルト値については、コマンド
リファレンスに記載された vlan グローバル コンフィギュレーション コマンドの説明を参照して
ください。VTP バージョン 1 または 2 で、スイッチが VTP トランスペアレント モードでない場
合に拡張範囲 VLAN ID を入力すると、VLAN コンフィギュレーション モードの終了時にエラー
メッセージが生成され、拡張範囲 VLAN が作成されません。
VTP バージョン 1 および 2 では、拡張範囲 VLAN は VLAN データベースに保存されず、スイッチ
の実行コンフィギュレーション ファイルに保存されます。拡張範囲 VLAN 設定をスイッチのス
タートアップ コンフィギュレーション ファイルに保存するには、 copy running-config startup-config
特権 EXEC コマンドを使用できます。VTP バージョン 3 は、拡張範囲 VLAN を VLAN データベー
スに保存します。

手順の概要
1. configureterminal
2. vtp mode transparent
3. vlan vlan-id
4. mtu mtu size
5. remote-span
6. end
7. show vlan id vlan-id
8. 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

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

vtp mode transparent
例：

（注）

Switch(config)# vtp mode
transparent

ステップ 3

スイッチを VTP トランスペアレント モードで設定し、VTP を
ディセーブルにします。

vlan vlan-id

この手順は、VTP バージョン 3 では不要で
す。

拡張範囲 VLAN ID を入力して、VLAN コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。指定できる範囲は 1006 ～ 4094 です。

例：
Switch(config)# vlan 2000
Switch(config-vlan)#

ステップ 4

mtu mtu size

MTU サイズを変更して、VLAN を変更します。

例：
Switch(config-vlan)# mtu 1024

ステップ 5

remote-span

（任意）RSPAN VLAN として VLAN を設定します。

例：
Switch(config-vlan)# remote-span

ステップ 6

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 7

show vlan id vlan-id

VLAN が作成されたことを確認します。

例：
Switch# show vlan id 2000
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

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：
Switch# copy running-config
startup-config

拡張範囲VLAN設定を保存するには、スイッチのスタートアッ
プ コンフィギュレーション ファイルに VTP トランスペアレ
ント モード設定と拡張範囲 VLAN 設定を保存する必要があり
ます。これらを保存しないと、スイッチをリセットした場合
に、スイッチがデフォルトで VTP サーバ モードになり、拡張
範囲 VLAN ID は保存されません。
（注）

VTP バージョン 3 では、VLAN が VLAN データベー
スに保存されるため、この手順は必要ありません。

関連トピック
拡張範囲 VLAN 設定時の注意事項, （1553 ページ）
例：拡張範囲 VLAN の作成, （1567 ページ）

VLAN のモニタリング
表 130：特権 EXEC 表示コマンド

コマンド

目的

show interfaces [vlan vlan-id]

スイッチ上に設定されたすべてのインターフェ
イスまたは特定の VLAN の特性を表示します。
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コマンド

目的

show vlan [brief | group [group-name name] |id
vlan-id | ifindex | internal | mtu | name name
|remote-span | summary]]

スイッチ上のすべての VLAN または特定の
VLAN のパラメータを表示します。次のコマン
ド オプションが使用可能です。
• brief：VTP VLAN のステータス概要を表
示します。
• group：VLAN グループをグループ名と使
用可能な接続済みの VLAN と一緒に表示
します。
• id：識別番号別に VTP VLAN ステータス
を表示します。
• ifindex：SNMP ifIndex を表示します。
• mtu：VLAN MTU 情報を表示します。
• name：指定された名前の VTP VLAN 情報
を表示します。
• remote-span：リモート SPAN VLAN を表
示します。
• summary：VLAN 情報の要約を表示しま
す。
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コマンド

目的

show vlan [ access-log {config | flow | statistics} | スイッチ上のすべての VLAN または特定の
access-map name | brief | dot1q { tag native } | filter VLAN のパラメータを表示します。次のコマン
[ access-map | vlan ] | group [ group-name name ] ド オプションが使用可能です。
| id vlan-id | ifindex | internal usage | mtu | name
• access-log：VACL ロギングを表示します。
name | private-vlan type | remote-span | summary
]
• access-map：VLAN アクセスマップを表示
します。
• brief：VTP VLAN のステータス概要を表
示します。
• dot1q：dot1q パラメータを表示します。
• filter：VLAN フィルタ情報を表示します。
• group：VLAN グループをグループ名と使
用可能な接続済みの VLAN と一緒に表示
します。
• id：識別番号別に VTP VLAN ステータス
を表示します。
• ifindex：SNMP ifIndex を表示します。
• mtu：VLAN MTU 情報を表示します。
• name：指定された名前の VTP VLAN 情報
を表示します。
• private-vlan：プライベート VLAN 情報を
表示します。
• remote-span：リモート SPAN VLAN を表
示します。
• summary：VLAN 情報の要約を表示しま
す。

設定例
例：VLAN 名の作成
次に、イーサネット VLAN 20 を作成し、test20 という名前を付け、VLAN データベースに追加す
る例を示します。
Switch# configure terminal
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次の作業

Switch(config)# vlan 20
Switch(config-vlan)# name test20
Switch(config-vlan)# end

関連トピック
イーサネット VLAN の作成または変更
標準範囲 VLAN 設定時の注意事項, （1552 ページ）

例：アクセス ポートとしてのポートの設定
次に、VLAN 2 のアクセス ポートとしてポートを設定する例を示します。
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 2
Switch(config-if)# end

関連トピック
VLAN へのスタティック アクセス ポートの割り当て, （1560 ページ）

例：拡張範囲 VLAN の作成
次に、すべてデフォルトの特性で拡張範囲 VLAN を新規作成し、VLAN コンフィギュレーション
モードを開始して、新規 VLAN をスイッチのスタートアップ コンフィギュレーション ファイル
に保存する例を示します。
Switch(config)# vtp mode transparent
Switch(config)# vlan 2000
Switch(config-vlan)# end
Switch# copy running-config startup config

関連トピック
拡張範囲 VLAN の作成, （1562 ページ）
拡張範囲 VLAN 設定時の注意事項, （1553 ページ）

次の作業
VLAN を設定したら、次の項目を設定できます。
• VLAN トランキング プロトコル（VTP）
• VLAN トランク
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その他の参考資料

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

この章で使用するコマンドの完全な構文および Catalyst 2960-X Switch VLAN Management
Command Reference
使用方法の詳細。

標準および RFC
標準/RFC

タイトル

—

—

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探して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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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

VLAN の機能履歴と情報
リリース

変更内容

Cisco IOS Release 15.0(2)EXCisco IOS Release 15.2(5)E

この機能が導入されました。

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーション
ガイド
1569

VLAN の機能履歴と情報

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
1570

第

56

章

VLAN トランクの設定
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表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シスコ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 からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

VLAN トランクの前提条件
IEEE 802.1Q トランクは、ネットワークのトランキング方式について次の制約があります。
• IEEE 802.1Q トランクを使用して接続している Cisco スイッチのネットワークでは、スイッチ
はトランク上で許容される VLAN ごとに 1 つのスパニングツリー インスタンスを維持しま
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す。他社製のデバイスは、すべての VLAN でスパニングツリー インスタンスを 1 つサポー
トする場合があります。
IEEE 802.1Q トランクを使用して Cisco スイッチを他社製のデバイスに接続する場合、Cisco
スイッチは、トランクの VLAN のスパニングツリー インスタンスを、他社製の IEEE 802.1Q
スイッチのスパニングツリー インスタンスと結合します。ただし、各 VLAN のスパニング
ツリー情報は、他社製の IEEE 802.1Q スイッチからなるクラウドにより分離された Cisco ス
イッチによって維持されます。Cisco スイッチと分離された他社製の IEEE 802.1Q クラウド
は、スイッチ間の単一トランク リンクとして扱われます。
• IEEE 802.1Qトランクに対応するネイティブVLANが、トランク リンクの両側で一致していな
ければなりません。トランクの片側のネイティブ VLAN と反対側のネイティブ VLAN が異
なっていると、スパニングツリー ループが発生する可能性があります。
• ネットワーク上のすべてのネイティブ VLAN についてスパニングツリーをディセーブルにせ
ずに、IEEE 802.1Q トランクのネイティブ VLAN 上のスパニングツリーをディセーブルにす
ると、スパニングツリー ループが発生することがあります。IEEE 802.1Q トランクのネイティ
ブ VLAN 上でスパニングツリーをイネーブルのままにしておくか、またはネットワーク上の
すべての VLAN でスパニングツリーをディセーブルにすることを推奨します。また、ネット
ワークにループがないことを確認してから、スパニングツリーをディセーブルにしてくださ
い。

VLAN トランクについて
トランキングの概要
トランクとは、1 つまたは複数のイーサネット スイッチ インターフェイスと他のネットワーキン
グ デバイス（ルータ、スイッチなど）の間のポイントツーポイント リンクです。イーサネット
トランクは 1 つのリンクを介して複数の VLAN トラフィックを伝送するので、VLAN をネット
ワーク全体に拡張できます。

（注）

トランクを設定できるのは、1 つのイーサネット インターフェイスまたは EtherChannel バンド
ルに対してです。

トランキング モード
イーサネット トランク インターフェイスは、さまざまなトランキング モードをサポートします。
インターフェイスをトランキングまたは非トランキングとして設定したり、ネイバー インター
フェイスとトランキングのネゴシエーションを行ったりするように設定できます。トランキング
を自動ネゴシエーションするには、インターフェイスが同じ VTP ドメインに存在する必要があり
ます。
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トランク ネゴシエーションは、ポイントツーポイント プロトコル（PPP）であるダイナミック ト
ランキング プロトコル（DTP）によって管理されます。ただし、一部のインターネットワーキン
グ デバイスによって DTP フレームが不正に転送されて、矛盾した設定となる場合があります。
関連トピック
トランク ポートの設定, （1577 ページ）
レイヤ 2 インターフェイス モード, （1573 ページ）

レイヤ 2 インターフェイス モード
表 131：レイヤ 2 インターフェイス モード

モード

機能

switchport mode access

インターフェイス（アクセス ポート）を永続的
な非トランキング モードにして、リンクの非ト
ランク リンクへの変換をネゴシエートします。
インターフェイスは、ネイバー インターフェイ
スがトランク インターフェイスかどうかに関係
なく、非トランク インターフェイスになりま
す。

switchport mode dynamic auto

インターフェイスがリンクをトランク リンクに
変換できるようにします。インターフェイス
は、ネイバー インターフェイスが trunk または
desirable モードに設定されている場合、トラン
ク インターフェイスになります。すべてのイー
サネット インターフェイスのデフォルトのス
イッチポート モードは、dynamic auto です。

switchport mode dynamic desirable

インターフェイスがリンクのトランク リンクへ
の変換をアクティブに実行するようにします。
インターフェイスは、ネイバー インターフェイ
スが trunk、desirable、または auto モードに設
定されている場合、トランク インターフェイス
になります。

switchport mode trunk

インターフェイスを永続的なトランキング モー
ドにして、ネイバー リンクのトランク リンク
への変換をネゴシエートします。インターフェ
イスは、ネイバー インターフェイスがトランク
インターフェイスでない場合でも、トランク イ
ンターフェイスになります。
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モード

機能

switchport nonegotiate

インターフェイスが DTP フレームを生成しな
いようにします。このコマンドは、インター
フェイス スイッチポート モードが access また
は trunk の場合だけ使用できます。トランク リ
ンクを確立するには、手動でネイバー インター
フェイスをトランク インターフェイスとして設
定する必要があります。

関連トピック
トランク ポートの設定, （1577 ページ）
トランキング モード, （1572 ページ）

トランクでの許可 VLAN
デフォルトでは、トランク ポートはすべての VLAN に対してトラフィックを送受信します。各ト
ランクですべての VLAN ID（1 ～ 4094）が許可されます。ただし、許可リストから VLAN を削除
することにより、それらの VLAN からのトラフィックがトランク上を流れないようにすることが
できます。
スパニングツリー ループまたはストームのリスクを減らすには、許可リストから VLAN 1 を削除
して個々の VLAN トランク ポートの VLAN 1 をディセーブルにできます。トランク ポートから
VLAN 1 を削除した場合、インターフェイスは引き続き VLAN 1 内で Cisco Discovery Protocol
（CDP）、ポート集約プロトコル（PAgP）、Link Aggregation Control Protocol（LACP）、DTP、
および VTP などの管理トラフィックを送受信します。
VLAN 1 をディセーブルにしたトランク ポートが非トランク ポートになると、そのポートはアク
セス VLAN に追加されます。アクセス VLAN が 1 に設定されると、switchport trunk allowed の設
定には関係なく、ポートは VLAN 1 に追加されます。ポート上でディセーブルになっている任意
の VLAN について同様のことが当てはまります。
トランク ポートは、VLAN がイネーブルになっており、VTP が VLAN を認識し、なおかつポート
の許可リストにその VLAN が登録されている場合に、VLAN のメンバになることができます。
VTP が新しくイネーブルにされた VLAN を認識し、その VLAN がトランク ポートの許可リスト
に登録されている場合、トランク ポートは自動的にその VLAN のメンバになります。VTP が新し
い VLAN を認識し、その VLAN がトランク ポートの許可リストに登録されていない場合には、
トランク ポートはその VLAN のメンバにはなりません。
関連トピック
トランクでの許可 VLAN の定義, （1579 ページ）
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トランク ポートでの負荷分散
負荷分散により、スイッチに接続しているパラレル トランクの提供する帯域幅が分割されます。
STP は通常、ループを防止するために、スイッチ間で 1 つのパラレル リンク以外のすべてのリン
クをブロックします。負荷分散を行うと、トラフィックの所属する VLAN に基づいて、リンク間
でトラフィックが分散されます。
トランク ポートで負荷分散を設定するには、STP ポート プライオリティまたは STP パス コスト
を使用します。STP ポート プライオリティを使用して負荷分散を設定する場合には、両方の負荷
分散リンクを同じスイッチに接続する必要があります。STP パス コストを使用して負荷分散を設
定する場合には、それぞれの負荷分散リンクを同一のスイッチに接続することも、2 台の異なる
スイッチに接続することもできます。

STP プライオリティによるネットワーク負荷分散
同一のスイッチ上の 2 つのポートがループを形成すると、スイッチは STP ポート プライオリティ
を使用して、どのポートをイネーブルとし、どのポートをブロッキング ステートとするかを判断
します。パラレルトランクポートにプライオリティを設定することにより、そのポートに、特定
の VLAN のすべてのトラフィックを伝送させることができます。VLAN に対するプライオリティ
の高い（値の小さい）トランク ポートがその VLAN のトラフィックを転送します。同じ VLAN
に対してプライオリティの低い（値の大きい）トランク ポートは、その VLAN に対してブロッキ
ング ステートのままです。1 つのトランク ポートが特定の VLAN に関するすべてのトラフィック
を送受信することになります。
関連トピック
STP ポート プライオリティによる負荷分散の設定, （1585 ページ）

STP パス コストによるネットワーク負荷分散
トランクにそれぞれ異なるパス コストを設定し、各パス コストをそれぞれ異なる VLAN 群に対
応付け、各 VLAN でポートをブロックすることによって、VLAN トラフィックを分散するパラレ
ル トランクを設定できます。VLAN はトラフィックを分離し、リンクが失われた場合に備えて冗
長性を維持します。
関連トピック
STP パス コストによる負荷分散の設定, （1590 ページ）

機能の相互作用
トランキングは他の機能と次のように相互作用します。
• トランク ポートをセキュア ポートにすることはできません。
• トランク ポートをまとめて EtherChannel ポート グループにすることはできますが、グルー
プ内のすべてのトランクに同じ設定をする必要があります。グループを初めて作成したとき
には、そのグループに最初に追加されたポートのパラメータ設定値をすべてのポートが引き
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継ぎます。次に示すパラメータのいずれかの設定を変更すると、スイッチは、入力された設
定をグループ内のすべてのポートに伝播します。
◦ 許可 VLAN リスト。
◦ 各 VLAN の STP ポート プライオリティ。
◦ STP PortFast の設定値。
◦ トランク ステータス：
ポート グループ内の 1 つのポートがトランクでなくなると、すべてのポートがトランク
でなくなります。
• Per VLAN Spanning Tree（PVST）モードでは最大 24 までのトランク ポート、マルチ スパニ
ング ツリー（MST）モードでは最大 40 までのトランク ポートを設定することを推奨しま
す。
• トランク ポートで IEEE 802.1x をイネーブルにしようとすると、エラー メッセージが表示さ
れ、IEEE 802.1x はイネーブルになりません。IEEE 802.1x 対応ポートのモードをトランクに
変更しようとしても、ポート モードは変更されません。
• ダイナミック モードのポートは、ネイバーとトランク ポートへの変更をネゴシエートする
場合があります。ダイナミック ポートで IEEE 802.1x をイネーブルにしようとすると、エラー
メッセージが表示され、IEEE 802.1x はイネーブルになりません。IEEE 802.1x 対応ポートを
ダイナミックに変更しようとしても、ポート モードは変更されません。

レイヤ 2 イーサネット インターフェイス VLAN のデフォルト設定
次の表に、レイヤ 2 イーサネット インターフェイス VLAN のデフォルト設定を記載します。
表 132：レイヤ 2 イーサネット インターフェイス VLAN のデフォルト設定

機能

デフォルト設定

インターフェイス モード

switchport mode dynamic auto

VLAN 許容範囲

VLAN 1 ～ 4094

プルーニングに適格な VLAN 範囲

VLAN 2 ～ 1001

デフォルト VLAN（アクセス ポート用）

VLAN 1

ネイティブ VLAN（IEEE 802.1Q トランク用） VLAN 1
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VLAN トランクの設定方法
トランクの誤設定を避けるために、DTP をサポートしないデバイスに接続されたインターフェイ
スが DTP フレームを転送しないように（つまり DTP をオフにするように）設定してください。
• これらのリンク上でトランキングを行わない場合は、switchport mode access インターフェイ
ス コンフィギュレーション コマンドを使用して、トランキングをディセーブルにします。
• DTP をサポートしていないデバイスへのトランキングをイネーブルにするには、switchport
mode trunk および switchport nonegotiate インターフェイス コンフィギュレーション コマン
ドを使用して、インターフェイスがトランクになっても DTP フレームを生成しないように設
定します。

トランク ポートとしてのイーサネット インターフェイスの設定
トランク ポートの設定
トランク ポートは VTP アドバタイズを送受信するので、VTP を使用する場合は、スイッチ上で
少なくとも 1 つのトランク ポートが設定されており、そのトランク ポートが別のスイッチのトラ
ンク ポートに接続されていることを確認する必要があります。そうでない場合、スイッチは VTP
アドバタイズを受信できません。

はじめる前に
手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. interface interface-id
4. switchport mode {dynamic {auto | desirable} | trunk}
5. switchport access vlan vlan-id
6. switchport trunk native vlan vlan-id
7. end
8. show interfaces interface-idswitchport
9. show interfaces interface-idtrunk
10. 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。パスワードを入力
します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id

トランクに設定するポートを指定し、インターフェイス コン
フィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/2

ステップ 4

switchport mode {dynamic {auto |
desirable} | trunk}
例：
Switch(config-if)# switchport mode
dynamic desirable

インターフェイスをレイヤ 2 トランクとして設定します（イ
ンターフェイスがレイヤ 2 アクセス ポートまたはトンネル
ポートであり、トランキング モードを設定する場合に限り必
要となります）。
• dynamic auto：ネイバー インターフェイスが trunk また
は desirable モードに設定されている場合に、インター
フェイスをトランク リンクとして設定します。これは
デフォルトです。
• dynamic desirable：ネイバー インターフェイスが trunk、
desirable、または auto モードに設定されている場合に、
インターフェイスをトランク リンクとして設定します。
• trunk：ネイバー インターフェイスがトランク インター
フェイスでない場合でも、インターフェイスを永続的な
トランキング モードに設定して、リンクをトランク リ
ンクに変換するようにネゴシエートします。

ステップ 5

switchport access vlan vlan-id

（任意）インターフェイスがトランキングを停止した場合に
使用するデフォルト VLAN を指定します。

例：
Switch(config-if)# switchport access
vlan 200
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

switchport trunk native vlan vlan-id

IEEE 802.1Q トランク用のネイティブ VLAN を指定します。

例：
Switch(config-if)# switchport trunk
native vlan 200

ステップ 7

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 8

show interfaces interface-idswitchport
例：

インターフェイスのスイッチ ポート設定を表示します。
[Administrative Mode] および [Administrative Trunking
Encapsulation] フィールドに表示されます。

Switch# show interfaces
gigabitethernet1/0/2 switchport

ステップ 9

show interfaces interface-idtrunk

インターフェイスのトランクの設定を表示します。

例：
Switch# show interfaces
gigabitethernet1/0/2 trunk

ステップ 10

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存しま
す。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

関連トピック
トランキング モード, （1572 ページ）
レイヤ 2 インターフェイス モード, （1573 ページ）

トランクでの許可 VLAN の定義
VLAN 1 は、すべての Cisco スイッチのすべてのトランク ポートのデフォルト VLAN です。以前
は、すべてのトランク リンクで VLAN 1 を必ずイネーブルにする必要がありました。VLAN 1 の
最小化機能を使用して、個々の VLAN トランク リンクで VLAN 1 をディセーブルに設定できま
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す。これにより、ユーザ トラフィック（スパニングツリー アドバタイズなど）は VLAN 1 で送受
信されなくなります。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. interface interface-id
4. switchport mode trunk
5. switchport trunk allowed vlan {add | all | except | remove} vlan-list
6. end
7. show interfaces interface-idswitchport
8. 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。パスワードを
入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id

設定するポートを指定し、インターフェイス コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 4

switchport mode trunk

インターフェイスを VLAN トランク ポートとして設定し
ます。

例：
Switch(config-if)# switchport mode
trunk
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

switchport trunk allowed vlan {add | all |
except | remove} vlan-list

（任意）トランク上で許容される VLAN のリストを設定
します。

例：
Switch(config-if)# switchport trunk
allowed vlan remove 2

vlan-list パラメータは、1 ～ 4094 の単一の VLAN 番号、
または 2 つの VLAN 番号（小さい方が先、ハイフンで区
切る）で指定された VLAN 範囲です。カンマで区切った
VLAN パラメータの間、またはハイフンで指定した範囲
の間には、スペースを入れないでください。
デフォルトでは、すべての VLAN が許可されます。

ステップ 6

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 7

show interfaces interface-idswitchport

表示された [Trunking VLANs Enabled] フィールドの設定
を確認します。

例：
Switch# show interfaces
gigabitethernet1/0/1 switchport

ステップ 8

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存
します。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

関連トピック
トランクでの許可 VLAN, （1574 ページ）

プルーニング適格リストの変更
プルーニング適格リストは、トランクポートだけに適用されます。トランクポートごとに独自の
適格リストがあります。この手順を有効にするには、VTP プルーニングがイネーブルに設定され
ている必要があります。
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手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. interface interface-id
4. switchport trunk pruning vlan {add | except | none | remove} vlan-list [,vlan [,vlan [,,,]]
5. end
6. show interfaces interface-idswitchport
7. 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。パスワードを入力
します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id
例：

VLAN プルーニングを適用するトランク ポートを選択し、イ
ンターフェイス コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

Switch(config)# interface
gigabitethernet2/0/1

ステップ 4

switchport trunk pruning vlan {add | トランクからのプルーニングを許可する VLAN のリストを設
except | none | remove} vlan-list [,vlan 定します。
[,vlan [,,,]]
add、except、none、および remove キーワードの使用方法に
ついては、このリリースに対応するコマンド リファレンスを
参照してください。
連続していない VLAN ID は、カンマ（スペースなし）で区切
ります。ID の範囲はハイフンで指定します。有効な ID 範囲は
2 ～ 1001 です。拡張範囲 VLAN（VLAN ID 1006 ～ 4094）は
プルーニングできません。
プルーニング不適格の VLAN は、フラッディング トラフィッ
クを受信します。
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コマンドまたはアクション

目的
デフォルトでは、プルーニングが許可される VLAN のリスト
には、VLAN 2 ～ 1001 が含まれます。

ステップ 5

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 6

show interfaces interface-idswitchport 表示された [Pruning VLANs Enabled] フィールドの設定を確認
します。
例：
Switch# show interfaces
gigabitethernet2/0/1 switchport

ステップ 7

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存しま
す。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

タグなしトラフィック用ネイティブ VLAN の設定
IEEE 802.1Q タギングが設定されたトランク ポートは、タグ付きトラフィックおよびタグなしト
ラフィックの両方を受信できます。デフォルトでは、スイッチ はタグなしトラフィックを、ポー
トに設定されたネイティブ VLAN に転送します。ネイティブ VLAN は、デフォルトでは VLAN 1
です。
ネイティブ VLAN には任意の VLAN ID を割り当てることができます。
パケットの VLAN ID が出力ポートのネイティブ VLAN ID と同じであれば、そのパケットはタグ
なしで送信されます。ネイティブ VLAN ID と異なる場合は、スイッチはそのパケットをタグ付き
で送信します。
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手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. interface interface-id
4. switchport trunk native vlan vlan-id
5. end
6. show interfaces interface-idswitchport
7. 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。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id
例：

IEEE 802.1Q トランクとして設定するインターフェイ
スを定義して、インターフェイス コンフィギュレー
ション モードを開始します。

Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/2

ステップ 4

switchport trunk native vlan vlan-id
例：

トランク ポート上でタグなしトラフィックを送受信
する VLAN を設定します。
vlan-id に指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。

Switch(config-if)# switchport trunk
native vlan 12

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config-if)# end

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
1584

VLAN トランクの設定方法

ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

show interfaces interface-idswitchport

[Trunking Native Mode VLAN] フィールドの設定を確
認します。

例：
Switch# show interfaces
gigabitethernet1/0/2 switchport

ステップ 7

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を
保存します。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

トランク ポートの負荷分散の設定
STP ポート プライオリティによる負荷分散の設定
次の手順では、STP ポート プライオリティを使用した負荷分散を指定してネットワークを設定す
る方法について説明します。
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手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. vtp domain domain-name
4. vtp mode server
5. end
6. show vtp status
7. show vlan
8. configure terminal
9. interface interface-id
10. switchport mode trunk
11. end
12. show interfaces interface-idswitchport
13. switch A で、スイッチ の 2 番目のポートに対して前述の手順を繰り返します。
14. switch B で前述の手順を繰り返し、switch A で設定したトランク ポートに接続するトランク
ポートを設定します。
15. show vlan
16. configure terminal
17. interface interface-id
18. spanning-tree vlan vlan-rangeport-priority priority-value
19. exit
20. interface interface-id
21. spanning-tree vlan vlan-rangeport-priority priority-value
22. end
23. show running-config
24. 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。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configure terminal

switch A で、グローバル コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
Switch# 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

vtp domain domain-name

VTP 管理ドメインを設定します。
1 ～ 32 文字のドメイン名を使用できます。

例：
Switch(config)# vtp domain workdomain

ステップ 4

vtp mode server

switch A を VTP サーバとして設定します。

例：
Switch(config)# vtp mode server

ステップ 5

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 6

show vtp status
例：
Switch# show vtp status

ステップ 7

show vlan

switch A およびswitch B の両方で、VTP 設定を確認し
ます。
表示された VTP Operating Mode および VTP Domain
Name フィールドをチェックします。
switch A のデータベースに VLAN が存在しているこ
とを確認します。

例：
Switch# show vlan

ステップ 8

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 9

interface interface-id
例：

トランクとして設定するインターフェイスを定義し、
インターフェイス コンフィギュレーション モードを
開始します。

Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 10

switchport mode trunk

ポートをトランク ポートとして設定します。

例：
Switch(config-if)# switchport mode trunk
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ステップ 11

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：
Switch(config-if)# end

ステップ 12

show interfaces interface-idswitchport

VLAN の設定を確認します。

例：
Switch# show interfaces
gigabitethernet1/0/1 switchport

ステップ 13

switch A で、スイッチ の 2 番目のポートに
対して前述の手順を繰り返します。

ステップ 14

switch B で前述の手順を繰り返し、switch
A で設定したトランク ポートに接続するト
ランク ポートを設定します。

ステップ 15

show vlan
例：
Switch# show vlan

ステップ 16

configure terminal

トランク リンクがアクティブになると、VTP がswitch
B に VTP および VLAN 情報を渡します。このコマン
ドは、switch B が VLAN 設定を学習したことを確認
します。
switch A で、グローバル コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 17

interface interface-id
例：

STPのポートプライオリティを設定するインターフェ
イスを定義し、インターフェイス コンフィギュレー
ション モードを開始します。

Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 18

spanning-tree vlan vlan-rangeport-priority
priority-value
例：

指定された VLAN 範囲にポート プライオリティを割
り当てます。0 ～ 240 のポート プライオリティ値を
入力します。ポート プライオリティ値は 16 ずつ増分
します。

Switch(config-if)# spanning-tree vlan
8-10 port-priority 16
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ステップ 19

コマンドまたはアクション

目的

exit

グローバル コンフィギュレーション モードに戻りま
す。

例：
Switch(config-if)# exit

ステップ 20

interface interface-id
例：

STPのポートプライオリティを設定するインターフェ
イスを定義し、インターフェイス コンフィギュレー
ション モードを開始します。

Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/2

ステップ 21

spanning-tree vlan vlan-rangeport-priority
priority-value
例：

指定された VLAN 範囲にポート プライオリティを割
り当てます。0 ～ 240 のポート プライオリティ値を
入力します。ポート プライオリティ値は 16 ずつ増分
します。

Switch(config-if)# spanning-tree vlan
3-6 port-priority 16

ステップ 22

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config-if)# end

ステップ 23

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 24

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を
保存します。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

関連トピック
STP プライオリティによるネットワーク負荷分散, （1575 ページ）
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STP パス コストによる負荷分散の設定
次の手順では、STP パス コストを使用した負荷分散を指定してネットワークを設定する方法につ
いて説明します。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. interface interface-id
4. switchport mode trunk
5. exit
6. switch A 内の別のインターフェイスでステップ 2 ～ 4 を繰り返します。
7. end
8. show running-config
9. show vlan
10. configure terminal
11. interface interface-id
12. spanning-tree vlan vlan-rangecost cost-value
13. end
14. switch A に設定したもう一方のトランク インターフェイスでステップ 9 ～ 13 を繰り返し、
VLAN 8、9、および 10 のスパニングツリー パス コストを 30 に設定します。
15. exit
16. show running-config
17. 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。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configure terminal

switch A で、グローバル コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
Switch# 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

interface interface-id

トランクとして設定するインターフェイスを定義し、
インターフェイス コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 4

switchport mode trunk

ポートをトランク ポートとして設定します。

例：
Switch(config-if)# switchport mode trunk

ステップ 5

グローバル コンフィギュレーション モードに戻りま
す。

exit
例：
Switch(config-if)# exit

ステップ 6

switchA 内の別のインターフェイスでステッ
プ 2 ～ 4 を繰り返します。

ステップ 7

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# end

ステップ 8

show running-config
例：

入力を確認します。画面で、インターフェイスがト
ランク ポートとして設定されていることを確認して
ください。

Switch# show running-config

ステップ 9

show vlan
例：
Switch# show vlan

ステップ 10

configure terminal

トランク リンクがアクティブになると、switch A が
もう一方のスイッチから VTP 情報を受信します。こ
のコマンドは、switch A が VLAN コンフィギュレー
ションを学習したことを確認します。
グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Switch# configure terminal

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーション
ガイド
1591

VLAN トランクの設定方法

ステップ 11

コマンドまたはアクション

目的

interface interface-id

STP コストを設定するインターフェイスを定義し、
インターフェイス コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 12

spanning-tree vlan vlan-rangecost cost-value VLAN 2 ～ 4 のスパニングツリー パス コストを 30
に設定します。
例：
Switch(config-if)# spanning-tree vlan 2-4
cost 30

ステップ 13

end

グローバル コンフィギュレーション モードに戻りま
す。

例：
Switch(config-if)# end

ステップ 14

switch A に設定したもう一方のトランク イ
ンターフェイスでステップ 9 ～ 13 を繰り
返し、VLAN 8、9、および 10 のスパニン
グツリー パス コストを 30 に設定します。

ステップ 15

exit

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# exit

ステップ 16

show running-config
例：

入力を確認します。両方のトランク インターフェイ
スに対してパス コストが正しく設定されていること
を表示で確認します。

Switch# show running-config

ステップ 17

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を
保存します。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

関連トピック
STP パス コストによるネットワーク負荷分散, （1575 ページ）
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VLAN トランキングの設定例
例：トランク ポートの設定
次に、IEEE 802.1Q トランクとしてポートを設定する例を示します。この例では、ネイバー イン
ターフェイスが IEEE 802.1Q トランキングをサポートするように設定されていることを前提とし
ています。
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config-if)# switchport mode dynamic desirable
Switch(config-if)# end

例：ポートからの VLAN の削除
次に、ポートの許可 VLAN リストから VLAN 2 を削除する例を示します。
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan remove 2
Switch(config-if)# end

次の作業
VLAN トランクを設定したら、次の項目を設定できます。
• VLANs

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

この章で使用するコマンドの完全な構文および Catalyst 2960-X Switch VLAN Management
Command Reference
使用方法の詳細。

標準および RFC
標準/RFC

タイトル

—

—
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MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探して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

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

VLAN トランクの機能履歴と情報
リリース

変更内容

Cisco IOS Release 15.0(2)EXCisco IOS Release 15.2(5)E

この機能が導入されました。
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表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シスコ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 からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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VMPS の前提条件
ダイナミックアクセス ポートとしてポートを設定する前に、VLAN メンバーシップ ポリシー サー
バ（VMPS）を設定する必要があります。
ポートをダイナミックアクセス ポートとして設定すると、そのポートに対してスパニングツリー
の PortFast 機能が自動的にイネーブルになります。PortFast モードにより、ポートをフォワーディ
ング ステートに移行させるプロセスが短縮されます。
VMPS クライアントと VMPS サーバの VTP 管理ドメインは、同じでなければなりません。

VMPS の制約事項
次に、VMPS を設定する際の制約事項を示します。
• IEEE 802.1x ポートをダイナミックアクセス ポートとして設定することはできません。ダイ
ナミックアクセス（VQP）ポートで IEEE 802.1x をイネーブルにしようとすると、エラー メッ
セージが表示され、IEEE 802.1x はイネーブルになりません。IEEE 802.1x 対応ポートを変更
してダイナミック VLAN を割り当てようとしても、エラー メッセージが表示され、VLAN
設定は変更されません。
• トランク ポートをダイナミック アクセス ポートにすることはできませんが、トランク ポー
トに対して switchport access vlan dynamic インターフェイス コンフィギュレーション コマン
ドを入力することは可能です。その場合、スイッチの設定は維持され、後にアクセス ポート
として設定された場合には、その設定が適用されます。ダイナミックアクセス設定を有効に
するには、ポート上でトランキングをオフにしておく必要があります。
• ダイナミックアクセス ポートをモニタ ポートにすることはできません。
• セキュア ポートをダイナミックアクセス ポートにすることはできません。ポートをダイナ
ミックにするには、ポート上でポート セキュリティをディセーブルにしておく必要がありま
す。
• ダイナミックアクセス ポートを EtherChannel グループのメンバにすることはできません。
• ポート チャネルをダイナミックアクセス ポートとして設定することはできません。
• VMPS サーバ上に設定された VLAN を音声 VLAN にしないでください。
• 1K VLAN は Lan Base のデフォルト テンプレートが設定されているLAN Base イメージ上で
実行するスイッチのみでサポートされます。
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VMPS について
ダイナミック VLAN 割り当て
VLAN Query Protocol（VQP）は、ダイナミックアクセス ポートをサポートする場合に使用しま
す。ダイナミックアクセス ポートは VLAN に永続的に割り当てられるのではなく、ポートで認識
された MAC（メディア アクセス コントロール）送信元アドレスに基づいて VLAN を割り当てま
す。未知の MAC アドレスが検出されるたびに、スイッチはリモート VLAN メンバーシップ ポリ
シー サーバ（VMPS）に VQP クエリーを送信します。そのクエリーには、新たに検出された MAC
アドレスおよび検出場所のポートが含まれます。VMPS はそのポートの VLAN 割り当てで応答し
ます。このスイッチを VMPS サーバにすることはできませんが、VMPS のクライアントとして機
能させ、VQP を介して通信することができます。
クライアント スイッチは新しいホストの MAC アドレスを受信するたびに、VMPS に VQP クエ
リーを送信します。このクエリーを受信した VMPS は、データベースで MAC アドレスと VLAN
のマッピングを検索します。サーバの応答は、このマッピングと、サーバがオープン モードかセ
キュアモードかに基づいて行われます。セキュアモードの場合、サーバは不正なホストが検出さ
れると、ポートをシャットダウンします。オープン モードでは、サーバはホストに対してポート
アクセスを拒否します。
ポートが未割り当ての場合（つまり、VLAN 割り当てがまだ設定されていない場合）、VMPS は
次のいずれかの応答を行います。
• そのポートでホストが許可されている場合、VMPS は割り当てられた VLAN 名を指定し、ホ
ストへのアクセスを許可する VLAN 割り当て応答をクライアントに送信します。
• そのポートでホストが許可されておらず、なおかつ VMPS がオープン モードの場合、VMPS
はアクセス拒否応答を送信します。
• そのポートで VLAN が許可されておらず、なおかつ VMPS がセキュア モードの場合、VMPS
はポートシャットダウン応答を送信します。
ポートに VLAN 割り当てがすでに設定されている場合、VMPS は次のいずれかの応答を行いま
す。
• データベース内の VLAN がポート上の現在の VLAN と一致した場合、VMPS は成功応答を
送信し、ホストへのアクセスを許可します。
• データベース内の VLAN がポート上の現在の VLAN と一致せず、なおかつポート上にアク
ティブ ホストが存在する場合、VMPS は VMPS のセキュア モードに応じて、アクセス拒否
またはポートシャットダウン応答を送信します。
VMPS からアクセス拒否応答を受け取った場合、スイッチはそのホスト MAC アドレスとの間の
トラフィックを引き続きブロックします。スイッチはポート宛てのパケットを引き続きモニタし、
新しいホスト アドレスを検出すると VMPS にクエリーを送信します。VMPS からポートシャット
ダウン応答を受信した場合、スイッチはそのポートをディセーブルにします。Network Assistant、

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーション
ガイド
1597

VMPS について

CLI（コマンドライン インターフェイス）、または SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）
を使用して、ポートを手動で再びイネーブルにする必要があります。
関連トピック
VMPS クライアント上のダイナミックアクセス ポートの設定, （1601 ページ）
例：VMPS の設定, （1608 ページ）

ダイナミックアクセス ポート VLAN メンバーシップ
ダイナミックアクセス ポートが所属できるのは、VLAN ID が 1 ～ 4094 の 1 つの VLAN だけで
す。リンクがアクティブになっても、VMPS によって VLAN が割り当てられるまで、スイッチは
このポートとの間のトラフィック転送を行いません。VMPS は、ダイナミックアクセス ポートに
接続した新しいホストの最初のパケットから送信元 MAC アドレスを受信し、VMPS データベー
スの VLAN とその MAC アドレスを照合します。
一致した場合、VMPS はそのポートの VLAN 番号を送信します。クライアント スイッチがまだ設
定されていない場合、VMPS からトランク ポートで受信した最初の VTP パケットからのドメイン
名を使用します。クライアント スイッチがすでに設定されている場合は、クエリ パケットにス
イッチのドメイン名を含めて VMPS に送信し、VLAN 番号を取得します。VMPS はパケット内の
ドメイン名が自身のドメイン名と一致することを確認した後、要求を受け入れ、クライアントに
割り当てられた VLAN 番号を応答します。一致しない場合、（VMPS セキュア モードの設定に応
じて）VMPS は要求を拒否するか、ポートをシャットダウンします。
ダイナミックアクセス ポート上で複数のホスト（MAC アドレス）をアクティブにできますが、
それらのホストはすべて同じ VLAN に存在する必要があります。ただし、ポート上でアクティブ
なホスト数が 20 を超えると、VMPS はダイナミックアクセス ポートをシャットダウンします。
ダイナミックアクセス ポート上でリンクがダウンになると、ポートは切り離された状態に戻り、
VLAN の所属から外れます。ポート経由でオンラインになるホストは VMPS によって VQP 経由
で再チェックされてから、ポートが VLAN に割り当てられます。
ダイナミックアクセス ポートは、直接ホスト接続に使用したり、ネットワークに接続したりでき
ます。スイッチ上のポートごとに、最大 20 個の MAC アドレスを使用できます。ダイナミックア
クセス ポートが一度に所属できる VLAN は 1 つだけですが、VLAN は検出された MAC アドレス
に基づいて後で変更されることがあります。
関連トピック
VMPS クライアント上のダイナミックアクセス ポートの設定, （1601 ページ）
例：VMPS の設定, （1608 ページ）

デフォルトの VMPS クライアント設定
次の表に、クライアント スイッチ上のデフォルトの VMPS およびダイナミックアクセス ポート
の設定を記載します。
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表 133：VMPS クライアントおよびダイナミックアクセス ポートのデフォルト設定

機能

デフォルト設定

VMPS ドメイン サーバ

なし

VMPS 再確認インターバル

60 分

VMPS サーバ再試行回数

3

ダイナミックアクセス ポート

未設定

VMPS の設定方法
VMPS の IP アドレスの入力
（注）

スイッチ クラスタに対して VMPS を定義する場合は、コマンド スイッチにこのアドレスを入
力する必要があります。

はじめる前に
スイッチをクライアントとして設定するには、サーバの IP アドレスを最初に入力する必要があり
ます。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. vmps server ipaddressprimary
4. vmps server ipaddress
5. end
6. show vmps
7. 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。パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

vmps server ipaddressprimary

プライマリ VMPS サーバとして機能するスイッチの IP
アドレスを入力します。

例：
Switch(config)# vmps server 10.1.2.3
primary

ステップ 4

vmps server ipaddress
例：

ステップ 5

（任意）セカンダリ VMPS サーバとして機能するス
イッチの IP アドレスを入力します。

Switch(config)# vmps server 10.3.4.5

セカンダリ サーバのアドレスは、3 つまで入力できま
す。

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# end

ステップ 6

show vmps

表示された [VMPS Domain Server] フィールドの設定を
確認します。

例：
Switch# show vmps

ステップ 7

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保
存します。

例：
Switch# copy running-config
startup-config
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VMPS クライアント上のダイナミックアクセス ポートの設定
注意

ダイナミックアクセス ポート VLAN メンバーシップはエンド ステーション用、またはエンド
ステーションに接続されたハブ用です。他のスイッチにダイナミックアクセス ポートを接続
すると、接続が切断されることがあります。
クラスタ メンバ スイッチのポートをダイナミックアクセス ポートとして設定する場合には、最
初に rcommand 特権 EXEC コマンドを使用して、そのクラスタ メンバ スイッチにログインしま
す。

はじめる前に
ダイナミックアクセス ポートを動作させるには、VMPS に IP 接続できなければなりません。IP
接続が可能かどうかをテストするには、VMPS の IP アドレスに ping を実行し、応答が得られるか
どうかを確認します。

（注）

インターフェイスをデフォルト設定に戻すには、default interface interface-id インターフェイス
コンフィギュレーション コマンドを使用します。インターフェイスをデフォルトのスイッチ
ポート モード（dynamic auto）に戻すには、no switchport mode インターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。アクセス モードをスイッチのデフォルト VLAN にリセッ
トするには、no switchport access vlan インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを
使用します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. interface interface-id
4. switchport mode access
5. switchport access vlan dynamic
6. end
7. show interfaces interface-idswitchport
8. 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。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id
例：

エンド ステーションに接続するスイッチ ポートを指
定し、インターフェイスコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

Switch(config)# interface gigabitethernet
1/0/1

ステップ 4

switchport mode access

ポートをアクセス モードに設定します。

例：
Switch(config-if)# switchport mode access

ステップ 5

switchport access vlan dynamic
例：
Switch(config-if)# switchport access vlan
dynamic

ステップ 6

end

ポートをダイナミック VLAN メンバーシップ適格と
して設定します。
ダイナミックアクセス ポートは、エンド ステーショ
ンに接続されている必要があります。
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# end

ステップ 7

show interfaces interface-idswitchport

表示された [Operational Mode] フィールドの設定を確
認します。

例：
Switch# show interfaces gigabitethernet
1/0/1 switchport
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

copy running-config startup-config

（任意）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：
Switch# copy running-config
startup-config

関連トピック
ダイナミック VLAN 割り当て, （1597 ページ）
ダイナミックアクセス ポート VLAN メンバーシップ, （1598 ページ）
例：VMPS の設定, （1608 ページ）

VLAN メンバーシップの再確認
このタスクでは、スイッチが VMPS から受信したダイナミックアクセス ポート VLAN メンバー
シップの割り当てを確認します。

手順の概要
1. enable
2. vmpsreconfirm
3. showvmps

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。パスワードを
入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

vmpsreconfirm

ダイナミックアクセス ポート VLAN メンバーシップを
再確認します。

例：
Switch# vmps reconfirm
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

showvmps

ダイナミック VLAN 再確認ステータスを確認します。

例：
Switch# show vmps

再確認インターバルの変更
VMPS クライアントは、VMPS から受信した VLAN メンバーシップ情報を定期的に再確認しま
す。この再確認を行う間隔を分単位で設定できます。

（注）

クラスタのメンバ スイッチを設定する場合、このパラメータはコマンド スイッチの再確認イ
ンターバルの設定値以上でなければなりません。また、メンバ スイッチにログインするには、
最初に rcommand 特権 EXEC コマンドを使用する必要があります。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. vmps reconfirm 分
4. end
5. show vmps
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。パスワードを
入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Switch# 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

vmps reconfirm 分

ダイナミック VLAN メンバーシップの再確認を行う間
隔（分）を設定します。指定できる範囲は 1 ～ 120 で
す。デフォルトは 60 分です。

例：
Switch(config)# vmps reconfirm 90

ステップ 4

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 5

show vmps

表示された [Reconfirm Interval] フィールドのダイナミッ
ク VLAN の再確認ステータスを確認します。

例：
Switch# show vmps

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存
します。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

再試行回数の変更
スイッチが次のサーバにクエリーを送信する前に VMPS への接続を試行する回数を変更するに
は、次の手順に従います。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. vmps retry count
4. end
5. show vmps
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。パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

vmps retry count

再試行の回数を変更します。指定できる再試行回数の
範囲は 1 ～ 10 です。デフォルトは 3 です。

例：
Switch(config)# vmps retry 5

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# end

ステップ 5

show vmps

表示された [Server Retry Count] フィールドの設定を確
認します。

例：
Switch# show vmps

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保
存します。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

ダイナミックアクセス ポート VLAN メンバーシップのトラブルシューティング
問題 VMPS は次の状況でダイナミックアクセス ポートをシャットダウンします。

• 問題 VMPS がセキュア モードであり、なおかつホストのポートへの接続を許可しない場合。
VMPSはポートをシャットダウンして、ホストがネットワークに接続できないようにします。
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• 問題 ダイナミックアクセス ポート上のアクティブ ホストが 20 を超えた場合。
解決法 ディセーブルになっているダイナミックアクセス ポートを再びイネーブルにするには、

shutdown インターフェイス コンフィギュレーション コマンドに続けて、no shutdown インター
フェイス コンフィギュレーション コマンドを入力します。

VMPS のモニタリング
show vmps 特権 EXEC コマンドを使用して、VMPS に関する情報を表示できます。スイッチは
VMPS に関する次の情報を表示します。
• VMPS VQP バージョン：VMPS との通信に使用する VQP のバージョン。スイッチは VQP
バージョン 1 を使用する VMPS にクエリーを送信します。
• 再確認インターバル：スイッチが VLAN と MAC アドレスの割り当てを再確認する間隔
（分）。
• サーバ再試行回数：VQP が VMPS にクエリーを再送信する回数。この回数試行しても応答が
得られない場合、スイッチはセカンダリ VMPS へのクエリーを開始します。
• VMPS ドメイン サーバ：設定されている VLAN メンバーシップ ポリシー サーバの IP アドレ
ス。スイッチスイッチは current と表示されているサーバにクエリーを送信します。primary
と表示されているサーバは、プライマリ サーバです。
• VMPS 動作：最近の再確認の結果。再確認は、再確認インターバルが経過したときに自動的
に行われますが、vmps reconfirm 特権 EXEC コマンドを入力するか、Network Assistant ある
いは SNMP で同等の操作を行うことによって、強制的に再確認することもできます。
次に、show vmps 特権 EXEC コマンドの出力例を示します。
Switch# show vmps
VQP Client Status:
-------------------VMPS VQP Version:
1
Reconfirm Interval: 60 min
Server Retry Count: 3
VMPS domain server: 172.20.128.86 (primary, current)
172.20.128.87
Reconfirmation status
--------------------VMPS Action:
other
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VMPS の設定例
例：VMPS の設定
VMPS サーバ スイッチと VMPS クライアント スイッチでダイナミックアクセス ポートを使用す
るこのネットワークは、次のように設定されます。
• VMPS サーバと VMPS クライアントは、それぞれ別のスイッチです。
• Catalyst 6500 シリーズのスイッチ A が、プライマリ VMPS サーバです。
• Catalyst 6500 シリーズのスイッチ C およびスイッチ J が、セカンダリ VMPS サーバです。
• エンド ステーションはクライアント（スイッチ B、スイッチ I）に接続されています。
• データベース コンフィギュレーション ファイルは、IP アドレス 172.20.22.7 の TFTP サーバ
に保存されています。
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図 81：ダイナミック ポート VLAN メンバーシップの構成例

関連トピック
VMPS クライアント上のダイナミックアクセス ポートの設定, （1601 ページ）
ダイナミック VLAN 割り当て, （1597 ページ）
ダイナミックアクセス ポート VLAN メンバーシップ, （1598 ページ）

次の作業
次の設定を行えます。
• VTP
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• VLANs
• VLAN トランキング
• 音声 VLAN

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

この章で使用するコマンドの完全な構文および Catalyst 2960-X Switch VLAN Management
Command Reference
使用方法の詳細。

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探して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

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。
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VMPS の機能履歴と情報
リリース

変更内容

Cisco IOS Release 15.0(2)EXCisco IOS Release 15.2(5)E

この機能が導入されました。

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーション
ガイド
1611

VMPS の機能履歴と情報

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
1612

第

58

章

音声 VLAN の設定
• 機能情報の確認, 1613 ページ
• 音声 VLAN の前提条件, 1613 ページ
• 音声 VLAN の制約事項, 1614 ページ
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• 音声 VLAN の機能履歴と情報, 1624 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表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シスコ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 からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

音声 VLAN の前提条件
音声 VLAN の前提条件は、次のとおりです。
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• 音声 VLAN 設定はスイッチのアクセス ポートだけでサポートされており、トランク ポート
ではサポートされていません。

（注）

トランク ポートは、標準 VLAN と同様に、任意の数の音声 VLAN を伝送でき
ます。トランク ポートでは、音声 VLAN の設定がサポートされません。

• 音声 VLAN をイネーブルにする前に、mls qos グローバル コンフィギュレーション コマンド
を入力してスイッチ上で QoS をイネーブルに設定し、さらに mls qos trust cos インターフェ
イス コンフィギュレーション コマンドを入力してポートの信頼状態を trust に設定しておく
ことを推奨します。Auto-QoS 機能を使用すると、これらは自動的に設定されます。
• IP Phone にコンフィギュレーションを送信するために、Cisco IP Phone に接続するスイッチ
ポート上で CDP をイネーブルにする必要があります（デフォルト設定では、CDP がすべて
のスイッチ インターフェイスでグローバルにイネーブルになっています）。

音声 VLAN の制約事項
音声 VLAN には、スタティック セキュア MAC アドレスを設定できません。

音声 VLAN に関する情報
音声 VLAN
音声 VLAN 機能を使用すると、アクセス ポートで IP Phone からの IP 音声トラフィックを伝送で
きます。スイッチを Cisco 7960 IP Phone に接続すると、IP Phone はレイヤ 3 IP 値およびレイヤ 2
サービス クラス（CoS）値を使用して、音声トラフィックを送信します。どちらの値もデフォル
トでは 5 に設定されます。データ送信が均質性に欠ける場合、IP Phone の音質が低下することが
あります。そのため、このスイッチは IEEE 802.1p CoS に基づく Quality of Service（QoS）をサポー
トしています。QoS は、分類およびスケジューリングを使用して、スイッチからのネットワーク
トラフィックを予測可能な方法で送信します。
Cisco7960 IP Phone は設定可能なデバイスであり、IEEE 802.1p プライオリティに基づいてトラ
フィックを転送するように設定できます。Cisco IP Phone によって割り当てられたトラフィック プ
ライオリティを信頼したり、オーバーライドしたりするようにスイッチを設定できます。

Cisco IP Phone の音声トラフィック
Cisco IP Phone と接続するアクセス ポートを、1 つの VLAN は音声トラフィック用に、もう 1 つの
VLAN は Cisco IP Phone に接続しているデバイスからのデータ トラフィック用に使用するように
設定できます。Cisco Discovery Protocol（CDP）パケットを送信するよう、スイッチ上のアクセス
ポートを設定できます。CDP パケットは、接続する IP Phone に対して、次のいずれかの方法で音
声トラフィックをスイッチに送信するよう指示します。
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• レイヤ 2 CoS プライオリティ値のタグ付き音声 VLAN による送信
• レイヤ 2 CoS プライオリティ値のタグ付きアクセス VLAN による送信
• タグなし（レイヤ 2 CoS プライオリティ値なし）のアクセス VLAN による送信

（注）

いずれの設定でも、音声トラフィックはレイヤ 3 IP precedence 値（音声トラフィックはデフォ
ルトで 5、音声制御トラフィックは 3）を伝送します。
関連トピック
Cisco IP Phone の音声トラフィックの設定
例：Cisco IP Phone の音声トラフィックの設定, （1622 ページ）

Cisco IP Phone のデータ トラフィック
スイッチは、Cisco IP Phone のアクセス ポートに接続されたデバイスから送られる、タグ付きデー
タ トラフィック（IEEE 802.1Q または IEEE 802.1p フレーム タイプのトラフィック）を処理する
こともできます。CDP パケットを送信するよう、スイッチ上のレイヤ 2 アクセス ポートを設定で
きます。CDP パケットは、接続する IP Phone に対して、次のいずれかのモードで IP Phone アクセ
ス ポートを設定するよう指示します。
• trusted（信頼性がある）モードでは、Cisco IP Phone のアクセス ポート経由で受信したすべて
のトラフィックがそのまま IP Phone を通過します。
• untrusted（信頼性がない）モードでは、Cisco IP Phone のアクセス ポート経由で受信した IEEE
802.1Q および IEEE 802.1p フレームのすべてのトラフィックに、設定されたレイヤ 2 CoS 値
を与えます。デフォルトのレイヤ 2 CoS 値は 0 です。信頼できないモードがデフォルト設定
です。

（注）

Cisco IP Phone に接続されたデバイスからのタグなしトラフィックは、IP Phone のアクセス ポー
トの信頼状態に関係なく、そのまま IP Phone を通過します。
関連トピック
着信データ フレームのプライオリティ設定, （1620 ページ）
例：着信データ フレームのプライオリティの設定, （1622 ページ）

音声 VLAN 設定時の注意事項
• Cisco7960 IP Phone は、PC やその他のデバイスとの接続もサポートしているので、スイッチ
を Cisco IP Phone に接続するポートは、さまざまな種類のトラフィックを伝送できます。ポー
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トを設定することによって、Cisco IP Phone による音声トラフィックおよびデータ トラフィッ
クの伝送方法を決定できます。
• IP Phone で音声 VLAN 通信が適切に行われるには、スイッチ上に音声 VLAN が存在し、アク
ティブになっている必要があります。VLAN が存在しているかどうかを確認するには、show
vlan 特権 EXEC コマンドを使用します（リストで表示されます）。VLAN がリストされてい
ない場合は、音声 VLAN を作成します。
• Power Over Ethernet（PoE）スイッチは、シスコ先行標準の受電デバイスまたは IEEE 802.3af
準拠の受電デバイスが AC 電源から電力を供給されてない場合に、それらの受電デバイスに
自動的に電力を供給できます。
• 音声 VLAN を設定すると、PortFast 機能が自動的にイネーブルになります。音声 VLAN を
ディセーブルにしても、PortFast 機能は自動的にディセーブルになりません。
• Cisco IP Phone とその IP Phone に接続されたデバイスが同じ VLAN 上にある場合、両方とも
同じ IP サブネットに属していなければなりません。次の条件が満たされている場合は、同じ
VLAN 上にあります。
◦ 両方とも IEEE 802.1p またはタグなしフレームを使用する。
◦ Cisco IP Phone が IEEE 802.1p フレームを使用し、デバイスがタグなしフレームを使用す
る。
◦ Cisco IP Phone がタグなしフレームを使用し、デバイスが IEEE 802.1p フレームを使用す
る。
◦ Cisco IP Phone が IEEE 802.1Q フレームを使用し、音声 VLAN がアクセス VLAN と同じ
である。
• Cisco IP Phone と IP Phone に接続されたデバイスは、同一 VLAN、同一サブネット上にあっ
ても、使用するフレーム タイプが異なる場合は通信できません。トラフィックは同一サブ
ネット上でルーティングされないからです（ルーティングによってフレーム タイプの相違が
排除されます）。
• 音声 VLAN ポートには次のポート タイプがあります。
◦ ダイナミック アクセス ポート。
◦ IEEE 802.1x 認証ポート。

（注）

音声 VLAN が設定され Cisco IP Phone が接続されているアクセス ポートで
IEEE 802.1x をイネーブルにした場合、その IP Phone からスイッチへの接続が
最大 30 秒間失われます。

◦ 保護ポート。
◦ SPAN または RSPAN セッションの送信元ポートまたは宛先ポート。
◦ セキュア ポート。
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（注）

音声 VLAN も設定しているインターフェイス上でポート セキュリティをイ
ネーブルにする場合、ポートで許容されるセキュア アドレスの最大数を、ア
クセス VLAN におけるセキュア アドレスの最大数に 2 を足した数に設定する
必要があります。ポートを Cisco IP Phone に接続している場合、IP Phone に最
大で 2 つの MAC アドレスが必要になります。IP Phone のアドレスは、音声
VLAN で学習され、アクセス VLAN でも学習される場合があります。PC を IP
Phone に接続する場合、追加の MAC アドレスが必要になります。

音声 VLAN のデフォルト設定
音声 VLAN 機能は、デフォルトではディセーブルに設定されています。
音声 VLAN 機能がイネーブルの場合、すべてのタグなしトラフィックはポートのデフォルトの
CoS プライオリティに従って送信されます。
IEEE 802.1p または IEEE 802.1Q のタグ付きトラフィックでは、CoS 値が信頼されません。

音声 VLAN の設定方法
Cisco IP Phone の音声トラフィックの設定
Cisco IP Phone に CDP パケットを送信して IP Phone による音声トラフィックの送信方法を設定す
るように、IP Phone に接続するポートを設定できます。IP Phone は指定された音声 VLAN に、レ
イヤ 2 CoS 値を使用して、IEEE 802.1Q フレームの音声トラフィックを伝送できます。IEEE 802.1p
のプライオリティ タグを使用すると、音声トラフィックにさらに高いプライオリティを与え、す
べての音声トラフィックをネイティブ（アクセス）VLAN 経由で転送できます。Cisco IP Phone は
タグなしの音声トラフィックを送信する、または独自の設定を使用してアクセス VLAN で音声ト
ラフィックを送信することもできます。いずれの設定でも、音声トラフィックはレイヤ 3 IP
precedence 値（デフォルトは 5）を伝送します。
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手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. interface interface-id
4. mls qos trust cos
5. switchport voice {vlan{vlan-id | dot1p | none | untagged}}
6. end
7. 次のいずれかを使用します。
• show interfaces interface-idswitchport
• show running-config interface interface-id
8. 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。パスワードを入力し
ます（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id

IP Phone に接続するインターフェイスを指定し、インターフェイ
ス コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 4

mls qos trust cos
例：
Switch(config-if)# mls qos trust
cos

パケットの CoS 値を使用して着信トラフィック パケットを分類
するよう、インターフェイスを設定します。タグなしパケットの
場合、ポートのデフォルト CoS 値が使用されます。
（注）

ポートの信頼状態を設定する前に、mls qos グローバル
コンフィギュレーション コマンドを使用することに
よって、QoS をグローバルでイネーブルに設定してお
く必要があります。
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コマンドまたはアクション
ステップ 5

目的

switchport voice {vlan{vlan-id | dot1p 音声 VLAN を設定します。
| none | untagged}}
• vlan-id：すべての音声トラフィックが特定の VLAN を経由
例：
Switch(config-if)# switchport voice
vlan dot1p

して転送されるように IP Phone を設定します。デフォルト
では、Cisco IP Phone は IEEE 802.1p プライオリティ 5 を使
用して音声トラフィックを転送します。指定できる VLAN
ID の範囲は 1 ～ 4094 です。
• dot1p：VLAN ID 0（ネイティブ VLAN）のタグが付けられ
た音声およびデータ IEEE 802.1p プライオリティ フレーム
を受け入れるよう、スイッチを設定します。デフォルトで
は、スイッチは VLAN 0 のタグが付いたすべての音声およ
びデータ トラフィックをドロップします。802.1p に対応す
るよう設定されると、Cisco IP Phone は IEEE 802.1p プライ
オリティ 5 を使用してトラフィックを転送します。
• none：IP Phone で独自の設定を使ってタグなし音声トラ
フィックを送信できるようにします。
• untagged：タグなし音声トラフィックを送信するように IP
Phone を設定します。

ステップ 6

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config-if)# end

ステップ 7

次のいずれかを使用します。
• show interfaces
interface-idswitchport

音声 VLAN の設定、または QoS および音声 VLAN の設定を確認
します。

• show running-config interface
interface-id

例：
Switch# show interfaces
gigabitethernet1/0/1 switchport

または
Switch# show running-config
interface gigabitethernet1/0/1
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

copy running-config startup-config

（任意）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：
Switch# copy running-config
startup-config

着信データ フレームのプライオリティ設定
PC またはその他のデータ デバイスを Cisco IP Phone ポートに接続できます。タグ付きデータ トラ
フィック（IEEE 802.1Q または IEEE 802.1p フレーム）を処理するために、CDP パケットを送信す
るようスイッチを設定できます。CDP パケットは Cisco IP Phone に対して、IP Phone 上のアクセ
ス ポートに接続されたデバイスからのデータ パケット送信方法を指示します。PC は、CoS 値が
割り当てられたパケットを生成できます。接続デバイスから IP Phone のポートに届いたフレーム
のプライオリティを変更しない（信頼する）または変更する（信頼しない）ように、IP Phone を
設定できます。
Cisco IP Phone で非音声ポートから受信するデータ トラフィックのプライオリティを設定するに
は、次の手順に従います。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. interface interface-id
4. switchport priority extend {cos value | trust}
5. end
6. show interfaces interface-idswitchport
7. 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。パスワードを入
力します（要求された場合）。

例：
Switch> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id
例：

Cisco IP Phone に接続するインターフェイスを指定し、イン
ターフェイス コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 4

switchport priority extend {cos value |
trust}

Cisco IP Phone のアクセス ポートから受信したデータ トラ
フィックのプライオリティを次のように設定します。
• cos value：PC または接続しているデバイスから受信し

例：
Switch(config-if)# switchport
priority extend trust

たプライオリティを、指定の CoS 値にオーバーライド
するよう、IP Phone を設定します。値は 0 ～ 7 です。
7 が最高のプライオリティです。デフォルトのプライ
オリティは cos 0 です。
• trust：PC または接続しているデバイスから受信した
プライオリティを信頼するよう IP Phone アクセス ポー
トを設定します。

ステップ 5

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config-if)# end

ステップ 6

show interfaces interface-idswitchport

入力を確認します。

例：
Switch# show interfaces
gigabitethernet1/0/1 switchport

ステップ 7

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存し
ます。

例：
Switch# copy running-config
startup-config
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関連トピック
Cisco IP Phone のデータ トラフィック, （1615 ページ）
例：着信データ フレームのプライオリティの設定, （1622 ページ）

音声 VLAN のモニタリング
インターフェイスの音声 VLAN 設定を表示するには、show interfaces interface-id switchport 特権
EXEC コマンドを使用します。

設定例
例：Cisco IP Phone の音声トラフィックの設定
次の例では、CoS 値を使用して着信トラフィックを分類し、VLAN ID 0 のタグが付いた音声およ
びデータ プライオリティ トラフィックを受け付けるよう、Cisco IP Phone に接続しているポート
を設定する方法について示します。
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# mls qos trust cos
Switch(config-if)# switchport voice vlan dot1p
Switch(config-if)# end

ポートをデフォルト設定に戻すには、 no switchport voice vlan インターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。
関連トピック
Cisco IP Phone の音声トラフィックの設定
Cisco IP Phone の音声トラフィック, （1614 ページ）

例：着信データ フレームのプライオリティの設定
次に、Cisco IP Phone に接続しているポートを設定して、PC または接続しているデバイスから受
信するフレームのプライオリティを変更しないようにする例を示します。
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# switchport priority extend trust
Switch(config-if)# end

ポートをデフォルト設定に戻すには、 no switchport priority extend インターフェイス コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。
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関連トピック
着信データ フレームのプライオリティ設定, （1620 ページ）
Cisco IP Phone のデータ トラフィック, （1615 ページ）

次の作業
音声 VLAN を設定した後は、次の設定を行うことができます。
• VLANs
• VLAN トランキング
• VTP

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

この章で使用するコマンドの完全な構文および Catalyst 2960-X Switch VLAN Management
Command Reference
使用方法の詳細。

標準および RFC
標準/RFC

タイトル

—

—

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探して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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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

音声 VLAN の機能履歴と情報
リリース

変更内容

Cisco IOS Release 15.0(2)EXCisco IOS Release 15.2(5)E

この機能が導入されました。
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付録

A

重要な通知
• 免責事項, 1625 ページ
• ステートメント 361：電源障害が発生した場合に VoIP および緊急コール サービスは機能し
ない, 1625 ページ
• ステートメント 1071：警告の定義, 1627 ページ

免責事項
Cisco EnergyWise の利用により、使用していないデバイスの電源を切ることでネットワーク内の
エネルギー消費を減らすことができます。IP Phone がネットワークの一部であれば、EnergyWise
を介して IP Phone の電源を切り、コールの発信や受信をできないようにすることもできます。電
話機の電源投入は、ネットワーク管理者が行うか、ネットワーク管理者が EnergyWise で設定した
ルールに従って行う必要があります。ネットワークの場所における法律によって、緊急用に使用
できる電話機の確保が義務付けられている場合があります。ユーザは、適用される法律を特定し、
その法律を遵守する責任があります。法律で定められていない場合でも、一部の電話機を常時使
用可能にして、緊急コールの発信や受信ができるようにしておくことを強く推奨します。これら
の電話機を明確に識別し、すべての従業員や、コールを発信または受信するための緊急アクセス
を必要とするユーザにこれらの電話機が使用可能であることを通知してください。

ステートメント 361：電源障害が発生した場合に VoIP お
よび緊急コール サービスは機能しない
警告

Voice over IP (VoIP) service and the emergency calling service do not function
if power fails or is disrupted.After power is restored, you might have to reset
or reconfigure equipment to regain access to VoIP and the emergency calling
service.In the USA, this emergency number is 911.You need to be aware of
the emergency number in your country.
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Waarschuwing

★削除★★削除★★削除★★削除★

Varoitus

Voice over IP (VoIP) -palvelu ja hätäpuhelupalvelu eivät toimi, jos virta
katkeaa tai sen syötössä esiintyy häiriöitä.Kun virransyöttö on taas normaali,
sinun täytyy mahdollisesti asettaa tai määrittää laitteisto uudelleen, jotta voisit
jälleen käyttää VoIP-palvelua ja hätäpuhelupalvelua.Yhdysvalloissa
hätänumero on 911.Selvitä, mikä on omassa kotimaassasi käytössä oleva
hätänumero.

Attention

Le service Voice over IP (VoIP) et le service d’appels d’urgence ne fonctionnent
pas en cas de panne de courant.Une fois que le courant est rétabli, vous devrez
peut-être réinitialiser ou reconfigurer le système pour accéder de nouveau au
service VoIP et à celui des appels d’urgence.Aux États-Unis, le numéro des
services d’urgence est le 911.Vous devez connaître le numéro d’appel d'urgence
en vigueur dans votre pays.

Warnung

Bei einem Stromausfall oder eingeschränkter Stromversorgung funktionieren
VoIP-Dienst und Notruf nicht.Sobald die Stromversorgung wieder hergestellt
ist, müssen Sie möglicherweise die Geräte zurücksetzen oder neu konfigurieren,
um den Zugang zu VoIP und Notruf wieder herzustellen.★削除★Wählen Sie
im Notfall die für Ihr Land vorgesehene Notrufnummer.

Avvertenza

★削除★★削除★★削除★★削除★

Advarsel

Tjenesten Voice over IP (VoIP) og nødanropstjenesten fungerer ikke ved
strømbrudd.Etter at strømmen har kommet tilbake, må du kanskje nullstille
eller konfigurere utstyret på nytt for å få tilgang til VoIP og
nødanropstjenesten.★削除★Du må vite hva nødnummeret er i ditt land.

Aviso

O serviço Voice over IP (VoIP) e o serviço de chamadas de emergência não
funcionam se houver um corte de energia.Depois do fornecimento de energia
ser restabelecido, poderá ser necessário reiniciar ou reconfigurar o
equipamento para voltar a utilizar os serviços VoIP ou chamadas de
emergência.Nos EUA, o número de emergência é o 911.É importante que saiba
qual o número de emergência no seu país.

¡Advertencia!

★削除★★削除★★削除★Asegúrese de obtener el número de emergencia en
su país.

Varning!

Tjänsten Voice over IP (VoIP) och larmnummertjänsten fungerar inte vid
strömavbrott.Efter att strömmen kommit tillbaka måste du kanske återställa
eller konfigurera om utrustningen för att få tillgång till VoIP och
larmnummertjänsten.I USA är det här larmnumret 911.Du bör ta reda på
det larmnummer som gäller i ditt land.
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ステートメント 1071：警告の定義
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

警告

This warning symbol means danger.You are in a situation that could cause bodily
injury.Before you work on any equipment, be aware of the hazards involved with
electrical circuitry and be familiar with standard practices for preventing
accidents.Use the statement number provided at the end of each warning to locate
its translation in the translated safety warnings that accompanied this
device.Statement 1071
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Waarschuwing

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Dit waarschuwingssymbool betekent gevaar.U verkeert in een situatie die lichamelijk
letsel kan veroorzaken.Voordat u aan enige apparatuur gaat werken, dient u zich
bewust te zijn van de bij elektrische schakelingen betrokken risico's en dient u op
de hoogte te zijn van de standaard praktijken om ongelukken te voorkomen.Gebruik
het nummer van de verklaring onderaan de waarschuwing als u een vertaling van
de waarschuwing die bij het apparaat wordt geleverd, wilt raadplegen.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Varoitus

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
Tämä varoitusmerkki merkitsee vaaraa.Tilanne voi aiheuttaa ruumiillisia
vammoja.Ennen kuin käsittelet laitteistoa, huomioi sähköpiirien käsittelemiseen
liittyvät riskit ja tutustu onnettomuuksien yleisiin
ehkäisytapoihin.Turvallisuusvaroitusten käännökset löytyvät laitteen mukana
toimitettujen käännettyjen turvallisuusvaroitusten joukosta varoitusten lopussa
näkyvien lausuntonumeroiden avulla.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
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Attention

IMPORTANTES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Ce symbole d'avertissement indique un danger.Vous vous trouvez dans une situation
pouvant entraîner des blessures ou des dommages corporels.Avant de travailler sur
un équipement, soyez conscient des dangers liés aux circuits électriques et
familiarisez-vous avec les procédures couramment utilisées pour éviter les
accidents.Pour prendre connaissance des traductions des avertissements figurant
dans les consignes de sécurité traduites qui accompagnent cet appareil, référez-vous
au numéro de l'instruction situé à la fin de chaque avertissement.
CONSERVEZ CES INFORMATIONS

Warnung

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
Dieses Warnsymbol bedeutet Gefahr.Sie befinden sich in einer Situation, die zu
Verletzungen führen kann.Machen Sie sich vor der Arbeit mit Geräten mit den
Gefahren elektrischer Schaltungen und den üblichen Verfahren zur Vorbeugung
vor Unfällen vertraut.Suchen Sie mit der am Ende jeder Warnung angegebenen
Anweisungsnummer nach der jeweiligen Übersetzung in den übersetzten
Sicherheitshinweisen, die zusammen mit diesem Gerät ausgeliefert wurden.
BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE GUT AUF.

Avvertenza

IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA
Questo simbolo di avvertenza indica un pericolo.La situazione potrebbe causare
infortuni alle persone.Prima di intervenire su qualsiasi apparecchiatura, occorre
essere al corrente dei pericoli relativi ai circuiti elettrici e conoscere le procedure
standard per la prevenzione di incidenti.Utilizzare il numero di istruzione presente
alla fine di ciascuna avvertenza per individuare le traduzioni delle avvertenze
riportate in questo documento.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Advarsel

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
Dette advarselssymbolet betyr fare.Du er i en situasjon som kan føre til skade på
person.Før du begynner å arbeide med noe av utstyret, må du være oppmerksom
på farene forbundet med elektriske kretser, og kjenne til standardprosedyrer for å
forhindre ulykker.Bruk nummeret i slutten av hver advarsel for å finne oversettelsen
i de oversatte sikkerhetsadvarslene som fulgte med denne enheten.
TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

Aviso

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA .
Este símbolo de aviso significa perigo.Você está em uma situação que poderá ser
causadora de lesões corporais.Antes de iniciar a utilização de qualquer equipamento,
tenha conhecimento dos perigos envolvidos no manuseio de circuitos elétricos e
familiarize-se com as práticas habituais de prevenção de acidentes.Utilize o número
da instrução fornecido ao final de cada aviso para localizar sua tradução nos avisos
de segurança traduzidos que acompanham este dispositivo
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
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¡Advertencia!

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
Este símbolo de aviso indica peligro.Existe riesgo para su integridad física.Antes de
manipular cualquier equipo, considere los riesgos de la corriente eléctrica y
familiarícese con los procedimientos estándar de prevención de accidentes.Al final
de cada advertencia encontrará el número que le ayudará a encontrar el texto
traducido en el apartado de traducciones que acompaña a este dispositivo.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Varning!

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR
Denna varningssignal signalerar fara.Du befinner dig i en situation som kan leda
till personskada.Innan du utför arbete på någon utrustning måste du vara medveten
om farorna med elkretsar och känna till vanliga förfaranden för att förebygga
olyckor.Använd det nummer som finns i slutet av varje varning för att hitta dess
översättning i de översatta säkerhetsvarningar som medföljer denna anordning.
SPARA DESSA ANVISNINGAR

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーション
ガイド
1629

重要な通知
ステートメント 1071：警告の定義

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
1630

索引

数字
128 ビット 182

A
aaa accounting resource start-stop group コマンド 855
aaa accounting resource stop-failure group コマンド 855
AAA サーバ グループの定義 817
AAA でのローカル モード 869
AAA（認証、許可、アカウンティング） 834, 836, 837, 839,
841, 843, 844, 846, 847, 848, 849, 853, 854, 855, 856, 860, 864, 866

セッション MIB 848, 856, 864, 866
SNMP 848
設定 856
アカウンティング 834, 837, 839, 841, 843, 844, 847, 849, 853,
854, 860, 866

AV ペア 849
EXEC タイプ 839
イネーブル化 849
コマンド タイプ 841
システム タイプ 843
タイプ 837, 841
ネットワーク タイプ 837
ブロードキャスティング 847, 866
モニタリング 860
リソース タイプ 844
レコードの抑制 853, 854
確認 860
接続タイプ 841
中間レコード 853
方式リスト（例） 834
サーバ グループ 836, 847, 866
ブロードキャスト アカウンティング 847, 866
許可 836
セッション MIB 848, 856, 864, 866
例 864

AAA（認証、許可、アカウンティング） (続き)
ブロードキャスト アカウンティング 847, 866
リソース アカウンティング 846, 855
設定 855
リソース失敗終了アカウンティング 844, 855
設定 855
許可 836
サーバ グループ 836
ネットワーク設定（図） 836
方式リスト 834, 836
アカウンティング 834
許可 836
ACE 1016
IP 1016
イーサネット 1016
ACL 195, 539, 541, 542, 545, 1016, 1024, 1025, 1029, 1030, 1032, 1033,
1034, 1042, 1047, 1049, 1051, 1052, 1067

ACL 539
IPv4 539
interface 1030
IP 1024, 1025, 1030, 1042
undefined 1030
マッチング基準 1024
暗黙のマスク 1025
暗黙的な拒否 1042
IP 拡張 541
IP 標準 539
IPv4 541, 1024, 1030, 1049, 1051
インターフェイス 1030
インターフェイスへの適用 1051
サポートされていない機能 1024
マッチング基準 1024
作成 1024
数値 1024
端末回線、設定する 1049
IPv6 542
port 1016
QoS 539
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ACL (続き)
QoS のトラフィックの分類 539
サポートされていない機能 1024
IPv4 1024
サポートされるタイプ 1016
の例 539
ハードウェアでのサポート 1029
マッチング 1030
モニタリング 1052
レイヤ 2 MAC 545
ロギング メッセージ 1032
拡張 IPv4 1024, 1034
マッチング基準 1024
作成 1034
時間範囲 1029
定義 1024
適用 1047, 1051
インターフェイスへの 1051
時間範囲 1047
標準 IPv4 1024, 1033
マッチング基準 1024
作成 1033
alternate 210
port 210
ARP 1426
auto モード 80
Auto-MDIX 52
設定 52
説明 52
Auto-MDIX コマンドの設定例 54
Auto-MDIX、設定する 52

C
CA トラストポイント 970, 979
設定 979
定義 970
CDP 58, 78, 1426
LLDP での定義 58
電力ネゴシエーションの拡張機能 78
CDP に対する電力ネゴシエーションの拡張機能 78
CipherSuite 972
Cisco 7960 IP フォン 1614
Cisco Discovery Protocol（CDP） 449
Cisco IOS DHCP サーバ 1091
DHCP、Cisco IOS DHCP サーバを参照 1091
Cisco IP Phone のデータ トラフィック 1615
Cisco IP Phone の音声トラフィック 1614
Cisco Networking Service 426
Cisco インテリジェント電力管理 78
CIST リージョナル ルート 245, 246
「MSTP」を参照 245, 246
CIST ルート 246
「MSTP」を参照 246
clock 1317
システム クロックを参照 1317
CNS 426
CoS 520, 1620
プライオリティのオーバーライド 1620
レイヤ 2 フレーム 520
CoS 出力キューしきい値マップ、QoS の 527
CoS/DSCP マップ、QoS での 534, 547

D
B
BackboneFast 296, 312
イネーブル化 312
説明 296
Berkeley r-tool の置換 910
bindings 1091
アドレス、Cisco IOS DHCP サーバ 1091
BPDU 211, 256, 293
RSTP 形式 256
フィルタリング 293
内容 211

debug コマンドを使用 1429
debugging 1429, 1446, 1458
エラー メッセージ出力のリダイレクト 1446
コマンドを使用 1429
すべてのシステム診断のイネーブル 1458
designated 210
port 210
switch 210
DHCP 1085, 1095
イネーブル化 1085, 1095
サーバ 1085
リレー エージェント 1095
DHCP Option 82 1088, 1096
ヘルパー アドレス 1096
概要 1088
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DHCP Option 82 (続き)
転送アドレス、指定 1096
DHCP オプション 82 1104
表示 1104
DHCP サーバ ポート ベースのアドレス割り当て 1105, 1108
イネーブル化 1108
デフォルト設定 1105
DHCP スヌーピング 1086, 1087, 1088
Option 82 データ挿入 1088
信頼できないメッセージ 1086
信頼できるインターフェイス 1086
非信頼パケット形式エッジ スイッチの受信 1087
DHCP スヌーピング バインディング データベース 1091,
1092, 1099, 1106

イネーブル化 1106
バインディング ファイル 1092
形式 1092
場所 1092
バインディングの追加 1106
設定 1106
設定時の注意事項 1099
説明 1091
Differentiated Services（Diff-Serv）アーキテクチャ 519
DiffServ コード ポイント 520
disabled 217
state 217
DNIS（着信番号識別サービス） 759
DNIS 番号 759
サーバ グループ、選択 759
DNS 183, 1323, 1324, 1334
IPv6 183
セットアップ 1334
デフォルト設定 1324
概要 1323
Domain Name System; ドメイン ネーム システム 1323
「DNS」を参照 1323
DSCP 520
DSCP マップ 534
DSCP/CoS マップ、QoS での 535
DSCP/DSCP 変換マップ、QoS での 553

EtherChannel (続き)
LACP 339, 340, 353, 354, 355, 357
システム プライオリティ 354
ポート プライオリティ 355
ホット スタンバイ ポート 353
モード 339
最小リンク 357
他の機能との相互作用 340
PAgP 335, 337, 338, 352
デュアル アクション検出を使用 338
モード 335
仮想スイッチとの相互作用 338
学習方式およびプライオリティについて 337
学習方式とプライオリティの設定 352
集約ポート ラーナー 352
集約ポート ラーナーについて 337
説明 335
他の機能との相互作用 338
チャネル グループ 333
番号 333
物理および論理インターフェイスのバインド 333
デフォルト設定 341
ポートチャネル インターフェイス 333
番号 333
自動作成の 335, 338
設定 347
レイヤ 2 インターフェイス 347
設定時の注意事項 342
相互作用 342
STP を使用 342
論理インターフェイス、説明 333
EtherChannel | 相互作用 342
VLAN を使用 342
EtherChannel ガード 298, 314
イネーブル化 314
説明 298
EtherChannel コマンドの設定例 364
EtherChannel フェールオーバー 333
EUI 183
Extended Universal Identifier 183
「EUI」を参照 183

E
ELIN ロケーション 60
enable secret 603
EtherChannel 330, 333, 335, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 347, 352, 353,
354, 355, 357

IEEE:802.3ad、説明 338

F
file system 1464, 1466, 1469
デフォルトの設定 1466
ネットワーク ファイル システム名 1469
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file system (続き)
ファイル情報の表示 1466
ローカル ファイル システム名 1464
使用可能なファイル システムの表示 1464
flash 1463
ファイルシステム 1463

H
hello タイム 234, 274
MSTP 274
STP 234
HTTP over SSL 970
「HTTPS」を参照 970
HTTP セキュア サーバ 970
HTTPS 970, 973
自己署名証明書 970
設定 973
説明 970

I
ICMP 184, 1012, 1427
IPv6 184
traceroute 1427
ホスト到達不能メッセージ 1012
時間超過メッセージ 1427
ICMP PING 1425, 1444
概要 1425
実行 1444
ICMPv6 184
IEEE 338
802.3ad、説明 338
IEEE 802.1Q タギング 1583
IEEE 802.1s 241
「MSTP」を参照 241
IEEE 802.3ad 338
「EtherChannel」を参照 338
IEEE 電力分類レベル 78
IGMP 109, 110, 111, 112, 114, 128, 130, 131, 132, 137, 171, 174, 175
設定可能脱退 タイマー 112
説明 112
join メッセージ 109
クエリー 110
サポートされているバージョン 109
スヌーピング 175

IGMP (続き)
フラッディングされたマルチキャスト トラフィッ
ク 130, 131, 132
インターフェイスにおけるディセーブル化 132
グローバルな脱退 131
フラッディング モードからの回復 131
時間の長さの制御 130
マルチキャスト グループからの脱退 111
レポート抑制 112, 137, 174
ディセーブル化 137, 174
説明 112
設定可能な脱退タイマー 128
イネーブル化 128
脱退処理、イネーブル化 171
IGMP グループ 148, 149
フィルタリングの設定 149
最大数の設定 148
IGMP スヌーピング 106, 107, 108, 109, 111, 112, 118, 120, 134, 166,
167, 175

querier 106, 134
設定 134
設定時の注意事項 106
VLAN コンフィギュレーション 120
イネーブル化またはディセーブル化 118, 167
およびアドレスのエイリアス 108
グローバル コンフィギュレーション 118
サポートされているバージョン 109
デフォルト設定 112, 166, 167
モニタリング 175
即時脱退 111
定義 107
IGMP スロットリング 117, 118, 149, 154
アクションの表示 154
デフォルト設定 118
設定 149
説明 117
IGMP スロットリング アクション 107
設定時の注意事項 107
IGMP フィルタリング 117, 118
デフォルト設定 118
説明 117
IGMP プロファイル 144, 146
コンフィギュレーション モード 144
適用 146
IGMP レポート抑制 107
IGMP 即時脱退 107, 126
イネーブル化 126
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interface 94
IP ACL 1027
ネームド 1027
IP precedence 520
IP precedence/DSCP マップ、QoS での 534, 549
IP traceroute 1427, 1446
概要 1427
実行 1446
IP アドレス 182, 582, 1326
128 ビット 182
IPv6 182
クラス 582
検出する 1326
IP アドレスおよびサブネット 1426
IP ホスト ping コマンド例 1456
IP ホストに対する traceroute 実行コマンド例 1457
IP ユニキャスト ルーティング 183, 580, 581, 582, 583, 1378
IP アドレッシング 582
classes 582
IPv6 183
VLAN 間 580
イネーブル化 581
サブネット マスク 583
デフォルト 1378
ゲートウェイ 1378
IP ルーティング 581
イネーブル化 581
IPv4 ACL 1030, 1033, 1034, 1038, 1051
インターフェイス 1030
インターフェイスへの適用 1051
ネームド 1038
拡張、作成 1034
標準、作成 1033
IPv6 161, 182, 183, 184, 186, 192, 195, 1067
ACL 195, 1067
ICMP 184
SDM テンプレート 161
アドレス 182
アドレスの割り当て 186
アドレス形式 182
アプリケーション 184
サポートされる機能 183
ステートレス自動設定 184
デフォルト設定 186
ネイバー探索 184
フォワーディング 186
モニタリング 192
自動設定 184

IPv6 (続き)
定義 182
IPv6 ICMP レート制限の設定：コマンド例 193
IPv6 アドレスの割り当て 186
IPv6 アドレッシングの設定と IPv6 ルーティングのイネー
ブル化：コマンド例 192
IPv6 のスタティック ルーティングの設定：コマンド例 193
IPv6 の表示：コマンド例 193
IPv6 上の HTTP（S） 185
ISL 183
および IPv6 183

J
join メッセージ、IGMP 109

L
LACP 331, 339, 340, 347, 353, 354, 355, 357
システム プライオリティ 354
ポート プライオリティ 355
ホット スタンバイ ポート 353
モード 339
最小リンク 357
他の機能との相互作用 340
LLDP 58, 60, 61, 63
送信タイマーとホールドタイム、設定 63
イネーブル化 61
スイッチ スタックの考慮事項 58
概要 58
設定 60
デフォルト設定 60
LLDP-MED 58, 59, 65
サポートされている TLV 59
概要 58, 59
設定 65
TLV 65
login 764, 814
login authentication 764, 814
RADIUS 814
TACACS+ 764
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M
MAC アドレス 1325, 1326, 1339, 1348
dynamic 1325
ラーニング 1325
VLAN の関連付け 1325
アドレス テーブルの構築 1325
エージング時間 1339
デフォルト設定 1325
検出する 1326
静的 1348
特性 1348
MAC アドレスおよび VLAN 1426
MAC アドレステーブル移動更新 372, 373, 374, 375
メッセージの取得および処理 375
設定 374
設定時の注意事項 373
説明 372
MAC 拡張アクセス リスト 1023
レイヤ 2 インターフェイスに適用 1023
MAC/PHY コンフィギュレーション ステータス TLV 58
MLD クエリー 163
MLD スヌーピング 162
MLD スヌーピング クエリー コマンドの設定例 176
MLD スヌーピング クエリーの設定：コマンド例 177
MLD メッセージ 162
MLD レポート 164
MLD 即時脱退のイネーブル化：コマンド例 177
MLDv1 Done メッセージ 165
MST モード 1575
MSTP 221, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250, 252, 259, 263, 264,
266, 267, 268, 270, 272, 274, 275, 276, 277, 278, 280, 281, 289, 292,
293, 298, 299, 300, 304, 306, 308, 314, 315, 316

設定 263, 266, 267, 268, 270, 272, 274, 275, 276, 277, 278, 280
ネイバー タイプ 280
BPDU ガード 293, 306
イネーブル化 306
説明 293
BPDU フィルタリング 293, 308
イネーブル化 308
説明 293
CIST リージョナル ルート 245, 246
CIST ルート 246
CIST、説明 245
CST 245
領域間の動作 245
EtherChannel ガード 298, 314
イネーブル化 314

MSTP (続き)
EtherChannel ガード (続き)
説明 298
IEEE 802.1D との相互運用性 252, 281
移行プロセスの再開 281
説明 252
IEEE 802.1s 246, 250
ポートの役割名の変更 250
実装 250
用語 246
IST 245
領域内の動作 245
MST 領域 243, 244, 245, 248, 263
CIST 245
IST 244
サポートされるスパニングツリー インスタンス 244
ホップ カウント メカニズム 248
設定 263
説明 243
PortFast 292, 304
イネーブル化 304
説明 292
PortFast 対応ポートのシャットダウン 293
VLAN から MST インスタンスへのマッピング 264
インターフェイス ステート、ブロッキングからフォ
ワーディングへ 292
サポートされるインスタンス 221
ステータス、表示 289
ステータスの表示 289
デフォルト設定 259
モードのイネーブル化 263
モード間の相互運用性と互換性 221, 240
ルート ガード 299, 315
イネーブル化 315
説明 299
ルート スイッチ選択の防止 299
ルート デバイス 243
拡張システム ID の影響 243
設定 243
予期しない動作 243
ループ ガード 300, 316
イネーブル化 316
説明 300
拡張システム ID 243, 267
セカンダリ ルート デバイスに対する効果 267
ルート デバイスに対する効果 243
予期しない動作 243
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MSTP (続き)
境界ポート 240, 249
設定時の注意事項 240
説明 249
設定 263, 266, 267, 268, 270, 272, 274, 275, 276, 277, 278, 280
hello タイム 274
MST 領域 263
セカンダリ ルート デバイス 267
デバイス プライオリティ 272
パス コスト 270
ポート プライオリティ 268
ルート デバイス 266
高速コンバージェンスのリンク タイプ 278
最大エージング タイム 276
最大ホップ カウント 277
転送遅延時間 275
設定時の注意事項 242
MTU 73
system 73
MVR 113, 116
デフォルト設定 116
説明 113
MVR インターフェイス 141
MVR パラメータ 138

N
NTP 1318, 1321
time 1321
services 1321
アソシエーション 1321
定義 1321
概要 1318
NVRAM バッファ サイズ設定コマンドの例 1389

O
OBFL 1429, 1447, 1448
設定 1447
説明 1429
表示 1448

P

PAgP 335, 338, 347, 352
「EtherChannel」を参照 335
デュアル アクション検出を使用 338
モード 335
仮想スイッチとの相互作用 338
学習方式とプライオリティの設定 352
集約ポート ラーナー 352
説明 335
他の機能との相互作用 338
password 1527
ping 1425, 1444, 1456
概要 1425
実行 1444
文字出力の説明 1456
ping を使用 1425
PoE 23, 77, 78, 80, 81, 91
auto モード 80
CDP に対する電力ネゴシエーションの拡張機能 78
Cisco インテリジェント電力管理 78
IEEE 電力分類レベル 78
サポートされているデバイス 23, 77
サポートされる標準 78
サポートしているポート単位のワット数 23, 77
スタティック モード 80
モニタリング 81
受電装置の検出および初期電力割り当て 78
消費電力のポリシング 81
低電力モードで動作する高電力装置 78
電力ネゴシエーションを伴う CDP、説明 78
電力のモニタ 91
電力管理モード 80
電力消費のポリシング 91
電力消費を伴う CDP、説明 78
PoE コマンドの設定例 94
PoE ポート 1424
port 211, 218
priority 211
root 218
priority 1620
CoS の無効化 1620
PVST モード 1575
PVST+ 220, 221, 222
IEEE 802.1Q トランキングの相互運用性 222
サポートされるインスタンス 221
説明 220

PaGP 331
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Q
QoS 521, 522, 523, 524, 527, 528, 529, 534, 535, 536, 537, 539, 547, 549,
550, 551, 553, 555, 559, 561, 563, 565, 567, 571

キュー 523, 524, 528, 565
WTD、説明 524
ハイ プライオリティ（緊急） 528, 565
ロケーション 523
グローバルなイネーブル化 536
デフォルト設定 529
マッピング テーブル 522, 534, 535, 547, 549, 550, 551, 553
CoS/DSCP 534, 547
DSCP-CoS 551
DSCP/CoS 535
DSCP/DSCP 変換 553
IP precedence/DSCP 534, 549
policed-DSCP 550
のタイプ 522
基本モデル 521
出力インターフェイスで帯域幅を制限する 567
出力キュー 527, 559, 561, 563
DSCP または CoS 値のマッピング 559
SRR シェーピング重みの設定 561
SRR 共有重みの設定 563
WTD、説明 527
しきい値マップの表示 561
設定 539, 547, 555, 571
DSCP マップ 547
IP 標準 ACL 539
集約ポリシング機能 571
出力キューの特性 555
物理ポートでの VLAN ベースのイネーブル化 537
QoS のマッピング テーブル 522, 534, 535, 547, 549, 550, 553
設定 534, 535, 547, 549, 550, 553
CoS/DSCP 534, 547
DSCP 547
DSCP/CoS 535
DSCP/DSCP 変換 553
IP precedence/DSCP 534, 549
policed-DSCP 550
説明 522
QoS ポリシー 538
queueing 525

R
RADIUS 783, 784, 785, 812, 814, 817, 819, 821, 823, 824, 830
AAA サーバ グループの定義 817
login 814

RADIUS (続き)
デフォルト設定 785
ネットワーク環境の提案 783
ユーザによってアクセスされるサービスのトラッキン
グ 821
ユーザに対するサービスの制限 819
概要 783
設定 812, 814, 819, 821
アカウンティング 821
許可 819
通信、グローバル 812
認証 814
属性 823, 824, 830
ベンダー固有 823
ベンダー独自仕様 824, 830
動作 784
RADIUS サーバ ホストの識別：コマンド例 828
RFC 107, 1318
1112、IP マルチキャストおよび IGMP 107
1305、NTP 1318
role 210
port 210
root 210, 212
port 210
switch 210, 212
RSPAN 498, 499, 500
sessions 498
定義 498
モニタ側ポート 500
受信トラフィック 499
送信トラフィック 499
送信元ポート 500
RSTP 252, 253, 254, 255, 256, 257, 278, 281
BPDU 256, 257
形式 256
処理 257
IEEE 802.1D との相互運用性 252, 257, 281
トポロジの変更 257
移行プロセスの再開 281
説明 252
アクティブなトポロジ 253
ポートのロール 252, 255
synchronized 255
説明 252
ルート ポート、定義済み 252
概要 252
高速コンバージェンス 253, 254, 278
エッジ ポートと PortFast 253
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RSTP (続き)
高速コンバージェンス (続き)
ポイントツーポイント リンク 254, 278
ルート ポート 254
説明 253
指定スイッチ、定義済み 252
指定ポート、定義済み 252
RTC 1318
定義 1318
利点 1318

S
SCP 910, 911
および SSH 910
設定 911
SDM テンプレート 161
Secure Copy Protocol
services 426
ネットワーキング 426
SFP 1444
ステータス、表示 1444
ステータスのモニタリング 1444
セキュリティおよび識別 1444
SFP ステータス 1444
SFP セキュリティおよび識別 1444
show access-lists hw-summary コマンド 1029
show forward コマンド 1447
show platform forward コマンド 1447
SNMP 1340, 1343, 1346
トラップ 1340, 1343, 1346
MAC アドレス通知のイネーブル 1340, 1343, 1346
SNMP と Syslog、IPv6 による 185
SPAN 497, 498, 499, 500, 501, 503, 506
sessions 498, 503, 506
イネーブルにされた入力トラフィック 506
宛先（モニタリング）ポートの削除 503
監視対象ポートの指定 503
作成 503
定義 498
デフォルト設定 503
ポートのモニタリング 500
モニタ側ポート 500
宛先ポート 500
概要 497
受信トラフィック 499
設定時の注意事項 503

SPAN (続き)
送信トラフィック 499
送信元ポート 500
他の機能との相互作用 501
SPAN トラフィック 499
Spanning Tree 215
状態 215
spanning-tree 211
ポート プライオリティ 211
SSH 909
暗号化方式 909
ユーザ認証方式、サポートされる 909
SSH サーバ 914
SSH バージョン 2 947, 948, 957
show ip ssh コマンドを使用した確認 947
モニタリングおよびメンテナンス 948
SSL 910, 973, 978, 981
セキュア HTTP クライアントの設定 978
セキュア HTTP サーバの設定 973
モニタリング 981
設定時の注意事項 910, 973
STP 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 221, 222, 223,
225, 226, 228, 229, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 294, 296,
298, 310, 311, 312, 314
BackboneFast 296, 312

イネーブル化 312
説明 296
BPDU メッセージ交換 211
designated定義 212
switch 212
EtherChannel ガード 298, 314
イネーブル化 314
説明 298
IEEE 802.1D とブリッジ ID 213
IEEE 802.1D とマルチキャスト アドレス 219
IEEE 802.1Q トランクでの制限 222
IEEE 802.1t と VLAN 識別子 213
root 209, 212
switch 209, 212
選定 212
予期しない動作 209
UplinkFast 294, 310, 311
イネーブル化 310
ディセーブル化 311
説明 294
VLAN ブリッジ 222
インターフェイス ステート 215, 216, 217
disabled 217
フォワーディング 216, 217
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STP (続き)
インターフェイス ステート (続き)
ブロック 216
ラーニング 217
リスニング 217
キープアライブ メッセージ 211
サポートされるインスタンス 221
サポートされるプロトコル 220
サポートされるモード 220
ステータス、表示 238
ステータスの表示 238
ディセーブル化 225
デフォルト設定 222
モード間の相互運用性と互換性 221, 240
ルート デバイス 213, 214, 226
拡張システム ID の影響 213, 226
設定 214
ルート ポート、定義済み 212
ルート ポート選択の高速化 294
概要 210
拡張システム ID 209, 213, 226, 228
セカンダリ ルート デバイスに対する効果 228
ルート デバイスに対する効果 226
概要 213
予期しない動作 209
間接リンク障害の検出 296
指定ポート、定義済み 212
冗長接続 219
設定 223, 226, 228, 229, 231, 233, 234, 235, 236, 237
hello タイム 234
spanning-tree mode 223
セカンダリ ルート デバイス 228
デバイス プライオリティ 233
パス コスト 231
ポート プライオリティ 229
ルート デバイス 226
最大エージング タイム 236
転送遅延時間 235
転送保留カウント 237
STP パス コスト 1590
STP ポート プライオリティ 1585
STP を使用 342
system 73

T
TACACS+ 621, 623, 624, 673, 759, 762, 763, 764, 767, 769, 775
AV ペア 624, 673
アカウンティング 673
login 764
アカウンティング、定義 621
キー 763
サーバ グループ 759
DNIS の選択 759
サーバの指定 763
デフォルト設定 762
ユーザによってアクセスされるサービスのトラッキン
グ 769
ユーザに対するサービスの制限 767
概要 621
許可 762
許可、定義 621
設定 759, 762, 763, 764, 767, 769
DNIS、サーバ グループの選択 759
login authentication 764
アカウンティング 769
サーバ グループ 759
DNIS の選択 759
許可 767
認証 762
認証キー 763
定義 621
動作 623
認証、定義 621
表示 775
TACACS+ サーバ上の Per VRF の設定 771
tar ファイル 1472
の内容の表示 1472
作成 1472
抽出しています 1472
Telnet 606
パスワードの設定 606
Terminal Access Controller Access Control System Plus 621
「TACACS+」を参照 621
time 1317
「NTP」および「システム クロック」を参照してくだ
さい 1317
time-range コマンド 1029
TLV 58
定義 58
traceroute 1427
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traceroute コマンド 1427
「IP traceroute」も参照 1427
traceroute の使用 1427
traceroute、レイヤ 2 1426
ARP 1426
CDP 1426
IP アドレスおよびサブネット 1426
MAC アドレスおよび VLAN 1426
ブロードキャスト トラフィック 1426
ポートへの複数のデバイスの設定 1426
マルチキャスト トラフィック 1426
ユニキャスト トラフィック 1426
使用上のガイドライン 1426
説明 1426

U
UDLD 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385
aggressive 380, 381
normal 380
アグレッシブ モード 384
メッセージ タイム 384
イネーブル化 384, 385
インターフェイスごと 385
グローバル 384
エコー検出メカニズム 381, 382
ツイスト ペア リンク 381
ディセーブル化 385
インターフェイスごと 385
デフォルト設定 383
ネイバー データベース 381
ネイバー データベース メンテナンス 382
概要 380
光ファイバ リンク 381
制約事項 379
通常モード 380
UplinkFast 294, 310, 311
イネーブル化 310
ディセーブル化 311
説明 294

V
VLAN 1548
定義 1548
VLAN ID、検出する 1326
VLAN のデフォルト設定 1555

VLAN のモニタリング コマンド 1564
VLAN ポート メンバーシップ モード 1550
VLAN メンバーシップ 1603
確認 1603
VLAN 間ルーティング 580
VLANs 220, 222
STP および IEEE 802.1Q トランク 222
VLAN ブリッジ STP 222
ダイナミック アドレスのエージング 220
VMPS 1596, 1598, 1599, 1603, 1604, 1605, 1606
サーバ アドレスの入力 1599
ダイナミック ポート メンバーシップ 1598, 1604, 1606
トラブルシューティング 1606
再確認 1604
説明 1598
メンバーシップの再確認 1603
再確認インターバル、変更 1604
再試行回数、変更 1605
VMPS クライアント設定 1598
デフォルト 1598
VMPS コンフィギュレーション コマンドの例 1608
VTP 1521, 1526, 1528
version 1528
設定の要件 1526
VTP アドバタイズ 1523
VTP ドメイン（VTP domain） 1521, 1539
VTP の設定 1526
VTP バージョン 1534
VTP バージョン 2 1524
VTP バージョン 3 1524
VTP パスワード 1532
VTP プライマリ 1534
VTP プルーニング 1525, 1536
VTP モード 1522, 1530

W
Web ベース認証 1243, 1252
カスタマイズ可能な Web ページ 1252
説明 1243
Web ベース認証、他の機能との相互作用 1255
Web 認証 1270
設定 1270
WTD 556
しきい値の設定 556
出力キュー セット 556
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あ
アカウンティング 621, 769, 821
RADIUS 821
TACACS+ 621, 769
アカウンティング、定義 621
アクセス グループ 1030
レイヤ 3 1030
アクセス グループ、IPv4 ACL をインターフェイスに対し
て適用する 1051
アクセス コントロール エントリ 1018
ACE を参照 1018
アクセス リスト 1024, 1031
「ACL」を参照 1024
インターフェイスへの適用 1031
アクセスの制限 595, 621, 783
RADIUS 783
TACACS+ 621
概要 595
アドレス 182, 219, 1325, 1326, 1348
dynamic 219, 1325
デフォルト エージング 219
ラーニング 1325
迅速なエージング 219
定義 1325
IPv6 182
MAC、検出する 1326
multicast 219
STP アドレス管理 219
静的 1348
追加と削除 1348
アドレスのエイリアス 108
アドレスの割り当て 186
アドレス解決 1326
アドレス形式 182
アプリケーション 184

い

インターネット プロトコル バージョン 6 182
「IPv6」を参照 182
インターフェイス 52
Auto-MDIX、設定する 52
インベントリ管理 TLV 60

え
エージング時間 235, 275, 1339
MAC アドレス テーブル 1339
短縮 235, 275
MSTP 用 275
STP 用 235
エラー メッセージ出力のリダイレクト 1446

お
および IPv6 183
および SSH 910
オンボード障害ロギング 1429
オンライン診断 1411
概要 1411
説明 1411

か
カスタマイズ可能な Web ページ、Web ベース認証 1252

き
キー 763
キープアライブ メッセージ 211

く

イーサネット VLAN 1556
イーサネット VLAN のデフォルト設定 1554
イネーブル シークレット パスワード 603
イネーブル パスワード 603
イネーブル化 171, 601, 1447
イネーブル化またはディセーブル化 167
イベント サービス 426

クエリー、IGMP 110
グローバルな脱退、IGMP 131
クロススタック EtherChannel 330, 332, 342, 347
図 330
設定 347
レイヤ 2 インターフェイス上 347
説明 330
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こ

す

コマンド、権限レベルを設定する 610
コマンドの権限レベルの設定：コマンド例 615
コマンドの設定 610
コマンドを使用 1429
コンフィギュレーション コマンド例 192
コンフィギュレーション ファイル 605, 1469, 1551
コピー時の無効な組み合わせ 1469
パスワード回復のディセーブル時の考慮事項 605

スイッチ アクセス 614
表示 614
スイッチ スタック 1447
スケジューリング 525
スタック 211, 221
STP 211
ブリッジ ID 211
switch 221
サポートされる MSTP インスタンス 221
スタック、スイッチ 1323, 1442
システム プロンプトの考慮事項 1323
区分化 1442
スタックの変更、影響 342
クロススタック EtherChannel 342
スタティック アクセス ポート 1560
スタティック アドレス 1325
「アドレス」を参照 1325
スタティック イネーブル パスワードの設定または変更：
コマンド例 615
スタティック モード 80
スタティックなマルチキャスト グループの設定：コマン
ド例 176
スタティック結合 169
ステータス、表示 1444
ステータスのモニタリング 1444
ステートレス自動設定 184
スヌーピング 175
すべてのシステム診断のイネーブル 1458

さ
サーバ アドレスの入力 1599
サーバ グループ 836
AAA 許可 836
サーバ グループ、AAA 847, 866
ブロードキャスト アカウンティング 847, 866
サーバの指定 763
サービス プロバイダー ネットワーク、MSTP および
RSTP 241
サブネット マスク 583
サブネットワーク アクセス プロトコル（SNAP） 449
サポートされているデバイス 23, 77
サポートされる機能 183
サポートされる標準 78
サポートしているポート単位のワット数 23, 77

し
シェーピング モード 528
システム MTU コマンドの設定例 75
システム クロック 1317, 1326, 1327, 1328, 1329
概要 1317
設定 1327, 1328, 1329
タイム ゾーン 1328
夏時間 1329
手動 1327
システム プライオリティ 354
システム プロンプト、デフォルト設定 1323
システム機能 TLV 58
システム記述 TLV 58
システム名 1323, 1333
デフォルト設定 1323
手動設定 1333
システム名 TLV 58

せ
セキュア HTTP クライアント 978, 981
設定 978
表示 981
セキュア HTTP クライアントの設定 978
セキュア HTTP サーバ 973, 981
設定 973
表示 981
セキュア HTTP サーバの設定 973
セキュア シェル 909
セキュリティおよび識別 1444
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索引

た

デフォルト設定 60, 112, 116, 118, 166, 167, 186, 222, 259, 341, 383,

ダイナミック VLAN 割り当て 1597
ダイナミック アドレス 219
「アドレス」を参照 219
ダイナミック ポート VLAN メンバーシップ 1598, 1601, 1603,

DNS 1324
EtherChannel 341
IGMP スヌーピング 112, 166, 167
IGMP スロットリング 118
IGMP フィルタリング 118
IPv6 186
LLDP 60
MAC アドレス テーブル 1325
MSTP 259
MVR 116
RADIUS 785
SPAN 503
SSL 973
STP 222
TACACS+ 762
UDLD 383
パスワードおよび権限レベル 598
バナー 1324
デュアル アクション検出を使用 338
デュアルアクションの検出 338

503, 530, 598, 762, 785, 973, 1324, 1325

1604, 1606

トラブルシューティング 1606
再確認 1603, 1604
接続のタイプ 1601
説明 1598
ダイナミック ポート メンバーシップ 1598, 1604, 1606
トラブルシューティング 1606
再確認 1604
説明 1598
ダイナミック モード 114
ダイナミックアクセス ポート 1601
設定 1601
タイム ゾーン 1328

ち
チャネル グループ 333
番号 333
物理および論理インターフェイスのバインド 333

つ
ツイスト ペア、単方向リンクの検出 380

て
ディセーブル化 174
ディレクトリ 1467, 1468, 1469
作業ディレクトリの表示 1467
作成 1468
削除 1469
変更 1467
デバイス 218
root 218
デバイス プライオリティ 233, 272
MSTP 272
STP 233
デフォルト ゲートウェイ 1378
デフォルトの Web ベース認証の設定 1257
802.1X 1257

と
トークン リング 1534
トポロジ変更通知処理 165
ドメイン名 1323, 1527
DNS 1323
トラストポイント、CA 970
トラップ 1340, 1343, 1346
MAC アドレス通知設定 1340, 1343, 1346
イネーブル化 1340, 1343, 1346
トラフィック 1018, 1019
フラグメント化 1018, 1019
トラブルシューティング 1425, 1427, 1429, 1444, 1447, 1606
debug コマンドを使用 1429
ping を使用 1425
SFP セキュリティおよび識別 1444
show forward コマンド 1447
traceroute の使用 1427
パケット転送の設定 1447
トラブルシューティング コマンド例 1456
トランキング 1572
トランキング モード 1572
トランク 1574, 1577, 1579
許可 VLAN 1574
設定 1577
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トランク ポート 1577

ふ

ね
ネイティブ VLAN 1583
ネイバー探索 184
ネイバー探索、IPv6 184
ネットワーク ポリシー TLV 59
ネットワーク環境の提案 783
ネットワーク負荷分散 1575
STP パス コスト 1575
STP プライオリティ 1575

は
バインディング データベース 1091
アドレス、DHCP サーバ 1091
DHCP、Cisco IOS サーバ データベースを参照 1091
パケット転送の設定 1447
パス コスト 211, 231, 270
MSTP 270
STP 231
パスワード 595, 598, 601, 603, 605, 606, 608, 1424
デフォルト設定 598
暗号化 603
回復 1424
回復のディセーブル化 605
概要 595
設定 601, 603, 606, 608
enable secret 603
Telnet 606
イネーブル化 601
ユーザ名 608
パスワードおよび権限レベル 598
パスワードおよび権限レベル コマンドの設定例 615
パスワードの設定 606
パスワード回復のディセーブル時の考慮事項 605
バックアップ 210
port 210
バッファ割り当て 526, 527
バナー 1324, 1336, 1338
デフォルト設定 1324
設定 1336, 1338
login 1338
Message-of-The-Day ログイン 1336
パワー バジェット：コマンド例 94

ファイル 1469, 1471, 1472
tar 1472
作成 1472
抽出しています 1472
内容の表示 1472
コピー 1469
削除 1471
フィルタ、IP 1023, 1067
ACL、IP フィルタを参照 1023, 1067
IP 1023, 1067
zzz] 1023, 1067
フォールバック ブリッジング 211, 222
STP 211
キープアライブ メッセージ 211
VLAN ブリッジ STP 222
フォワーディング 186, 217
state 217
フラッシュ デバイス、 1464
番号 1464
フラッシュ メモリ 1429
ブリッジ プロトコル データ ユニット 211
ブリッジ識別子（ブリッジID） 213
プルーニング適格リスト 1581
ブロードキャスト アカウンティング 847, 866
ブロードキャスト トラフィック 1426
ブロック 216
state 216

へ
ベンダー固有 823
ベンダー固有の RADIUS 属性を使用するスイッチ設定：
コマンド例 829
ベンダー独自仕様 824
ベンダー独自仕様の RADIUS サーバとの通信に関するス
イッチ設定：コマンド例 830
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ポート ACL 1016, 1017
のタイプ 1017
定義 1016
ポート VLAN ID TLV 58
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MSTP 268
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ポート プライオリティ (続き)
STP 229
ポート ベース認証 1244, 1257, 1259, 1264, 1272
switch 1244
プロキシとして 1244
イネーブル化 1264
802.1X 認証 1264
デバイスの役割 1244
デフォルト設定 1257
設定 1259, 1264
RADIUS サーバ 1259
スイッチ上の RADIUS サーバ パラメータ 1264
設定時の注意事項 1257
統計情報の表示 1272
ポートチャネル インターフェイス 333
番号 333
ポートへの複数のデバイスの設定 1426
ポート記述 TLV 58
ポート集約プロトコル 335
「EtherChannel」を参照 335
ホスト、ダイナミック ポートでの制限 1606
ホット スタンバイ ポート 353
ポリシング済み DSCP マップ、QoS での 550

ま
マーキング 571
集約ポリシング機能でのアクション 571
マッピング テーブル 533
デフォルト設定 533
マルチキャスト TV アプリケーション 114
マルチキャスト クライアント エージングの堅牢性 163
マルチキャスト グループ 109, 111, 125, 169
スタティック結合 125, 169
参加 109
脱退 111
マルチキャスト トラフィック 1426
マルチキャスト ルータ インターフェイス、モニタリン
グ 153
マルチキャスト ルータ ポート、追加する 123
マルチキャスト ルータ ポートの設定：コマンド例 176
マルチキャスト ルータ検出 164

め
メッセージ、ユーザに対するバナーを使用した 1324
メモリ割り当て 527
メンバーシップの再確認 1603

も
モード 335, 339
モニタリング 81, 153, 175, 192, 569, 981, 1052, 1053, 1444, 1542, 1622
マルチキャスト ルータ インターフェイス 153
IGMP 175
スヌーピング 175
IPv4 ACL コンフィギュレーション 1052
IPv6 192
SFP ステータス 1444
VTP 1542
アクセス グループ 1053
音声 VLAN 1622

ゆ
ユーザによってアクセスされるサービスのトラッキン
グ 769, 821
ユーザに対するサービスの制限 767, 819
ユーザ認証方式、サポートされる 909
ユーザ名 608
ユーザ名ベース認証 608
ユニキャスト MAC アドレス フィルタリング 1349
設定 1349
ユニキャスト トラフィック 1426

り
リスニング 217
state 217
リトライ回数、VMPS、変更する 1605
リファレンス 250
リモート認証ダイヤルイン ユーザ サービス 783
「RADIUS」を参照 783
リンク ローカル ユニキャスト アドレス 183
リンクの失敗、単一方向の検出 251

み
ミラーリング トラフィック、分析用の 497
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レイヤ 3 インターフェイス 186
IPv6 アドレスの割り当て 186
レイヤ 3 パケット、分類方式 520
レポート抑制 174
ディセーブル化 174
レポート抑制、IGMP 112, 137, 174
ディセーブル化 137, 174
説明 112

る
ルート デバイス 226, 266
MSTP 266
STP 226

れ
レイヤ 2 EtherChannel の設定：例のコマンド 364
レイヤ 2 EtherChannel 設定時の注意事項 344
レイヤ 2 インターフェイス 347
レイヤ 2 インターフェイス モード 1573
レイヤ 2 インターフェイス上 347
レイヤ 2 の traceroute 1426
ARP 1426
CDP 1426
IP アドレスおよびサブネット 1426
MAC アドレスおよび VLAN 1426
ブロードキャスト トラフィック 1426
ポートへの複数のデバイスの設定 1426
マルチキャスト トラフィック 1426
ユニキャスト トラフィック 1426
使用上のガイドライン 1426
説明 1426

ろ
ローカル SPAN 497
ロギング メッセージ、ACL 1032
ログイン 614
ログイン バナー 1324
ロケーション TLV 60

わ
ワイヤード ロケーション サービス 58, 60
ロケーション TLV 60
概要 58
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