
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

初版：2016年 09月 28日

最終更新：2016年 09月 28日

シスコシステムズ合同会社
〒107-6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
http://www.cisco.com/jp
お問い合わせ先：シスココンタクトセンター

0120-092-255 （フリーコール、携帯・PHS含む）
電話受付時間：平日 10:00～12:00、13:00～17:00
http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/

Text Part Number: 



【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意（ www.cisco.com/jp/go/safety_warning/ ）
をご確認ください。本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきま

しては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更され
ている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容

については米国サイトのドキュメントを参照ください。また、契約等の記述については、弊社販

売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

© 2016 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



目次

はじめに lix

表記法 lix

マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート lxi

コマンドラインインターフェイスの使用 1

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

コマンドモード 1

コマンドの省略形 5

コマンドの no形式および default形式 5

CLIのエラーメッセージ 6

コンフィギュレーションロギング 6

ヘルプシステムの使用 7

CLIを使用して機能を設定する方法 8

コマンド履歴の設定 8

コマンド履歴バッファサイズの変更 8

コマンドの呼び出し 8

コマンド履歴機能の無効化 9

編集機能の有効化および無効化 10

キー入力によるコマンドの編集 10

画面幅よりも長いコマンドラインの編集 12

showおよび moreコマンド出力の検索およびフィルタリング 13

スイッチスタックでの CLIへのアクセス 14

コンソール接続または Telnet経由の CLIへのアクセス 14

Bluetoothを使用した CLIへのアクセス 15

インターフェイスおよびハードウェア 17

インターフェイス特性の設定 19

機能情報の確認 19

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

iii



インターフェイス特性の設定に関する情報 19

インターフェイスタイプ 19

ポートベースの VLAN 20

スイッチポート 20

アクセスポート 21

トランクポート 21

スイッチ仮想インターフェイス 22

EtherChannelポートグループ 22

Power over Ethernet（PoE）ポート 23

スイッチの USBポートの使用 23

USBミニタイプ Bコンソールポート 23

コンソールポート変更ログ 24

USBタイプ Aポート 24

インターフェイスの接続 24

インターフェイスコンフィギュレーションモード 25

イーサネットインターフェイスのデフォルト設定 26

インターフェイス速度およびデュプレックスモード 28

速度とデュプレックスモードの設定時の注意事項 28

IEEE 802.3xフロー制御 29

インターフェイスの特性の設定方法 30

インターフェイスの設定 30

インターフェイスに関する記述の追加 31

インターフェイス範囲の設定 32

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

イーサネットインターフェイスの設定 36

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 36

IEEE 802.3xフロー制御の設定 38

インターフェイスのシャットダウンおよび再起動 39

コンソールメディアタイプの設定 40

USB無活動タイムアウトの設定 42

インターフェイス特性のモニタ 43

インターフェイスステータスのモニタ 43

   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

iv

目次



インターフェイスおよびカウンタのクリアとリセット 45

インターフェイス特性の設定例 45

インターフェイスの説明の追加：例 45

インターフェイス範囲の設定：例 45

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 46

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 46

コンソールメディアタイプの設定：例 47

USB無活動タイムアウトの設定：例 47

インターフェイス特性機能の追加情報 48

インターフェイス特性の設定の機能履歴と情報 49

Auto-MDIXの設定 51

Auto-MDIXの前提条件 51

Auto-MDIXの制約事項 51

Auto-MDIXの設定に関する情報 52

インターフェイスでの Auto-MDIX 52

Auto-MDIXの設定方法 52

インターフェイスでの Auto-MDIXの設定 52

Auto-MDIXの設定例 54

その他の参考資料 54

Auto-MDIXの機能履歴と情報 55

LLDP、LLDP-MED、およびワイヤードロケーションサービスの設定 57

機能情報の確認 57

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

LLDP 58

LLDPでサポートされる TLV 58

LLDPおよび Cisco Medianet 58

LLDP-MED 59

LLDP-MEDでサポートされる TLV 59

デフォルトの LLDP設定 60

LLDPに関する制約事項 61

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

LLDPのイネーブル化 61

LLDP特性の設定 63

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

v

目次



LLDP-MED TLVの設定 65

Network-Policy TLVの設定 67

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

Network-Policy TLVの設定：例 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 70

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

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

システムMTUの設定 73

機能情報の確認 73

MTUに関する情報 73

MTUの設定方法 74

システムMTUの設定 74

システムMTUの設定例 75

PoEの設定 77

機能情報の確認 77

PoEについて 77

Power over Ethernet（PoE）ポート 77

サポート対象のプロトコルおよび標準 78

受電装置の検出および初期電力割り当て 78

電力管理モード 80

電力モニタリングおよび電力ポリシング 81

PoEポートでの最大電力割り当て（カットオフ電力） 82

電力消費値 82

持続性 PoE 83

PoEの設定方法 84

PoEポートの電力管理モードの設定 84

持続性 PoEの設定 86

PoEポートに接続された受電装置の電力バジェット 87

すべての PoEポートのパワーバジェット 88

特定の PoEポートのパワーバジェット 89

電力ポリシングの設定 91

   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

vi

目次



電力ステータスのモニタ 94

PoEの設定例 94

パワーバジェット：例 94

EEEの設定 97

機能情報の確認 97

EEEについて 98

EEEの概要 98

デフォルトの EEE設定 98

EEEの制約事項 98

EEEの設定方法 98

EEEのイネーブル化またはディセーブル化 99

EEEのモニタリング 100

EEEの設定例 100

その他の参考資料 101

EEE設定の機能履歴と情報 101

IPマルチキャストスヌーピング 103

IGMPスヌーピングの設定 105

機能情報の確認 105

IGMPスヌーピングおよびMVRの設定の前提条件 106

IGMPスヌーピングの前提条件 106

IGMPスヌーピングおよびMVRの設定の制約事項 106

IGMPスヌーピングの制約事項 106

IGMPスヌーピングおよびMVRに関する情報 107

IGMPスヌーピング 107

IGMPのバージョン 109

マルチキャストグループへの加入 109

マルチキャストグループからの脱退 111

即時脱退 111

IGMP設定可能脱退タイマー 112

IGMPレポート抑制 112

IGMPスヌーピングのデフォルト設定 112

マルチキャスト VLANレジストレーション 113

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

vii

目次



MVRと IGMP 114

動作モード 114

マルチキャスト TVアプリケーションでのMVR 114

MVRのデフォルト設定 116

IGMPフィルタリングおよびスロットリング 117

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 118

IGMPスヌーピングおよびMVRの設定方法 118

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

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

スヌーピング方法の設定 121

マルチキャストルータポートの設定 123

グループに加入するホストの静的な設定 125

IGMP即時脱退のイネーブル化 126

IGMP脱退タイマーの設定 128

TCN関連コマンドの設定 130

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 130

フラッディングモードからの回復 131

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 132

IGMPスヌーピングクエリアの設定 134

IGMPレポート抑制のディセーブル化 137

MVRグローバルパラメータの設定 138

MVRインターフェイスの設定 141

IGMPプロファイルの設定 144

IGMPプロファイルの適用 146

IGMPグループの最大数の設定 148

IGMPスロットリングアクションの設定 149

IGMPスヌーピングおよびMVRのモニタリング 152

IGMPスヌーピング情報のモニタリング 152

MVRのモニタリング 153

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 154

IGMPスヌーピングおよびMVRの設定例 155

   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

viii

目次



例：CGMPパケットを使用した IGMPスヌーピングの設定 155

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

例：グループに加入するホストの静的な設定 155

例：IGMP即時脱退のイネーブル化 156

例：IGMPスヌーピングクエリアの送信元アドレスの設定 156

例：IGMPスヌーピングクエリアの最大応答時間の設定 156

例：IGMPスヌーピングクエリアタイムアウトの設定 156

例：IGMPスヌーピングクエリア機能の設定 157

例：IGMPプロファイルの設定 157

例：IGMPプロファイルの適用 157

例：IGMPグループの最大数の設定 157

例：MVRグローバルパラメータの設定 157

例：MVRインターフェイスの設定 158

その他の参考資料 158

IGMPスヌーピングの機能履歴と情報 159

MLDスヌーピングの設定 161

機能情報の確認 161

IPv6 MLDスヌーピングの設定に関する情報 161

MLDスヌーピングの概要 162

MLDメッセージ 162

MLDクエリー 163

マルチキャストクライアントエージングの堅牢性 163

マルチキャストルータ検出 164

MLDレポート 164

MLD Doneメッセージおよび即時脱退 165

トポロジ変更通知処理 165

IPv6 MLDスヌーピングの設定方法 166

MLDスヌーピングのデフォルト設定 166

MLDスヌーピング設定時の注意事項 167

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） 167

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） 168

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

ix

目次



スタティックマルチキャストグループの設定（CLI） 169

マルチキャストルータポートの設定（CLI） 170

MLD即時脱退の有効化（CLI） 171

MLDスヌーピングクエリーの設定（CLI） 172

MLDリスナーメッセージ抑制の無効化（CLI） 174

MLDスヌーピング情報の表示 175

MLDスヌーピングの設定例 176

スタティックなマルチキャストグループの設定：例 176

マルチキャストルータポートの設定：例 176

MLD即時脱退のイネーブル化：例 177

MLDスヌーピングクエリーの設定：例 177

IPv6 179

IPv6ユニキャストルーティングの設定 181

機能情報の確認 181

IPv6ホスト機能の設定に関する情報 181

IPv6の概要 182

IPv6 Addresses 182

サポート対象の IPv6ユニキャストルーティング機能 183

128ビット幅のユニキャストアドレス 183

IPv6の DNS 183

ICMPv6 184

ネイバー探索 184

IPv6のステートレス自動設定および重複アドレス検出 184

IPv6アプリケーション 184

SNMPと Syslog、IPv6による 185

IPv6上の HTTP（S） 185

IPv6のデフォルト設定 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 186

IPv6 ICMPレート制限の設定（CLI） 188

IPv6のスタティックルーティングの設定（CLI） 189

IPv6の表示 192

IPv6ユニキャストルーティングの設定例 192

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 192

   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

x

目次



IPv6 ICMPレート制限の設定：例 193

IPv6のスタティックルーティングの設定：例 193

IPv6の表示：例 193

IPv6 ACLの設定 195

機能情報の確認 195

IPv6 ACLの設定に関する情報 195

IPv6 ACLの概要 195

サポートされる ACL機能 196

IPv6 ACLの制限事項 197

IPv6 ACLの設定 197

IPv6 ACLのデフォルト設定 198

他の機能およびスイッチとの相互作用 198

IPv6 ACLの作成 199

インターフェイスへの IPv6 ACLの適用 203

IPv6 ACLの表示 204

IPv6 ACLの設定例 205

例：IPv6 ACLの作成 205

例：IPv6 ACLの表示 205

レイヤ 2 207

スパニングツリープロトコルの設定 209

機能情報の確認 209

STPの制約事項 209

スパニングツリープロトコルに関する情報 210

スパニングツリープロトコル 210

スパニングツリートポロジと BPDU 211

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

ポートプライオリティとパスコスト 214

スパニングツリーインターフェイスステート 215

ブロッキングステート 216

リスニングステート 217

ラーニングステート 217

フォワーディングステート 217

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

xi

目次



ディセーブルステート 217

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

スパニングツリーおよび冗長接続 219

スパニングツリーアドレスの管理 219

接続を維持するためのエージングタイムの短縮 219

スパニングツリーモードおよびプロトコル 220

サポートされるスパニングツリーインスタンス 221

スパニングツリーの相互運用性と下位互換性 221

STPおよび IEEE 802.1Qトランク 222

VLANブリッジスパニングツリー 222

スパニングツリー機能のデフォルト設定 222

スパニングツリー機能の設定方法 223

スパニングツリーモードの変更 223

スパニングツリーのディセーブル化 225

ルート switchの設定 226

セカンダリルートデバイスの設定 228

ポートプライオリティの設定 229

パスコストの設定 231

VLANのデバイスプライオリティの設定 233

helloタイムの設定 234

VLANの転送遅延時間の設定 235

VLANの最大エージングタイムの設定 236

転送保留カウントの設定 237

スパニングツリーステータスのモニタリング 238

複数のスパニングツリープロトコルの設定 239

機能情報の確認 239

MSTPの前提条件 239

MSTPの制約事項 240

MSTPについて 241

MSTPの設定 241

MSTP設定時の注意事項 242

ルートスイッチ 243

   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

xii

目次



MSTリージョン 243

IST、CIST、CST 244

MSTリージョン内の動作 245

MSTリージョン間の動作 245

IEEE 802.1sの用語 246

MSTリージョンの図 247

ホップカウント 248

境界ポート 249

IEEE 802.1sの実装 250

ポートの役割名の変更 250

レガシーおよび規格スイッチの相互運用 250

単一方向リンク障害の検出 251

IEEE 802.1D STPとの相互運用性 252

RSTP概要 252

ポートの役割およびアクティブトポロジ 252

高速コンバージェンス 253

ポートロールの同期 255

ブリッジプロトコルデータユニットの形式および処理 256

優位 BPDU情報の処理 257

下位 BPDU情報の処理 257

トポロジの変更 257

プロトコル移行プロセス 258

MSTPのデフォルト設定 259

MSTと PVST+の相互運用性について（PVST+シミュレーション） 260

単方向リンク障害の検出について 261

MSTP機能の設定方法 263

MSTリージョン設定の指定とMSTPのイネーブル化 263

ルート switchの設定 266

セカンダリルート switchの設定 267

ポートプライオリティの設定 268

パスコストの設定 270

switchプライオリティの設定 272

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

xiii

目次



helloタイムの設定 274

転送遅延時間の設定 275

最大エージングタイムの設定 276

最大ホップカウントの設定 277

高速移行を確実にするためのリンクタイプの指定 278

ネイバータイプの設定 280

プロトコルの移行プロセスの再開 281

PVST+シミュレーションの設定 282

ポート上での PVST+シミュレーションの有効化 283

例 285

例：PVST+シミュレーション 285

例：単方向リンク障害の検出 288

MSTの設定およびステータスのモニタリング 289

MSTPの機能情報 289

オプションのスパニングツリー機能の設定 291

機能情報の確認 291

オプションのスパニングツリー機能の制約事項 291

オプションのスパニングツリー機能について 292

PortFast 292

BPDUガード 293

BPDUフィルタリング 293

UplinkFast 294

BackboneFast 296

EtherChannelガード 298

ルートガード 299

ループガード 300

STP PortFastポートタイプ 300

Bridge Assurance 301

オプションのスパニングツリー機能の設定方法 304

PortFastのイネーブル化 304

BPDUガードのイネーブル化 306

BPDUフィルタリングのイネーブル化 308

冗長リンクで使用するための UplinkFastのイネーブル化 310

   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

xiv

目次



UplinkFastのディセーブル化 311

BackboneFastをイネーブル化 312

EtherChannelガードのイネーブル化 314

ルートガードのイネーブル化 315

ループガードのイネーブル化 316

PortFastポートタイプの有効化 318

デフォルトポートステートのグローバル設定 318

指定したインターフェイスでの PortFastエッジの設定 319

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 321

Bridge Assuranceの有効化 323

例 324

例：指定したインターフェイスでの PortFastエッジの設定 324

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 325

例：Bridge Assuranceの設定 325

スパニングツリーステータスのモニタリング 326

オプションのスパニングツリー機能の機能情報 327

EtherChannelの設定 329

機能情報の確認 329

EtherChannelの制約事項 329

EtherChannelについて 330

EtherChannelの概要 330

EtherChannelのモード 331

スイッチ上の EtherChannel 332

EtherChannelリンクのフェールオーバー 333

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

Port Aggregation Protocol;ポート集約プロトコル 335

PAgPモード 335

サイレントモード 336

PAgP学習方式およびプライオリティ 337

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 338

PAgPと他の機能との相互作用 338

Link Aggregation Control Protocol 338

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

xv

目次



LACPモード 339

LACPと他の機能との相互作用 340

EtherChannelの Onモード 340

EtherChannelロード延期の概要 340

EtherChannelのデフォルト設定 341

EtherChannel設定時の注意事項 342

レイヤ 2 EtherChannel設定時の注意事項 344

Auto-LAG 345

Auto-LAG設定時の注意事項 346

EtherChannelの設定方法 347

レイヤ 2 EtherChannelの設定 347

ポートチャネルロード延期の設定 350

PAgP学習方式およびプライオリティの設定 352

LACPホットスタンバイポートの設定 353

LACPシステムプライオリティの設定 354

LACPポートプライオリティの設定 355

LACPポートチャネルの最小リンク機能の設定 357

LACP高速レートタイマーの設定 358

グローバルな Auto-LAGの設定 360

ポートインターフェイスでの Auto-LAGの設定 361

Auto-LAGで持続性の設定 362

EtherChannel、PAgP、および LACPステータスのモニタ 363

EtherChannelの設定例 364

レイヤ 2 EtherChannelの設定：例 364

例：ポートチャネルロード延期の設定 365

Auto-LAGの設定：例 365

LACPポートチャネルの最小リンクの設定例 366

例：LACP高速レートタイマーの設定 367

EtherChannelsの追加リファレンス 368

EtherChannelsの機能情報 369

MACアドレステーブル移動更新機能の設定 371

機能情報の確認 371

   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

xvi

目次



MACアドレステーブル移動更新に関する情報 371

MACアドレステーブル移動更新 372

MACアドレステーブル移動更新設定時の注意事項 373

MACアドレステーブル移動更新の設定方法 373

MACアドレステーブル移動更新の設定 374

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

MACアドレステーブル移動更新のモニタリング 376

Flex Linkの設定例 377

MACアドレステーブル移動更新の設定：例 377

単方向リンク検出の設定 379

機能情報の確認 379

UDLD設定の制約事項 379

UDLDについて 380

動作モード 380

通常モード 380

アグレッシブモード 381

単一方向の検出方法 381

ネイバーデータベースメンテナンス 382

イベントドリブン検出およびエコー 382

UDLDリセットオプション 382

UDLDのデフォルト設定 383

UDLDの設定方法 384

UDLDのグローバルなイネーブル化 384

インターフェイスでの UDLDのイネーブル化 385

UDLDのモニタおよびメンテナンス 386

UDLDの追加リファレンス 387

UDLDの機能情報 388

スタックマネージャおよびハイアベイラビリティ 389

HSRPの設定 391

HSRPの設定 391

機能情報の確認 391

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

xvii

目次



HSRPの設定に関する情報 391

HSRPの概要 391

HSRPのバージョン 393

MHSRP 394

SSO HSRP 395

HSRPの設定方法 396

HSRPのデフォルト設定 396

HSRP HSRP設定時の注意事項 396

HSRPのイネーブル化 397

HSRPのプライオリティの設定 399

MHSRPの設定 402

ルータ Aの設定 402

ルータ Bの設定 406

HSRP認証およびタイマーの設定 410

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 412

HSRPグループおよびクラスタリングの設定 412

HSRPのトラブルシューティング 412

HSRPの確認 413

HSRPコンフィギュレーションの確認 413

HSRPの設定例 413

HSRPのイネーブル化：例 413

HSRPのプライオリティの設定：例 414

MHSRPの設定：例 414

HSRP認証およびタイマーの設定：例 415

HSRPグループおよびクラスタリングの設定：例 415

HSRPおよびスタンバイクラスタコマンドスイッチ 415

仮想 IPアドレス 416

クラスタスタンバイグループに関する他の考慮事項 417

クラスタ設定の自動回復 418

ネットワーク管理 421

Cisco IOS Configuration Engineの設定 423

機能情報の確認 423

Configuration Engineを設定するための前提条件 423

   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

xviii

目次



Configuration Engineの設定に関する制約事項 424

Configuration Engineの設定について 424

Cisco Configuration Engineソフトウェア 424

コンフィギュレーションサービス 425

イベントサービス 426

名前空間マッパー 426

Cisco Networking Service IDおよびデバイスのホスト名 426

ConfigID 427

DeviceID 427

ホスト名および DeviceID 427

ホスト名、DeviceID、および ConfigID 428

Cisco IOS CNSエージェント 428

初期設定 428

差分（部分的）設定 429

コンフィギュレーションの同期 430

自動 CNS設定 430

Configuration Engineの設定方法 431

CNSイベントエージェントのイネーブル化 431

Cisco IOS CNSエージェントのイネーブル化 433

Cisco IOS CNSエージェントの初期設定のイネーブル化 435

DeviceIDの更新 441

Cisco IOS CNSエージェントの部分的設定のイネーブル化 443

CNS設定のモニタリング 445

その他の参考資料 446

Configuration Engineの機能の履歴と情報 447

Cisco Discovery Protocolの設定 449

機能情報の確認 449

CDPに関する情報 449

CDPの概要 449

CDPのデフォルト設定 450

CDPの設定方法 451

CDP特性の設定 451

CDPのディセーブル化 453

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

xix

目次



CDPのイネーブル化 454

インターフェイス上での CDPのディセーブル化 456

インターフェイス上での CDPのイネーブル化 458

CDPのモニタおよびメンテナンス 460

その他の参考資料 461

Cisco Discovery Protocolの機能の履歴と情報 462

簡易ネットワーク管理プロトコルの設定 463

機能情報の確認 463

SNMPの前提条件 464

SNMPの制約事項 466

SNMPに関する情報 467

SNMPの概要 467

SNMPマネージャ機能 467

SNMPエージェント機能 468

SNMPコミュニティストリング 468

SNMP MIB変数アクセス 469

SNMP通知 469

SNMP ifIndex MIBオブジェクト値 470

SNMPのデフォルト設定 470

SNMP設定時の注意事項 471

SNMPの設定方法 472

SNMPエージェントのディセーブル化 472

コミュニティストリングの設定 474

SNMPグループおよびユーザの設定 476

SNMP通知の設定 480

エージェントコンタクトおよびロケーションの設定 486

SNMPを通して使用する TFTPサーバの制限 488

SNMPステータスのモニタリング 490

SNMPの例 491

その他の参考資料 492

簡易ネットワーク管理プロトコルの機能の履歴と情報 493

SPANの設定 495

   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

xx

目次



機能情報の確認 495

SPANの制約事項 496

SPANについて 497

SPAN 497

ローカル SPAN 497

SPANの概念および用語 498

SPANセッション 498

モニタ対象トラフィック 499

送信元ポート 500

宛先ポート 500

SPANと他の機能との相互作用 501

SPANのデフォルト設定 503

設定時の注意事項 503

SPAN設定時の注意事項 503

SPANの設定方法 503

ローカル SPANセッションの作成 503

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 506

SPAN動作のモニタリング 508

SPANの設定例 508

例：ローカル SPANの設定 508

例：RSPAN VLANの作成 510

その他の参考資料 511

SPANの機能履歴と情報 512

QoS 515

QoSの設定 517

機能情報の確認 517

QoSの前提条件 517

一般的な QoSの注意事項 518

QoSの制約事項 518

QoSの概要 519

QoSの実装 519

レイヤ 2フレームのプライオリティビット 520

レイヤ 3パケットのプライオリティビット 520

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

xxi

目次



QoS基本モデル 521

入力ポートでのアクション 521

出力ポートでのアクション 521

マッピングテーブルの概要 522

キューイングおよびスケジューリングの概要 523

重み付けテールドロップ 524

出力キューでのキューイングおよびスケジューリング 525

出力緊急キュー 526

出力キューのバッファ割り当て 526

バッファおよびメモリの割り当て 527

キューおよびWTDしきい値 527

シェーピングモードまたは共有モード 528

パケットの変更 529

標準 QoSのデフォルト設定 529

出力キューのデフォルト設定 530

マッピングテーブルのデフォルト設定 533

DSCPマップ 534

デフォルトの CoS/DSCPマップ 534

デフォルトの IP Precedence/DSCPマップ 534

デフォルトの DSCP/CoSマップ 535

QoSの設定方法 536

QoSのグローバルなイネーブル化 536

物理ポートでの VLANベースの QoSのイネーブル化 537

QoSポリシーの設定 538

ACLを使用したトラフィックの分類 539

IPv4トラフィック用の IP標準 ACLの作成 539

IPv4トラフィック用の IP拡張 ACLの作成 541

IPv6トラフィック用の IPv6 ACLの作成 542

非 IPトラフィック用のレイヤ 2 MAC ACLの作成 545

DSCPマップの設定 547

CoS/DSCPマップの設定 547

IP precedence/DSCPマップの設定 549

   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

xxii

目次



ポリシング済み DSCPマップの設定 550

DSCP/CoSマップの設定 551

DSCP/DSCP変換マップの設定 553

出力キューの特性の設定 555

設定時の注意事項 555

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

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

出力キューでの SRRシェーピング重みの設定 561

出力キューでの SRR共有重みの設定 563

出力緊急キューの設定 565

出力インターフェイスの帯域幅の制限 567

標準 QoSのモニタリング 569

QoSの設定例 570

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 570

例：ACLによるトラフィックの分類 570

例：DSCPマップの設定 571

例：出力キューの特性の設定 573

次の作業 574

QoSの機能履歴と情報 575

ルーティング 577

IPユニキャストルーティングの設定 579

機能情報の確認 579

IPユニキャストルーティングの設定に関する情報 579

IPルーティングに関する情報 580

ルーティングタイプ 580

IPユニキャストルーティングの設定 581

IPユニキャストルーティングのイネーブル化 581

IPアドレスの SVIへの割り当て 582

スタティックユニキャストルートの設定 584

IPネットワークのモニタリングおよびメンテナンス 585

セキュリティ 587

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

xxiii

目次



セキュリティ機能の概要 589

セキュリティ機能の概要 589

不正アクセスの防止 595

機能情報の確認 595

不正アクセスの防止 595

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

機能情報の確認 597

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

パスワードおよび権限レベルに関する情報 598

デフォルトのパスワードおよび権限レベル設定 598

追加のパスワードセキュリティ 598

パスワードの回復 599

端末回線の Telnet設定 600

ユーザ名とパスワードのペア 600

権限レベル 600

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

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

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

パスワード回復のディセーブル化 605

端末回線に対する Telnetパスワードの設定 606

ユーザ名とパスワードのペアの設定 608

コマンドの特権レベルの設定 610

回線のデフォルト特権レベルの変更 612

権限レベルへのログインおよび終了 614

スイッチアクセスのモニタリング 614

パスワードおよび権限レベルの設定例 615

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

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

例：端末回線に対する Telnetパスワードの設定 615

例：コマンドの権限レベルの設定 615

   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

xxiv

目次



その他の参考資料 616

TACACS+の設定 619

機能情報の確認 619

TACACS+の前提条件 620

TACACS+の制約事項 621

TACACS+の概要 621

TACACS+およびスイッチアクセス 621

TACACS+の概要 621

TACACS+の動作 623

方式リスト 624

TACACSの AVペア 624

TACACS+認証および認可の AVペア 624

TACACSアカウンティング AVペア 673

DNISに基づく AAAサーバグループの選択の設定 759

TACACS+設定オプション 761

TACACS+ログイン認証 761

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 762

TACACS+認証 762

TACACS+認可 762

TACACS+ Accounting 762

TACACS+のデフォルト設定 762

TACACSサーバの Per VRF 763

TACACS+を設定する方法 763

TACACS+サーバホストの指定および認証キーの設定 763

TACACS+ログイン認証の設定 764

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 767

TACACS+アカウンティングの起動 769

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 771

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 771

TACACSサーバ上の Per VRFの設定 771

TACACSサーバの Per VRFの確認 773

TACACS+のモニタリング 775

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

xxv

目次



TACACS+の設定例 775

例：TACACS認可 775

例：TACACSアカウンティング 776

例：TACACS認証 776

例：TACACSサーバの Per VRFの設定 778

TACACS+に関する追加情報 779

TACACS+の機能情報 780

RADIUSの設定 781

機能情報の確認 781

RADIUSを設定するための前提条件 782

RADIUSの設定に関する制約事項 782

RADIUSに関する情報 783

RADIUSおよびスイッチアクセス 783

RADIUSの概要 783

RADIUSの動作 784

RADIUSのデフォルト設定 785

RADIUSサーバホスト 785

RADIUSログイン認証 786

AAAサーバグループ 786

AAA許可 787

RADIUSアカウンティング 787

ベンダー固有の RADIUS属性 787

RADIUS Disconnect-Cause属性値 802

RADIUS進捗コード 808

ベンダー独自仕様の RADIUSサーバ通信 809

拡張テストコマンド 809

RADIUSの設定方法 810

RADIUSサーバホストの識別 810

すべての RADIUSサーバの設定 812

RADIUSログイン認証の設定 814

AAAサーバグループの定義 817

   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

xxvi

目次



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 819

RADIUSアカウンティングの起動 821

属性 196の確認 822

ベンダー固有の RADIUS属性を使用するswitch設定 823

ベンダー独自の RADIUSサーバとの通信に関するswitch設定 824

ユーザプロファイルの設定と RADIUSレコードへの関連付け 826

拡張テストコマンドの設定の確認 827

RADIUSの設定例 828

例：RADIUSサーバホストの識別 828

例：2台の異なる RADIUSグループサーバの使用 828

例：AAAサーバグループ 828

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 829

例：ベンダー固有の RADIUS属性を使用するスイッチ設定 829

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 830

例：test aaa groupコマンドに関連付けるユーザプロファイル 830

RADIUSに関する追加情報 830

RADIUSの機能情報 832

アカウンティングの設定 833

機能情報の確認 833

アカウンティングを設定するための前提条件 834

アカウンティングの設定の制約事項 834

アカウンティングの設定に関する情報 834

アカウンティングの方式指定リスト 834

方式リストとサーバグループ 836

AAAアカウンティング方式 836

アカウンティングレコードの種類 837

AAAアカウンティング方式 837

AAAアカウンティングタイプ 837

ネットワークアカウンティング 837

EXECアカウンティング 839

コマンドアカウンティング 841

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

xxvii

目次



接続アカウンティング 841

システムアカウンティング 843

リソースアカウンティング 844

AAAリソース失敗終了アカウンティング 844

開始 -終了レコードの AAAリソースアカウンティング 846

VRRSアカウンティング 846

VRRSアカウンティングプラグイン 846

AAAアカウンティングの強化 847

AAAブロードキャストアカウンティング 847

AAAセッションMIB 848

アカウンティング属性と値のペア 849

アカウンティングの設定方法 849

名前付き方式リストによる AAAアカウンティングの設定 849

RADIUSシステムアカウンティングの設定 851

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 853

中間アカウンティングレコードの生成 853

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 854

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 854

AAAリソース失敗終了アカウンティングの設定 855

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 855

AAAブロードキャストアカウンティングの設定 856

DNISによる AAAブロードキャストアカウンティングの設定 856

AAAセッションMIBの設定 856

VRRSアカウンティングの設定 857

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 859

アカウンティングのモニタリング 860

アカウンティングのトラブルシューティング 860

アカウンティングの設定例 860

名前付き方式リストの設定例 860

AAAリソースアカウンティングの設定例 863

   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

xxviii

目次



AAAブロードキャストアカウンティングの設定例 863

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 864

AAAセッションMIBの例 864

VRRSアカウンティングの設定例 864

アカウンティングの設定に関するその他の参考資料 865

アカウンティングの設定に関する機能情報 866

ローカル認証および許可の設定 869

機能情報の確認 869

ローカル認証および許可の設定方法 869

スイッチのローカル認証および許可の設定 869

ローカル認証および許可のモニタリング 872

その他の参考資料 872

ローカル認証および許可の機能情報 873

MAC認証バイパス 875

機能情報の確認 875

MAC認証バイパス設定の前提条件 876

MAC認証バイパスに関する情報 876

Cisco IOS Auth Managerの概要 876

設定可能MABユーザ名およびパスワードの概要 877

MAC認証バイパスの設定方法 878

MAC認証バイパスのイネーブル化 878

ポート上の再認証の有効化 879

セキュリティ違反モードの指定 881

設定可能MABユーザ名およびパスワードの有効化 883

MAC認証バイパスの設定例 884

例：MAC認証バイパスの設定 884

例：設定可能MABユーザ名およびパスワードの有効化 885

MAC認証バイパスに関するその他の参考資料 885

MAC認証バイパスの機能情報 886

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

機能情報の確認 889

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

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

xxix

目次



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

パスワード構成ポリシー 890

パスワード長ポリシー 890

パスワードのライフタイムポリシー 890

パスワードの有効期限ポリシー 890

パスワード変更ポリシー 891

ユーザ再認証ポリシー 891

フレームド（非インタラクティブ）セッションのサポート 892

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

パスワードセキュリティポリシーの設定 892

コモンクライテリアポリシーの確認 894

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

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 896

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

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

AAA-SERVER-MIB Set Operation 899

機能情報の確認 899

AAA-SERVER-MIB Set Operationの前提条件 900

AAA-SERVER-MIB Set Operationの制約事項 900

AAA-SERVER-MIB Set Operationに関する情報 900

CISCO-AAA-SERVER-MIB 900

CISCO-AAA-SERVER-MIB Set Operation 900

Configure AAA-SERVER-MIB Set Operationの設定方法 901

AAA-SERVER-MIB Set Operationの設定 901

SNMP値の確認 901

AAA-SERVER-MIB Set Operationの設定例 902

RADIUSサーバの設定およびサーバの統計情報の例 902

AAA-SERVER-MIB Set Operationに関するその他の参考資料 903

AAA-SERVER-MIB Set Operationの機能情報 904

セキュアシェルの設定 907

機能情報の確認 907

セキュアシェルを設定するための前提条件 908

   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

xxx

目次



セキュアシェルの設定に関する制約事項 908

セキュアシェルの設定について 909

SSHおよびスイッチアクセス 909

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 909

RSA認証のサポート 910

SSLの設定時の注意事項 910

セキュアコピープロトコルの概要 910

Secure Copy Protocol（SCP） 911

セキュアコピーの動作方法 911

リバース Telnet 911

リバース SSH 912

セキュアシェルの設定方法 912

SSHを実行するためのSwitchの設定 912

SSHサーバの設定 914

SSHクライアントの呼び出し 916

トラブルシューティングのヒント 917

コンソールアクセス用のリバース SSHの設定 918

モデムアクセス用のリバース SSHの設定 919

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 922

サーバ上でのリバース SSHのトラブルシューティング 922

SSHの設定およびステータスのモニタリング 923

セキュアコピーの設定 923

セキュアシェルの設定例 926

例：ローカル認証を使用したセキュアコピーの設定 926

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 926

リバース SSHコンソールアクセスの例 926

リバース SSHモデムアクセスの例 927

例：SSHの設定およびステータスのモニタリング 927

セキュアシェルに関するその他の参考資料 927

セキュアシェルの設定に関する機能情報 928

セキュアシェルバージョン 2サポート 931

機能情報の確認 931

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

xxxi

目次



セキュアシェルバージョン 2サポートに関する情報 932

SSHバージョン 2 932

セキュアシェルバージョン 2の機能拡張 932

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 933

SNMPトラップ生成 934

SSHキーボードインタラクティブ認証 935

セキュアシェルバージョン 2サポートの設定方法 935

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 935

RSAキーペアを使用した SSHバージョン 2のデバイス設定 937

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 938

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 940

リモートデバイスとの暗号化セッションの開始 943

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 943

セキュアシェル接続のステータスの確認 945

セキュアシェルステータスの確認 947

セキュアシェルバージョン 2のモニタリングと維持 948

セキュアシェルバージョン 2サポートの設定例 951

例：セキュアシェルバージョン 2の設定 951

例：リモートデバイスでの暗号化セッションの開始 951

例：サーバサイド SCPの設定 951

例：SNMPトラップの設定 951

例：SSHキーボードインタラクティブ認証 952

例：クライアント側のデバッグの有効化 952

例：ブランクパスワードの変更による ChPassの有効化 953

例：ChPassの有効化および初回ログインでのパスワード変更 953

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 953

例：SNMPのデバッグ 954

例：SSHのデバッグの強化 954

セキュアシェルバージョン 2サポートの追加情報 956

セキュアシェルバージョン 2サポートの機能情報 957

SSH認証の X.509v3証明書 959

機能情報の確認 959

   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

xxxii

目次



SSH認証の X.509v3証明書の前提条件 960

SSH認証の X.509v3証明書の制約事項 960

SSH認証用の X.509v3証明書に関する情報 960

SSH認証の X.509v3証明書の概要 960

X.509v3を使用したサーバおよびユーザ認証 961

OCSP応答ステープリング 961

SSH認証用の X.509v3証明書の設定方法 962

サーバ認証用のデジタル証明書の設定 962

ユーザ認証用のデジタル証明書の設定 964

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

SSH認証用の X.509v3証明書の設定例 966

例：サーバ認証用のデジタル証明書の設定 966

例：ユーザ認証用のデジタル証明書の設定 967

SSH認証の X.509v3証明書に関するその他の参考資料 967

SSH認証の X.509v3証明書の機能情報 968

Secure Socket Layer HTTPの設定 969

機能情報の確認 969

Secure Socket Layer HTTPに関する情報 970

セキュア HTTPサーバおよびクライアントの概要 970

CAのトラストポイント 970

CipherSuite 972

SSLのデフォルト設定 973

SSLの設定時の注意事項 973

Secure Socket Layer HTTPの設定方法 973

セキュア HTTPサーバの設定 973

セキュア HTTPクライアントの設定 978

CAのトラストポイントの設定 979

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

Secure Socket Layer HTTPの設定例 982

例：Secure Socket Layer HTTPの設定 982

Secure Socket Layer HTTPに関するその他の参考資料 983

Secure Socket Layer HTTPに関する機能情報 984

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

xxxiii

目次



用語集 984

認証局の相互運用性 987

機能情報の確認 987

認証局の前提条件 988

認証局の制約事項 988

認証局について 988

CAでサポートされる規格 988

CAの目的 989

CAなしでの IPsecの実装 990

CAでの IPsecの実装 990

複数のルート CAでの IPsecの実装 990

IPSecデバイスによる CA証明書の使用方法 991

登録局 991

認証局の設定方法 992

NVRAMメモリ使用率の管理 992

デバイスホスト名および IPドメイン名の設定 993

RSAキーペアの生成 994

認証局の宣言 995

ルート CA（Trusted Root）の設定 997

CAの認証 998

署名証明書の要求 999

認証局のモニタリングおよびメンテナンス 1000

証明書失効リストの要求 1000

証明書失効リストの照会 1001

デバイスからの RSAキーの削除 1002

ピアの公開キーの削除 1003

設定からの証明書の削除 1004

キーと証明書の表示 1006

アクセスコントロールリストの概要 1009

機能情報の確認 1009

アクセスコントロールリストについて 1010

アクセスリストの定義 1010

   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

xxxiv

目次



アクセスコントロールリストの機能 1010

IPアクセスリストの目的 1011

ACLを設定する理由 1011

アクセスリストのソフトウェア処理 1012

アクセスリストのルール 1012

IPアクセスリストを作成する際に役立つヒント 1013

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 1014

送信元アドレスと宛先アドレス 1015

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 1015

アクセスリストのシーケンス番号 1016

ACLでサポートされるタイプ 1016

サポートされる ACL 1016

ポート ACL 1017

アクセスコントロールエントリ 1018

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 1018

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 1019

IPv4アクセスコントロールリストの設定 1021

機能情報の確認 1021

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

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

IPv4アクセスコントロールリストの設定について 1023

ACLの概要 1023

標準 IPv4 ACLおよび拡張 IPv4 ACL 1024

IPv4 ACLスイッチでサポートされていない機能 1024

アクセスリスト番号 1024

番号付き標準 IPv4 ACL 1025

番号付き拡張 IPv4 ACL 1026

名前付き IPv4 ACL 1027

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 1027

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

xxxv

目次



IPアクセスリストエントリシーケンス番号の利点 1027

シーケンス番号の動作 1028

ACLへのコメントの挿入 1028

ハードウェアおよびソフトウェアによる IP ACLの処理 1029

ACLの時間範囲 1029

IPv4 ACLのインターフェイスに関する注意事項 1030

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 1031

ACLロギング 1032

ACLの設定方法 1032

IPv4 ACLの設定 1032

番号付き標準 ACLの作成 1033

番号付き拡張 ACLの作成 1034

名前付き標準 ACLの作成 1038

名前付き拡張 ACLの作成 1040

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 1042

コメント付き IP ACLエントリの設定 1046

ACLの時間範囲の設定 1047

端末回線への IPv4 ACLの適用 1049

インターフェイスへの IPv4 ACLの適用 1051

IPv4 ACLのモニタリング 1052

ACLの設定例 1053

小規模ネットワークが構築されたオフィス用の ACL 1053

例：番号付き ACL 1054

例：拡張 ACL 1055

例：名前付き ACL 1055

例：アクセスリストのエントリの並べ替え 1056

例：シーケンス番号を指定したエントリの追加 1057

例：シーケンス番号を指定しないエントリの追加 1057

例：コメント付き IP ACLエントリの設定 1058

例：ACLでの時間範囲を使用 1058

例：IP ACLに適用される時間範囲 1059

例：ACLロギング 1059

   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

xxxvi

目次



例：ACLのトラブルシューティング 1060

その他の参考資料 1062

IPv4アクセスコントロールリストに関する機能情報 1063

IPv6アクセスコントロールリスト 1065

機能情報の確認 1065

IPv6 ACLの制限 1066

IPv6 ACLの設定に関する情報 1067

ACLの概要 1067

IPv6 ACLの概要 1067

他の機能およびスイッチとの相互作用 1067

IPv6 ACLのデフォルト設定 1068

サポートされる ACL機能 1068

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 1068

ACLおよびトラフィック転送 1069

IPv6 ACLの設定方法 1069

IPv6 ACLの設定 1069

インターフェイスへの IPv6 ACLの付加 1074

IPv6 ACLのモニタリング 1075

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 1076

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 1078

IPv6 ACLの設定例 1079

例：IPv6 ACLの設定 1079

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 1080

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 1080

その他の参考資料 1080

IPv6アクセスコントロールリストに関する機能情報 1082

DHCPの設定 1085

機能情報の確認 1085

DHCPに関する情報 1085

DHCPサーバ 1085

DHCPリレーエージェント 1086

DHCPスヌーピング 1086

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

xxxvii

目次



Option 82データ挿入 1088

Cisco IOS DHCPサーバデータベース 1091

DHCPスヌーピングバインディングデータベース 1091

DHCP機能の設定方法 1093

DHCPスヌーピングのデフォルト設定 1093

DHCPスヌーピング設定時の注意事項 1094

DHCPサーバの設定 1094

DHCPリレーエージェントの設定 1095

パケット転送アドレスの指定 1096

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

DHCPスヌーピングおよび Option 82のイネーブル化 1100

Cisco IOS DHCPサーバデータベースのイネーブル化 1104

DHCPスヌーピング情報のモニタリング 1104

DHCPサーバポートベースのアドレス割り当ての設定 1105

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 1105

ポートベースのアドレステーブルのデフォルト設定 1105

ポートベースのアドレス割り当て設定時の注意事項 1105

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 1106

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 1108

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 1110

その他の参考資料 1110

DHCPスヌーピングおよび Option 82の機能情報 1111

ダイナミック ARPインスペクションの設定 1113

機能情報の確認 1113

ダイナミック ARPインスペクションの制約事項 1114

ダイナミック ARPインスペクションの概要 1115

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 1117

ARPパケットのレート制限 1119

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 1119

廃棄パケットのロギング 1119

ダイナミック ARPインスペクションのデフォルト設定 1120

   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

xxxviii

目次



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

非 DHCP環境での ARP ACLの設定 1121

DHCP環境でのダイナミック ARPインスペクションの設定 1124

着信 ARPパケットのレート制限 1126

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

DAIのモニタリング 1131

DAIの設定の確認 1132

その他の参考資料 1132

IEEE 802.1xポートベースの認証の設定 1135

機能情報の確認 1135

802.1xポートベース認証について 1135

ポートベース認証プロセス 1136

ポートベース認証の開始およびメッセージ交換 1138

ポートベース認証の認証マネージャ 1140

Port-Based認証方法 1140

ユーザ単位 ACLおよび Filter-Id 1141

ポートベース認証マネージャ CLIコマンド 1142

許可ステートおよび無許可ステートのポート 1144

802.1Xのホストモード 1145

802.1x複数認証モード 1145

ユーザごとのマルチ認証 VLAN割り当て 1147

ユーザごとのマルチ認証 VLAN割り当ての制限 1148

MAC移動 1148

MAC置換 1149

802.1xアカウンティング 1149

802.1xアカウンティング属性値ペア 1150

802.1x準備状態チェック 1151

スイッチと RADIUSサーバ間の通信 1151

VLAN割り当てを使用した 802.1x認証 1152

ユーザ単位 ACLを使用した 802.1x認証 1154

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 1155

Cisco Secure ACSおよびリダイレクト URLの属性と値のペア 1157

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

xxxix

目次



Cisco Secure ACSおよびダウンロード可能な ACLの属性と値のペア 1157

VLAN IDベースMAC認証 1158

ゲスト VLANを使用した 802.1x認証 1158

制限付き VLANによる 802.1x認証 1159

アクセス不能認証バイパスを使用した 802.1x認証 1160

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 1161

アクセス不能認証バイパスの認証結果 1161

アクセス不能認証バイパス機能の相互作用 1161

802.1xクリティカル音声 VLAN 1163

802.1xユーザディストリビューション 1163

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 1164

音声 VLANポートを使用した IEEE 802.1x認証 1164

ポートセキュリティを使用した IEEE 802.1x認証 1165

WoL機能を使用した IEEE 802.1x認証 1165

MAC認証バイパスを使用した IEEE 802.1x認証 1166

Network Admission Controlレイヤ 2 IEEE 802.1x検証 1167

柔軟な認証の順序設定 1168

Open1x認証 1168

マルチドメイン認証 1169

ユーザのログイン制限 1170

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 1171

音声認識 802.1xセキュリティ 1173

コモンセッション ID 1173

802.1xポートベース認証の設定方法 1174

802.1x認証のデフォルト設定 1174

802.1x認証設定時の注意事項 1176

802.1X認証 1176

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 1177

MAC認証バイパス 1178

ポートあたりのデバイスの最大数 1178

   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

xl

目次



802.1x準備状態チェックの設定 1178

音声認識 802.1xセキュリティの設定 1181

802.1x違反モードの設定 1183

802.1X認証の設定 1185

802.1xポートベース認証の設定 1186

スイッチと RADIUSサーバ間の通信の設定 1188

ホストモードの設定 1190

定期的な再認証の設定 1192

待機時間の変更 1193

スイッチからクライアントへの再送信時間の変更 1194

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 1196

再認証回数の設定 1197

MAC移動のイネーブル化 1199

MAC置換のイネーブル化 1200

IEEE 802.1xアカウンティングの設定 1201

ゲスト VLANの設定 1203

制限付き VLANの設定 1205

制限付き VLANの認証試行回数の設定 1206

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 1208

アクセス不能認証バイパスの設定例 1212

WoLを使用した 802.1x認証の設定 1212

MAC認証バイパスの設定 1214

MAC認証バイパスのユーザ名とパスワードの形式作成 1215

802.1xユーザディストリビューションの設定 1217

VLANグループの設定例 1218

NACレイヤ 2 802.1x検証の設定 1218

ユーザのログイン制限の設定 1220

NEATを使用したオーセンティケータスイッチの設定 1222

NEATを使用したサプリカントスイッチの設定 1224

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 1227

ダウンロード可能な ACLの設定 1227

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

xli

目次



ダウンロードポリシーの設定 1229

VLAN IDベースMAC認証の設定 1231

柔軟な認証順序の設定 1232

Open1xの設定 1234

ポート上での 802.1x認証のディセーブル化 1236

802.1x認証設定のデフォルト値へのリセット 1237

802.1xの統計情報およびステータスのモニタリング 1238

IEEE 802.1xポートベース認証に関するその他の参考資料 1239

802.1xポートベースの認証の機能情報 1241

Webベース認証の設定 1243

機能情報の確認 1243

Webベース認証について 1243

Webベース認証の概要 1243

デバイスのロール 1244

ホストの検出 1245

セッションの作成 1245

認証プロセス 1246

認証プロキシの使用 1246

認証プロキシを使用すべき場合 1247

認証プロキシの適用 1248

ローカルWeb認証バナー 1249

Web認証カスタマイズ可能なWebページ 1252

ガイドライン 1252

認証プロキシWebページの注意事項 1254

その他の機能とWebベース認証の相互作用 1255

802.1X認証 1255

認証プロキシによる AAAアカウンティング 1256

ACL 1256

コンテキストベースアクセスコントロール 1256

Gateway IP 1256

LANポート IP 1257

ポートセキュリティ 1257

デフォルトのWebベース認証の設定 1257

   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

xlii

目次



Webベース認証の設定に関する注意事項と制約事項 1257

Webベース認証の設定方法 1260

認証ルールとインターフェイスの設定 1260

AAA認証の設定 1262

スイッチ/RADIUSサーバ間通信の設定 1264

HTTPサーバの設定 1265

認証プロキシWebページのカスタマイズ 1267

Webベース認証パラメータの設定 1268

Web認証ローカルバナーの設定 1270

中央Web認証の設定 1271

Webベース認証キャッシュエントリの削除 1271

Webベース認証ステータスのモニタリング 1272

Webベース認証ステータスの表示 1272

HTTP認証プロキシのモニタリング 1273

HTTPS認証プロキシの確認 1274

Webベース認証の設定例 1274

例：認証ルールとインターフェイスの設定 1274

例：AAAの設定 1275

例：HTTPサーバの設定 1275

例：認証プロキシWebページのカスタマイズ 1275

例：ログイン成功時のリダイレクション URLの指定 1276

Webベース認証に関するその他の参考資料 1276

Webベース認証の機能情報 1277

ポート単位のトラフィック制御の設定 1279

ポートベースのトラフィック制御の概要 1280

機能情報の確認 1280

ストーム制御に関する情報 1281

ストーム制御 1281

トラフィックアクティビティの測定方法 1281

トラフィックパターン 1282

ストーム制御の設定方法 1283

ストーム制御およびしきい値レベルの設定 1283

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

xliii

目次



機能情報の確認 1286

保護ポートに関する情報 1286

保護ポート 1286

保護ポートのデフォルト設定 1287

保護ポートのガイドライン 1287

保護ポートの設定方法 1287

保護ポートの設定 1287

保護ポートのモニタリング 1289

次の作業 1289

その他の参考資料 1289

機能情報 1290

機能情報の確認 1290

ポートブロッキングに関する情報 1291

ポートブロッキング 1291

ポートブロッキングの設定方法 1291

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 1291

ポートブロッキングのモニタリング 1293

次の作業 1293

その他の参考資料 1293

機能情報 1294

ポートセキュリティの前提条件 1295

ポートセキュリティの制約事項 1295

ポートセキュリティの概要 1295

ポートセキュリティ 1295

セキュアMACアドレスのタイプ 1295

スティッキセキュアMACアドレス 1296

セキュリティ違反 1296

ポートセキュリティエージング 1298

デフォルトのポートセキュリティ設定 1298

ポートセキュリティの設定時の注意事項 1298

ポートセキュリティの設定方法 1300

ポートセキュリティのイネーブル化および設定 1300

   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

xliv

目次



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

ポートセキュリティの設定例 1308

その他の参考資料 1309

機能情報の確認 1309

プロトコルストームプロテクションに関する情報 1310

プロトコルストームプロテクション 1310

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 1310

プロトコルストームプロテクションの設定方法 1311

プロトコルストームプロテクションのイネーブル化 1311

プロトコルストームプロテクションのモニタリング 1312

その他の参考資料 1312

システム管理 1315

システムの管理 1317

switchの管理に関する情報 1317

システム日時の管理 1317

システムクロック 1317

Real Time Clock（リアルタイムクロック） 1318

ネットワークタイムプロトコル 1318

NTPストラタム 1320

NTPアソシエーション 1321

NTPセキュリティ 1321

NTPの実装 1321

NTPバージョン 4 1322

システム名およびシステムプロンプト 1323

スタックのシステム名およびシステムプロンプト 1323

デフォルトのシステム名とプロンプトの設定 1323

DNS 1323

DNSのデフォルト設定値 1324

ログインバナー 1324

バナーのデフォルト設定 1324

MACアドレステーブル 1324

MACアドレステーブルの作成 1325

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

xlv

目次



MACアドレスおよび VLAN 1325

MACアドレステーブルのデフォルト設定 1325

ARPテーブルの管理 1326

switchを管理する方法 1326

手動による日付と時刻の設定 1326

システムクロックの設定 1327

タイムゾーンの設定 1328

夏時間の設定 1329

1331

システム名の設定 1333

DNSの設定 1334

Message-of-the-Dayログインバナーの設定 1336

ログインバナーの設定 1338

MACアドレステーブルの管理 1339

アドレスエージングタイムの変更 1339

MACアドレス変更通知トラップの設定 1340

MACアドレス移動通知トラップの設定 1343

MACしきい値通知トラップの設定 1346

スタティックアドレスエントリの追加および削除 1348

ユニキャストMACアドレスフィルタリングの設定 1349

switchのモニタリングおよび保守の管理 1351

switch管理の設定例 1352

例：システムクロックの設定 1352

例：サマータイムの設定 1352

例：MOTDバナーの設定 1353

例：ログインバナーの設定 1353

例：MACアドレス変更通知トラップの設定 1353

例：MACしきい値通知トラップの設定 1354

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 1354

例：ユニキャストMACアドレスフィルタリングの設定 1354

スイッチ管理に関する追加情報 1355

switch管理の機能履歴と情報 1356

   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

xlvi

目次



switchのセットアップ設定の実行 1357

switchセットアップ設定の実行に関する情報 1357

ブートプロセス 1357

スイッチ情報の割り当て 1358

デフォルトのスイッチ情報 1359

DHCPベースの自動設定の概要 1359

DHCPクライアントの要求プロセス 1360

DHCPベースの自動設定およびイメージアップデート 1361

DHCPベースの自動設定の制約事項 1361

DHCP自動設定 1362

DHCP自動イメージアップデート 1362

DHCPサーバ設定時の注意事項 1363

TFTPサーバの目的 1363

DNSサーバの目的 1364

コンフィギュレーションファイルの入手方法 1365

環境変数の制御方法 1366

一般的な環境変数 1366

TFTPの環境変数 1369

ソフトウェアイメージのリロードのスケジューリング 1370

switch設定コンフィギュレーションの実行方法 1370

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

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

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

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 1378

デフォルトゲートウェイ 1378

複数の SVIへの IP情報の手動割り当て 1380

NVRAMバッファサイズの設定 1381

switchのスタートアップコンフィギュレーションの変更 1383

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 1383

スイッチの手動による起動 1384

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

xlvii

目次



ソフトウェアイメージのリロードのスケジュール設定 1385

switchのセットアップ設定のモニタリング 1387

例：switch実行コンフィギュレーションの確認 1387

例：ソフトウェアインストールの表示 1387

switchのセットアップを実行する場合の設定例 1388

例：DHCPサーバとしてのswitchの設定 1388

例：DHCP自動イメージアップデートの設定 1388

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

例：NVRAMバッファサイズの設定 1389

スイッチセットアップの実行に関する追加情報 1390

switchセットアップ設定の機能履歴と情報 1391

システムメッセージログの設定 1393

システムメッセージログの設定に関する制約事項 1393

システムメッセージログの設定に関する情報 1393

システムメッセージロギング 1393

システムログメッセージのフォーマット 1394

デフォルトのシステムメッセージロギングの設定 1395

syslogメッセージの制限 1396

システムメッセージログの設定方法 1397

メッセージ表示宛先デバイスの設定 1397

ログメッセージの同期化 1398

メッセージロギングのディセーブル化 1400

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 1401

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 1402

メッセージ重大度の定義 1403

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 1404

UNIX Syslogデーモンへのメッセージのロギング 1405

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

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 1406

システムメッセージログの設定例 1407

例：スイッチシステムメッセージ 1407

例：サービスタイムスタンプログの表示 1407

   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

xlviii

目次



システムメッセージログに関する追加情報 1408

システムメッセージログの機能履歴と情報 1409

オンライン診断の設定 1411

オンライン診断の設定に関する情報 1411

オンライン診断 1411

オンライン診断の設定方法 1412

オンライン診断テストの開始 1412

オンライン診断の設定 1413

オンライン診断のスケジューリング 1413

ヘルスモニタリング診断の設定 1414

オンライン診断のモニタリングおよびメンテナンス 1417

オンライン診断テストとテスト結果の表示 1417

オンライン診断テストの設定例 1418

オンライン診断テストの開始 1418

例：ヘルスモニタリングテストの設定 1418

例：診断テストのスケジューリング 1419

オンライン診断の表示：例 1419

ソフトウェア設定のトラブルシューティング 1423

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

スイッチのソフトウェア障害 1423

のパスワードを紛失したか忘れた場合 switch 1424

Power over Ethernet（PoE）ポート 1424

電力消失によるポートの障害 1425

PoEポートステータスのモニタリング 1425

不正リンクアップによるポート障害 1425

ping 1425

レイヤ 2 Traceroute 1426

レイヤ 2の tracerouteのガイドライン 1426

IP Traceroute 1427

Time Domain Reflectorガイドライン 1428

debugコマンド 1429

スイッチのオンボード障害ロギング 1429

CPU使用率が高い場合に起こりうる症状 1430

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

xlix

目次



ソフトウェア設定のトラブルシューティング方法 1431

ソフトウェア障害からの回復 1431

パスワードを忘れた場合の回復 1433

パスワード回復がイネーブルになっている場合の手順 1434

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 1436

コマンドスイッチで障害が発生した場合の回復 1438

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 1439

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 1441

スイッチスタック問題の回避 1442

自動ネゴシエーションの不一致の防止 1443

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 1444

SFPモジュールステータスのモニタリング 1444

pingの実行 1444

温度のモニタリング 1445

物理パスのモニタリング 1445

IP tracerouteの実行 1446

TDRの実行および結果の表示 1446

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

show platform forwardコマンドの使用 1447

OBFLの設定 1447

ソフトウェア設定のトラブルシューティングの確認 1448

OBFL情報の表示 1448

例：高い CPU使用率に関する問題と原因の確認 1450

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

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

ソフトウェアのトラブルシューティングの設定例 1456

例：IPホストの ping 1456

例：IPホストに対する tracerouteの実行 1457

例：すべてのシステム診断をイネーブルにする 1458

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

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

   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

l

目次



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 1461

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

フラッシュファイルシステムの操作 1463

フラッシュファイルシステムについて 1463

使用可能なファイルシステムの表示 1464

デフォルトファイルシステムの設定 1466

ファイルシステムのファイルに関する情報の表示 1466

ディレクトリの変更および作業ディレクトリの表示 1467

ディレクトリの作成 1468

ディレクトリの削除 1469

ファイルのコピー 1469

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 1470

ファイルの削除 1471

ファイルの作成、表示および抽出 1472

設定ファイルの取り扱い 1474

コンフィギュレーションファイルに関する情報 1474

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 1475

コンフィギュレーションファイルのタイプおよび場所 1475

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 1476

TFTPによるコンフィギュレーションファイルのコピー 1476

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 1477

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 1477

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 1478

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 1479

FTPユーザ名およびパスワードの概要 1479

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 1480

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 1481

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

li

目次



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 1482

RCPによるコンフィギュレーションファイルのコピー 1483

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 1484

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 1485

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 1486

設定情報の消去 1488

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 1488

格納されたコンフィギュレーションファイルの削除 1488

コンフィギュレーションの交換およびロールバック 1488

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 1488

コンフィギュレーションアーカイブ 1488

コンフィギュレーションの置換 1489

設定のロールバック 1490

設定時の注意事項 1490

コンフィギュレーションアーカイブの設定 1491

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 1492

ソフトウェアイメージの操作 1494

ソフトウェアイメージの操作に関する情報 1494

スイッチ上のイメージの場所 1495

サーバまたは Cisco.com上のイメージのファイル形式 1495

TFTPによるイメージファイルのコピー 1496

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 1497

TFTPによるイメージファイルのダウンロード 1498

TFTPによるイメージファイルのアップロード 1500

FTPによるイメージファイルのコピー 1501

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 1501

FTPによるイメージファイルのダウンロード 1503

FTPによるイメージファイルのアップロード 1506

RCPによるイメージファイルのコピー 1508

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 1508

RCPによるイメージファイルのダウンロード 1510

   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

lii

目次



RCPによるイメージファイルのアップロード 1512

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

VLAN 1517

VTPの設定 1519

機能情報の確認 1519

VTPの前提条件 1520

VTPの制約事項 1520

VTPの概要 1521

VTP 1521

VTP Domain 1521

VTPモード 1522

VTPアドバタイズ 1523

VTPバージョン 2 1524

VTPバージョン 3 1524

VTPプルーニング 1525

VTP設定時の注意事項 1526

VTPの設定要件 1526

VTPの設定 1526

VTP設定のためのドメイン名 1527

VTPドメインのパスワード 1527

VTP Version 1528

VTPのデフォルト設定 1529

VTPの設定方法 1530

VTPモードの設定 1530

VTPバージョン 3のパスワードの設定 1532

VTPバージョン 3のプライマリサーバの設定 1534

VTPバージョンのイネーブル化 1534

VTPプルーニングのイネーブル化 1536

ポート単位の VTPの設定 1538

VTPドメインへの VTPクライアントスイッチの追加 1539

VTPのモニタ 1542

VTPの設定例 1543

例：スイッチをプライマリサーバとして設定する 1543

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

liii

目次



例：VTPサーバとしてのスイッチの設定 1543

例：インターフェイスでの VTPのイネーブル化 1543

例：VTPパスワードの作成 1544

次の作業 1544

その他の参考資料 1544

VTPの機能履歴と情報 1545

VLANの設定 1547

機能情報の確認 1547

VLANの前提条件 1547

VLANの制約事項 1548

VLANについて 1548

論理ネットワーク 1548

サポートされる VLAN 1549

VLANポートメンバーシップモード 1550

VLANコンフィギュレーションファイル 1551

標準範囲 VLAN設定時の注意事項 1552

拡張範囲 VLAN設定時の注意事項 1553

VLANのデフォルト設定 1554

イーサネット VLANのデフォルト設定 1554

VLANのデフォルト設定 1555

VLANの設定方法 1555

標準範囲 VLANの設定方法 1555

イーサネット VLANの作成または変更 1556

VLANの削除 1558

VLANへのスタティックアクセスポートの割り当て 1560

拡張範囲 VLANの設定方法 1562

拡張範囲 VLANの作成 1562

VLANのモニタリング 1564

設定例 1566

例：VLAN名の作成 1566

例：アクセスポートとしてのポートの設定 1567

例：拡張範囲 VLANの作成 1567

   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

liv

目次



次の作業 1567

その他の参考資料 1568

VLANの機能履歴と情報 1569

VLANトランクの設定 1571

機能情報の確認 1571

VLANトランクの前提条件 1571

VLANトランクについて 1572

トランキングの概要 1572

トランキングモード 1572

レイヤ 2インターフェイスモード 1573

トランクでの許可 VLAN 1574

トランクポートでの負荷分散 1575

STPプライオリティによるネットワーク負荷分散 1575

STPパスコストによるネットワーク負荷分散 1575

機能の相互作用 1575

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 1576

VLANトランクの設定方法 1577

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 1577

トランクポートの設定 1577

トランクでの許可 VLANの定義 1579

プルーニング適格リストの変更 1581

タグなしトラフィック用ネイティブ VLANの設定 1583

トランクポートの負荷分散の設定 1585

STPポートプライオリティによる負荷分散の設定 1585

STPパスコストによる負荷分散の設定 1590

VLANトランキングの設定例 1593

例：トランクポートの設定 1593

例：ポートからの VLANの削除 1593

次の作業 1593

その他の参考資料 1593

VLANトランクの機能履歴と情報 1594

VMPSの設定 1595

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

lv

目次



機能情報の確認 1595

VMPSの前提条件 1596

VMPSの制約事項 1596

VMPSについて 1597

ダイナミック VLAN割り当て 1597

ダイナミックアクセスポート VLANメンバーシップ 1598

デフォルトの VMPSクライアント設定 1598

VMPSの設定方法 1599

VMPSの IPアドレスの入力 1599

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

VLANメンバーシップの再確認 1603

再確認インターバルの変更 1604

再試行回数の変更 1605

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 1606

VMPSのモニタリング 1607

VMPSの設定例 1608

例：VMPSの設定 1608

次の作業 1609

その他の参考資料 1610

VMPSの機能履歴と情報 1611

音声 VLANの設定 1613

機能情報の確認 1613

音声 VLANの前提条件 1613

音声 VLANの制約事項 1614

音声 VLANに関する情報 1614

音声 VLAN 1614

Cisco IP Phoneの音声トラフィック 1614

Cisco IP Phoneのデータトラフィック 1615

音声 VLAN設定時の注意事項 1615

音声 VLANのデフォルト設定 1617

音声 VLANの設定方法 1617

   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

lvi

目次



Cisco IP Phoneの音声トラフィックの設定 1617

着信データフレームのプライオリティ設定 1620

音声 VLANのモニタリング 1622

設定例 1622

例：Cisco IP Phoneの音声トラフィックの設定 1622

例：着信データフレームのプライオリティの設定 1622

次の作業 1623

その他の参考資料 1623

音声 VLANの機能履歴と情報 1624

重要な通知 1625

免責事項 1625

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

ステートメント 1071：警告の定義 1627

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

lvii

目次



   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

lviii

目次



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。

説明表記法

^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）。

^または Ctrl

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。

太字

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。

Italicフォント

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。

courierフォント

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。太字の courierフォン

ト

角カッコの中の要素は、省略可能です。[x]

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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説明表記法

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。

|

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}

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。

[x {y | z}]

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。

string

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。（注）

「問題解決に役立つ情報」です。ヒント

「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。

注意
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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。ワンポイントアドバイス

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

警告

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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第 1 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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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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表 1：コマンドモードの概要

モードの用途終了方法プロンプトアクセス方式モード

このモードを使用

して次の作業を行

います。

•端末の設定変
更

•基本テストの
実行

•システム情報
の表示

logoutまたは
quitを入力し
ます。

Switch>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。

ユーザ EXEC

このモードを使用

して、入力したコ

マンドを確認しま

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。

disableを入力
して終了しま

す。

Switch#ユーザ EXEC
モードで、enable
コマンドを入力し

ます。

特権 EXEC

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。

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。

Switch(config)#特権 EXECモー
ドで、configure
コマンドを入力し

ます。

グローバルコン

フィギュレーショ

ン

Switch(config-vlan)#グローバルコン

フィギュレーショ

ンモードで、

vlan vlan-idコマ
ンドを入力しま

す。

VLANコンフィ
ギュレーション
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モードの用途終了方法プロンプトアクセス方式モード

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
（VLAN IDが
1006以上）を作成
してスイッチのス

タートアップコン

フィギュレーショ

ンファイルに設定

を保存できます。

グローバルコ

ンフィギュ

レーション

モードに戻る

場合は、exit
コマンドを入

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。

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。

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。

Switch(config-if)#グローバルコン

フィギュレーショ

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。

インターフェイス

コンフィギュレー

ション

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。

Switch(config-line)#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。

ラインコンフィ

ギュレーション
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モードの用途終了方法プロンプトアクセス方式モード

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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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

ヘルプの表示方法意味エラーメッセージ

コマンドを再入力し、最後に疑

問符（?）を入力します。コマ
ンドと疑問符の間にはスペース

を入れません。

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。

スイッチがコマンドとして認識

できるだけの文字数が入力され

ていません。

% Ambiguous command: "show
con"

コマンドを再入力し、最後に疑

問符（?）を入力します。コマ
ンドと疑問符の間にはスペース

を 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。

コマンドに必須のキーワードま

たは値が、一部入力されていま

せん。

% Incomplete command.

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。

% Invalid input detected at
‘^’ marker.

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。

CLIまたは HTTPの変更のみがログとして記録されます。（注）
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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

目的コマンドまたはアクション

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。

help

例：
Switch# help

ステップ 1   

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。

abbreviated-command-entry?

例：
Switch# di?
dir disable disconnect

ステップ 2   

特定のコマンド名を補完します。abbreviated-command-entry <Tab>

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

ステップ 3   

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 4   

コマンドに関連するキーワードを一覧表示しま

す。

command ?

例：
Switch> show ?

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

キーワードに関連する引数を一覧表示します。command keyword ?

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

ステップ 6   

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

目的コマンドまたはアクション

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。

terminal history [size number-of-lines]

例：
Switch# terminal history size 200

ステップ 1   

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。

   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

8

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



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。（注）

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

目的コマンドまたはアクション

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

が順次表示されます。

Ctrl-Pまたは up arrowキーを
使用

ステップ 1   

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
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。

Ctrl-Nまたは down arrowキー
を使用

ステップ 2   

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

show history

例：
Switch# show history

ステップ 3   

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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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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。

terminal no history

例：
Switch# terminal no history

ステップ 1   

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

目的コマンドまたはアクション

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。

terminal editing

例：
Switch# terminal editing

ステップ 1   

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。

terminal no editing

例：
Switch# terminal no editing

ステップ 2   

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。

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。（注）
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表 3：編集コマンド

説明編集コマンド

カーソルを 1文字後退させます。Ctrl-Bまたは left arrowキーを使用

カーソルを 1文字前進させます。Ctrl-Fまたは right arrowキーを使用

コマンドラインの先頭にカーソルを移動しま

す。

Ctrl-A

カーソルをコマンドラインの末尾に移動しま

す。

Ctrl-E

カーソルを 1単語後退させます。Esc B

カーソルを 1単語前進させます。Esc F

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。

Ctrl-T

カーソルの左にある文字を消去します。Deleteまたは Backspaceキー

カーソル位置にある文字を削除します。Ctrl-D

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-K

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-Uまたは Ctrl-X

カーソルの左にある単語を削除します。Ctrl-W

カーソルの位置から単語の末尾までを削除しま

す。

Esc D

カーソル位置のワードを大文字にします。Esc C

カーソルの場所にある単語を小文字にします。Esc L

カーソルの位置から単語の末尾までを大文字に

します。

Esc U

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。

Ctrl-Vまたは Esc Q
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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。

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。

（注）

Returnキー

1画面分下にスクロールします。Spaceバー

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。

Ctrl-Lまたは Ctrl-R

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。

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。（注）

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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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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。

access-list

例：

Switch(config)# access-list 101 permit

ステップ 1   

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

tcp 10.15.22.25 255.255.255.0
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。
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

完全な構文をチェックします。Ctrl-A

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

ステップ 2   

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。

コマンドを実行します。Returnキーステップ 3   

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、terminalwidth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
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

出力を検索およびフィルタリングします。{show |more} command | {begin | include | exclude}
regular-expression

ステップ 1   

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
例：
Switch# show interfaces | include protocol
Vlan1 is up, line protocol is up

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。

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

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。

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。（注）

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。

この機能は、Cisco IOSリリース 15.2(5)E2以降で利用できます。（注）

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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第 I 部

インターフェイスおよびハードウェア
• インターフェイス特性の設定, 19 ページ

• Auto-MDIXの設定, 51 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, 57 ページ

• システムMTUの設定, 73 ページ

• PoEの設定, 77 ページ

• EEEの設定, 97 ページ





第 2 章

インターフェイス特性の設定

• 機能情報の確認, 19 ページ

• インターフェイス特性の設定に関する情報, 19 ページ

• インターフェイスの特性の設定方法, 30 ページ

• インターフェイス特性のモニタ, 43 ページ

• インターフェイス特性の設定例, 45 ページ

• インターフェイス特性機能の追加情報, 48 ページ

• インターフェイス特性の設定の機能履歴と情報, 49 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。

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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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。

（注）

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
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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 IEEE802.1Q）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 IEEE802.1Qトランクポートだけをサポートします。IEEE802.1Q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VLANID（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（VLAN1）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。

インターフェイス VLAN 1は削除できません。（注）

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

   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

22

インターフェイス特性の設定に関する情報



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

PoweroverEthernet（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。

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。

（注）

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 8GB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 SwitchManaging 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。
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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

デフォルト設定機能

レイヤ2またはスイッチングモード（switchport
コマンド）

動作モード

VLAN 1～ 4094VLAN許容範囲

VLAN 1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）
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デフォルト設定機能

VLAN0のタグが付いたパケットをすべてドロッ
プします。

802.1pプライオリティタグ付きトラフィック

Switchportmode dynamic auto（DTPをサポート）VLANトランキング

すべてのポートがイネーブルポートイネーブルステート

未定義ポート記述

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）

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

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。

フロー制御

すべてのイーサネットポートでディセーブル。EtherChannel（PAgP）

ディセーブル（ブロッキングされない）。ポートブロッキング（不明マルチキャストおよ

び不明ユニキャストトラフィック）

ディセーブルブロードキャスト、マルチキャスト、およびユ

ニキャストストーム制御

ディセーブル保護ポート

ディセーブルポートセキュリティ

ディセーブルPortFast

イネーブル

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。

（注）

Auto-MDIX
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デフォルト設定機能

イネーブル（auto）Power over Ethernet（PoE）

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。

キープアライブメッセージ

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。

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。

注意

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。

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。（注）

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。

• receiveoff：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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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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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。

interface

例：

Switch(config)# interface

ステップ 3   

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。

（注）

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

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
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

ステップ 4   

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。

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。

（任意）インターフェイスの範囲を設定します。interface rangeまたは interface
range macro

ステップ 5   

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。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

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

show interfacesステップ 6   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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# configure terminal

ステップ 2   

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 3   

gigabitethernet1/0/2
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目的コマンドまたはアクション

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）。
description string

例：

Switch(config-if)# description Connects

ステップ 4   

to Marketing

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 5   

入力を確認します。show interfaces interface-iddescriptionステップ 6   

（任意）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

ステップ 7   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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# configure terminal

ステップ 2   

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
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。

interface range {port-range |macro
macro_name}

例：

Switch(config)# interface range

ステップ 3   

• interface rangeコマンドを使用すると、最大 5つのポート範囲
または定義済みマクロを 1つ設定できます。macro

• 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。

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。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 4   

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。show interfaces [interface-id]

例：

Switch# show interfaces

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）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

ステップ 6   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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# configure terminal

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

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。

define interface-range macro_name
interface-range

例：

Switch(config)# define

ステップ 3   

• macro_nameは、最大 32文字の文字列です。

•マクロには、カンマで区切ったインターフェイスを 5つ
まで指定できます。interface-range enet_list

gigabitethernet1/0/1 - 2

•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。

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。

（注）

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。

interface range macro macro_name

例：

Switch(config)# interface range

ステップ 4   

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。

macro enet_list

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 5   

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。show running-config|include define

例：

Switch# show running-config |

ステップ 6   

include define

（任意）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

ステップ 7   

startup-config
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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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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# configure terminal

ステップ 2   

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 3   

gigabitethernet1/0/3

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

ステップ 4   

•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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目的コマンドまたはアクション

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。

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。

duplex {auto | full | half}

例：

Switch(config-if)# duplex half

ステップ 5   

インターフェイスのデュプレックスパラメータを入力します。

半二重モードをイネーブルにします（10または 100Mbpsのみで
動作するインターフェイスの場合）。1000Mbps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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 6   

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。

show interfaces interface-id

例：

Switch# show interfaces

ステップ 7   

gigabitethernet1/0/3

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。copyrunning-configstartup-config

例：

Switch# copy running-config

ステップ 8   

startup-config

（任意）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

ステップ 9   

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

目的コマンドまたはアクション

グ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# configure terminal

ステップ 1   

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 2   

gigabitethernet1/0/1

ポートのフロー制御モードを設定します。flowcontrol {receive} {on | off | desired}

例：

Switch(config-if)# flowcontrol receive on

ステップ 3   

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 4   

インターフェイスフロー制御の設定を確認しま

す。

show interfaces interface-id

例：

Switch# show interfaces gigabitethernet1/0/1

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）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

ステップ 6   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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# configure terminal

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

設定するインターフェイスを選択します。interface {vlan vlan-id} |
{gigabitethernetinterface-id} | {port-channel
port-channel-number}

ステップ 3   

例：

Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/2

インターフェイスをシャットダウンします。shutdown

例：

Switch(config-if)# shutdown

ステップ 4   

インターフェイスを再起動します。no shutdown

例：

Switch(config-if)# no shutdown

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   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 7   

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。
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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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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。

lineconsole 0

例：

Switch(config)# line console 0

ステップ 3   

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

media-typerj45

例：

Switch(config-line)# media-type rj45

ステップ 4   

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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 5   

（任意）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

ステップ 6   

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

41

インターフェイスの特性の設定方法



目的コマンドまたはアクション

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。

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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   
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目的コマンドまたはアクション

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。

lineconsole 0

例：

Switch(config)# line console 0

ステップ 3   

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。

usb-inactivity-timeout timeout-minutes

例：

Switch(config-line)#

ステップ 4   

usb-inactivity-timeout 30

（任意）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

ステップ 5   

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

目的コマンド

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-numberdownshift
modulemodule-number

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。

show interfaces interface-idstatus [err-disabled]
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目的コマンド

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] switchport

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 interfaces [interface-id] description

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 ip interface [interface-id]

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 interface [interface-id] stats

（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 interfaces interface-id

（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 interfacestransceiverdom-supported-list

（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 transceiver properties

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

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 running-config interface [interface-id]

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 version

インターフェイスの Auto-MDIX動作ステート
を表示します。

show controllers ethernet-controller interface-idphy
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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

目的コマンド

インターフェイスカウンタをクリアします。clear counters [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 interface interface-id

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 line [number | console 0 | vty number]

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。

（注）

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

タイトル標準/RFC

--なし

MIB

MIB のリンク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

本リリースでサポートするすべてのMIB
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シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
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、CiscoNotificationService（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

変更内容リリース

この機能が導入されました。Cisco IOSRelease 15.0(2)EXCisco IOSRelease 15.2(5)E
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第 3 章

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-FactorPluggable（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 IPPhone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AutomaticMedium-Dependent InterfaceCrossover
（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

ケーブル接続が正しく

ない場合

ケーブル接続が正しい

場合

リモート側の
Auto-MDIX

ローカル側の
Auto-MDIX

リンクアップリンクアップ点灯点灯

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点灯消灯

リンクダウンリンクアップ消灯消灯

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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# configure terminal

ステップ 2   

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 3   

gigabitethernet1/0/1

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)# speed auto

ステップ 4   

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)# duplex auto

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   

（任意）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

ステップ 7   

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 のリンク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

本リリースでサポートするすべてのMIB

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
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、CiscoNotificationService（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

変更内容リリース

この機能が導入されました。Cisco IOS Release 15.0(2)EXCisco IOS Release 15.2(5)E
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第 4 章

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。
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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（30W）
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

デフォルト設定機能

ディセーブルLLDPグローバルステート

120秒LLDPホールドタイム（廃棄までの
時間）

30秒LLDPタイマー（パケット更新頻
度）

2秒LLDP再初期化遅延

ディセーブル（すべての TLVとの送受信）LLDP tlv-select

ディセーブル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
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デフォルト設定機能

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 med-tlv-select

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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# configure terminal

ステップ 2   

スイッチで LLDPをグローバルにイネーブルにしま
す。

lldp run

例：

Switch (config)# lldp run

ステップ 3   

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。

interface interface-id

例：

Switch (config)# interface

ステップ 4   

gigabitethernet2/0/1

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。

lldp transmit

例：

Switch(config-if)# lldp transmit

ステップ 5   

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。

lldp receive

例：

Switch(config-if)# lldp receive

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   
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目的コマンドまたはアクション

設定を確認します。show lldp

例：

Switch# show lldp

ステップ 8   

（任意）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

ステップ 9   

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。

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。（注）

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

（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。

lldp holdtime seconds

例：

Switch(config)# lldp holdtime 120

ステップ 3   

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。

lldp reinit delay

例：

Switch(config)# lldp reinit 2

ステップ 4   

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。

lldp timer rate

例：

Switch(config)# lldp timer 30

ステップ 5   

指定できる範囲は 5～ 65534秒です。デフォルトは 30
秒です。

（任意）送受信する LLDP TLVを指定します。lldp tlv-select

例：

Switch(config)# tlv-select

ステップ 6   

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。

interface interface-id

例：

Switch (config)# interface

ステップ 7   

gigabitethernet2/0/1
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目的コマンドまたはアクション

（任意）送受信する LLDP-MED TLVを指定します。lldp med-tlv-select

例：

Switch (config-if)# lldp

ステップ 8   

med-tlv-select inventory management

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch (config-if)# end

ステップ 9   

設定を確認します。show lldp

例：

Switch# show lldp

ステップ 10   

（任意）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

ステップ 11   

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

説明LLDP-MED TLV

LLDP-MEDインベントリ管理 TLVinventory-management

LLDP-MEDロケーション TLVlocation

LLDP-MEDネットワークポリシー TLVnetwork-policy
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説明LLDP-MED TLV

LLDP-MED電源管理 TLVpower-management

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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。

interface interface-id

例：

Switch (config)# interface

ステップ 3   

gigabitethernet2/0/1

イネーブルにする TLVを指定します。lldp med-tlv-select

例：

Switch(config-if)# lldp med-tlv-select

ステップ 4   

inventory management
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目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 5   

（任意）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

ステップ 6   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

グ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 2   

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

定できる範囲は 1～ 4294967295です。

network-policy profile profile number

例：

Switch(config)# network-policy

ステップ 3   

profile 1

ポリシー属性の設定：{voice | voice-signaling} vlan [vlan-id
{cos cvalue | dscp dvalue}] | [[dot1p

ステップ 4   

• 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)#
• vlan：音声トラフィックのネイティブ VLANを指定しま
す。voice vlan 100 cos 4

• 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）IEEE802.1p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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目的コマンドまたはアクション

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)# exit

ステップ 5   

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。

interface interface-id

例：

Switch (config)# interface

ステップ 6   

gigabitethernet2/0/1

ネットワークポリシープロファイル番号を指定します。network-policy profile number

例：

Switch(config-if)# network-policy

ステップ 7   

1

ネットワークポリシー TLVを指定します。lldp med-tlv-select network-policy

例：

Switch(config-if)# lldp

ステップ 8   

med-tlv-select network-policy

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 9   

設定を確認します。show network-policy profile

例：

Switch# show network-policy profile

ステップ 10   

（任意）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

ステップ 11   

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

69

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、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

説明コマンド

トラフィックカウンタを0にリセットします。clear lldp counters

LLDPネイバー情報テーブルを削除します。clear lldp table

NMSP統計カウンタをクリアします。clear nmsp statistics

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

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。

show lldp entry entry-name
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説明コマンド

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 interface [interface-id]

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 neighbors [interface-id] [detail]

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 lldp traffic

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 admin-tag string

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 civic-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 location elin-location identifier id

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 network-policy profile

NMSP情報を表示します。show nmsp
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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 のリンク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

本リリースでサポートするすべてのMIB

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
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、CiscoNotificationService（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

変更内容リリース

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

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。

スイッチは CPUでジャンボフレームをサポートします。（注）
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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

目的コマンドまたはアクション

グ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# configure terminal

ステップ 1   

（任意）10または 100Mbps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。

system mtu bytes

例：
Switch(config)# system mtu 2500

ステップ 2   

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。

system mtujumbo bytes

例：
Switch(config)# system mtu jumbo 7500

ステップ 3   

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

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。copyrunning-config startup-config

例：
Switch# copy running-config
startup-config

ステップ 5   

do show system mtuステップ 6   

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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第 6 章

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
PoweroverEthernet（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 7W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。

• IEEE802.3a：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

switchから要求される最大電力レベルクラス

15.4 W0（クラスステータスは不明）

4 W1

7 W2

15.4 W3

30 W（IEEE 802.3atタイプ 2準拠の受電デバイ
スの場合）

4

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。

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。

（注）

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。

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。

（注）

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 15.4W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。

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。

（注）

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 automax6300インタ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 6.3W（6300mW）です。装置が最大で 6.3W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。

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。

（注）

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。

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。

（注）
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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

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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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# configure terminal

ステップ 2   

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。

interface interface-id

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

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

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
す。

power inline {auto [max
max-wattage] | never | static [max
max-wattage]}

ステップ 4   

• 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
す。これがデフォルト設定です。

例：
Switch(config-if)# power
inline auto

• maxmax-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。

• maxmax-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。

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。

（注）

• 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。

（注）

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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：
Switch(config-if)# end

ステップ 5   

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

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

例：
Switch# show power inline

ステップ 6   

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。copy running-config
startup-config

ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクション

例：

Switch# copy running-config
startup-config

持続性 PoE の設定

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。

（注）

持続性 PoEを設定するには、次の手順を実行します。

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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

グ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# configure terminal

ステップ 2   

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。

interface interface-id

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

ステップ 3   

持続性 PoEを設定します。power inline port poe-ha

例：

Switch(config-if)# power inline port

ステップ 4   

poe-ha

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 5   

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 15,400mW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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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。

注意

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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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# configure terminal

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）CDPをディセーブルにします。no cdp run

例：
Switch(config)# no cdp run

ステップ 3   

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。

power inline consumption default wattage

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

ステップ 4   

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）

特権 EXECモードに戻ります。end

例：
Switch(config)# end

ステップ 5   

消費電力のステータスを表示します。show power inline consumption default

例：
Switch# show power inline consumption
default

ステップ 6   

（任意）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

ステップ 7   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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# configure terminal

ステップ 2   

（任意）CDPをディセーブルにします。no cdp run

例：
Switch(config)# no cdp run

ステップ 3   

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。

interface interface-id

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

ステップ 4   

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。

power inline consumption wattage

例：
Switch(config-if)# power inline
consumption 5000

ステップ 5   

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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：
Switch(config-if)# end

ステップ 6   

電力消費データを表示します。show power inline consumption

例：
Switch# show power inline consumption

ステップ 7   

（任意）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

ステップ 8   

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。

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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

グ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# configure terminal

ステップ 2   

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。

interface interface-id

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

ステップ 3   

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 [action{log |
errdisable}]

例：
Switch(config-if)# power inline
police

ステップ 4   

• power inlinepolice：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。

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。

（注）

• 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。

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 5   

（任意）PoEerrdisable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。

次のいずれかを使用します。ステップ 6   

• errdisable detect cause inline-power
デフォルトでは、回復間隔は 300秒です。
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目的コマンドまたはアクション

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 cause
inline-power

• 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

特権 EXECモードに戻ります。exit

例：
Switch(config)# exit

ステップ 7   

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。

次のいずれかを使用します。ステップ 8   

• show power inline police

• show errdisable recovery

例：
Switch# show power inline police

Switch# show errdisable recovery

（任意）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

ステップ 9   

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

目的コマンド

（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。

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

電力ポリシングのデータを表示します。show power inline police

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。

（注）

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 consumption/allocation'
command may cause damage to the
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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.

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

95

PoE の設定例



   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

96

PoE の設定例



第 7 章

EEE の設定

• 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

目的コマンドまたはアクション

グ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# configure terminal

ステップ 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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 2   

gigabitethernet1/0/1

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

power efficient-ethernet auto

例：

Switch(config-if)# power

ステップ 3   

トナーに EEEをアドバタイズし、自動ネゴシエート
します。

efficient-ethernet auto

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。

no power efficient-ethernet auto

例：

Switch(config-if)# no power

ステップ 4   

efficient-ethernet auto

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）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

ステップ 6   

startup-config

EEE のモニタリング

表 12：EEE 設定を表示するコマンド

目的コマンド

指定インターフェイスの EEE機能を表示します。show eee capabilities 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。

show eee status interface interface-id

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 のリンク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

本リリースでサポートするすべてのMIB

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
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、CiscoNotificationService（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

変更内容リリース

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

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。

（注）

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、IGMPJoin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

ポートパケットのタイプ宛先アドレス

1、2IGMP224.1.2.3

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 IGMPJoin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

ポートパケットのタイプ宛先アドレス

1, 2, 5IGMP224.1.2.3

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。

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。

（注）
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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

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。

（注）

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

デフォルト設定機能

グローバルおよび VLAN単位でイネーブルIGMPスヌーピング

未設定マルチキャストルータ

ディセーブルIGMPスヌーピング即時脱退

未設定スタティックグループ

2TCN1フラッドクエリカウント

ディセーブル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

イネーブルIGMPレポート抑制

1 (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

スイッチ上で、MVRは IGMPスヌーピングと共存できます。（注）

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 IGMPLeave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

デフォルト設定機能

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

MVR

未設定マルチキャストアドレス

0.5秒クエリーの応答時間

VLAN 1マルチキャスト VLAN

互換モード

受信ポートでも送信元ポートでもないインターフェイスのデフォルト（ポート

単位）
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デフォルト設定機能

すべてのポートでディセーブル即時脱退

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。

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。

（注）

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

デフォルト設定機能

適用なしIGMPフィルタ

最大数の設定なし

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。

（注）

IGMPグループの最大数

未定義IGMPプロファイル

範囲で示されたアドレスを拒否IGMPプロファイルアクション

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。
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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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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。

ip igmp snooping

例：

Switch(config)# ip igmp snooping

ステップ 3   

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。

（注）

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# copy running-config

ステップ 5   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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。

ip igmp snooping vlan vlan-id

例：

Switch(config)# ip igmp snooping

ステップ 3   

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。

vlan 7

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。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

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# copy running-config

ステップ 5   

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-IndependentMulticast（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

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。

（注）

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-idmrouterlearn {cgmp | pim-dvmrp }
4. end
5. show ip igmp snooping
6. copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

マルチキャストルータの学習方式を指定します。ip igmp snooping vlan vlan-id
mrouterlearn {cgmp | pim-dvmrp }

ステップ 3   

• 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。例：

Switch(config)# ip igmp snooping
vlan 1 mrouter learn cgmp • 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。

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。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

設定を確認します。show ip igmp snooping

例：

Switch# show ip igmp snooping

ステップ 5   

（任意）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

ステップ 6   

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。

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。（注）

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

グ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 2   

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。

ip igmp snooping vlan vlan-idmrouter
interface interface-id

例：

Switch(config)# ip igmp snooping vlan

ステップ 3   

•指定できる VLAN IDの範囲は 1～ 1001および 1006～
4094です。

•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。

5 mrouter interface
gigabitethernet1/0/1

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。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 4   

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。

show ip igmp snooping mrouter [vlan
vlan-id]

例：

Switch# show ip igmp snooping mrouter

ステップ 5   

vlan 5

（任意）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

ステップ 6   

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）
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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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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。

ip igmp snooping vlan vlan-idstatic
ip_addressinterface interface-id

例：

Switch(config)# ip igmp snooping vlan

ステップ 3   

• vlan-idは、マルチキャストグループのVLANIDです。
指定できる範囲は 1～ 1001または 1006～ 4094です。

• ip-addressは、グループの IPアドレスです。105 static 230.0.0.1 interface
gigabitethernet1/0/1

• 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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目的コマンドまたはアクション

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。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 4   

メンバポートおよび IPアドレスを確認します。show ip igmp snooping groups

例：

Switch# show ip igmp snooping groups

ステップ 5   

（任意）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

ステップ 6   

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。

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）

   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

126

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 vlan vlan-idimmediate-leave
4. end
5. show ip igmp snooping vlan vlan-id
6. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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。

ip igmp snooping vlan
vlan-idimmediate-leave

例：

Switch(config)# ip igmp snooping vlan

ステップ 3   

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。

（注）

21 immediate-leave

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 4   

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。

show ip igmp snooping vlan vlan-id

例：

Switch# show ip igmp snooping vlan 21

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 6   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   
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目的コマンドまたはアクション

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。

ip igmp snooping
last-member-query-interval time

例：

Switch(config)# ip igmp snooping

ステップ 3   

デフォルトの脱退時間は 1000ミリ秒です。

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。

（注）

last-member-query-interval 1000

（任意）VLANインターフェイス上で IGMP脱退時間を設定
します。有効値は 100～ 32767ミリ秒です。

ip igmp snooping vlan
vlan-idlast-member-query-interval time

例：

Switch(config)# ip igmp snooping vlan

ステップ 4   

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。

（注）

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。

（注）
210 last-member-query-interval 1000

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 5   

（任意）設定された IGMP脱退時間を表示します。show ip igmp snooping

例：

Switch# show ip igmp snooping

ステップ 6   

（任意）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

ステップ 7   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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。

ip igmp snooping tcn flood query count
count

例：

Switch(config)# ip igmp snooping tcn

ステップ 3   

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。
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目的コマンドまたはアクション

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。

（注）flood query count 3

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 4   

TCNの設定を確認します。show ip igmp snooping

例：

Switch# show ip igmp snooping

ステップ 5   

（任意）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

ステップ 6   

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 IGMPLeave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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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

ip igmp snooping tcn query solicit

例：

Switch(config)# ip igmp snooping tcn

ステップ 3   

（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。
query solicit

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。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 4   

TCNの設定を確認します。show ip igmp snooping

例：

Switch# show ip igmp snooping

ステップ 5   

（任意）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

ステップ 6   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 3   

gigabitethernet 1/0/1

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。

no ip igmp snooping tcn flood

例：

Switch(config-if)# no ip igmp

ステップ 4   

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。
snooping tcn flood

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。

（注）

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

133

IGMP スヌーピングおよび MVR の設定方法



目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 5   

TCNの設定を確認します。show ip igmp snooping

例：

Switch# show ip igmp snooping

ステップ 6   

（任意）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

ステップ 7   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

IGMPスヌーピングクエリアをイネーブルにします。ip igmp snooping querier

例：

Switch(config)# ip igmp snooping querier

ステップ 3   

（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

ip igmp snooping querier address ip_address

例：

Switch(config)# ip igmp snooping querier

ステップ 4   

は IGMPクエリアに設定されたグローバル IPアドレス
を使用します。

address 172.16.24.1 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。

（注）

（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。

ip igmp snooping querier query-interval
interval-count

例：

Switch(config)# ip igmp snooping querier

ステップ 5   

query-interval 30

（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。

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

例：

Switch(config)# ip igmp snooping querier

ステップ 6   

tcn query interval 20
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目的コマンドまたはアクション

（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。

ip igmp snooping querier timer expiry timeout

例：

Switch(config)# ip igmp snooping querier

ステップ 7   

timer expiry 180

（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。

ip igmp snooping querier version version

例：

Switch(config)# ip igmp snooping querier

ステップ 8   

version 2

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 9   

（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

show ip igmp snooping vlan vlan-id

例：

Switch# show ip igmp snooping vlan 30

ステップ 10   

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。

copy running-config startup-config

例：

Switch# copy running-config

ステップ 11   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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。

no ip igmp snooping
report-suppression

例：

Switch(config)# no ip igmp snooping

ステップ 3   

IGMPレポート抑制はデフォルトでイネーブルです。

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。

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。

（注）

report-suppression

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

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。

show ip igmp snooping

例：

Switch# show ip igmp snooping

ステップ 5   

（任意）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

ステップ 6   

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（MVRVLAN以外）、最初にMVRをイネーブルに
する必要があります。

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、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。

（注）
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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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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 3   

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

mvr group ip-address [count]

例：

Switch(config)# mvr group

ステップ 4   

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228.1.23.4

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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目的コマンドまたはアクション

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。

（注）

（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
mvrquerytime value

例：

Switch(config)# mvr querytime

ステップ 5   

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。10

（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。

mvrvlan vlan-id

例：

Switch(config)# mvr vlan 22

ステップ 6   

VLANの範囲は 1～ 1001および 1006～ 4094です。デフォルトは
VLAN 1です。

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

例：

Switch(config)# mvr mode

ステップ 7   

• 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。

dynamic

デフォルトは compatibleモードです。

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。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 8   

設定を確認します。次のいずれかを使用します。ステップ 9   

• show mvr

• show mvr members

例：

Switch# show mvr

OR
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目的コマンドまたはアクション

Switch# show mvr members

（任意）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

ステップ 10   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

グ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 2   

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 3   

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 4   

gigabitethernet1/0/2

MVRポートを次のいずれかに設定します。mvr type {source | receiver}

例：

Switch(config-if)# mvr type

ステップ 5   

• 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
receiver

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 IGMPLeave
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。

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。

（注）

（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

mvr vlan vlan-idgroup [ip-address]

例：

Switch(config-if)# mvr vlan 22

ステップ 6   

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。
group
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目的コマンドまたはアクション

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。

（注）

レシーバポートは、IGMPJoin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。

228.1.23.4

（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。mvr immediate

例：

Switch(config-if)# mvr immediate

ステップ 7   

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。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 8   

設定を確認します。次のいずれかを使用します。ステップ 9   

• 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

（任意）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

ステップ 10   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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

ip igmp profile profile number

例：

Switch(config)# ip igmp

ステップ 3   

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。profile 3

• 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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目的コマンドまたはアクション

• 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。

（注）

（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。

permit | deny

例：

Switch(config-igmp-profile)#

ステップ 4   

permit

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

range ip multicast address

例：

Switch(config-igmp-profile)#

ステップ 5   

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 229.9.9.0
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。

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 ipmulticast 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。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 6   

プロファイルの設定を確認します。show ip igmp profile profile
number

ステップ 7   

例：

Switch# show ip igmp profile
3
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目的コマンドまたはアクション

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 8   

（任意）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

ステップ 9   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 3   

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。

gigabitethernet1/0/1

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。

ip igmp filter profile number

例：

Switch(config-if)# ip igmp filter

ステップ 4   

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。

（注）

321

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 5   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 6   

（任意）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

ステップ 7   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 3   

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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目的コマンドまたはアクション

gigabitethernet1/0/2

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。

ip igmp max-groups number

例：

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

ステップ 4   

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。

（注）
20

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 5   

入力を確認します。show running-config interface interface-id

例：

Switch# show running-config interface

ステップ 6   

gigabitethernet1/0/1

（任意）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

ステップ 7   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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、

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 3   

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。gigabitethernet 1/0/1

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
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。

ip igmpmax-groups action {deny
| replace}

例：

Switch(config-if)# ip igmp

ステップ 4   

• 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max-groups action replace
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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目的コマンドまたはアクション

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。

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 igmpmax-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。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 5   

入力を確認します。show running-config interface
interface-id

ステップ 6   

例：

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

（任意）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

ステップ 7   

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

目的コマンド

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 [vlan vlan-id
[detail] ]

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。

show ip igmp snooping groups [count
|dynamic [count] | user [count]]
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目的コマンド

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 groups vlan
vlan-id [ip_address | count | dynamic
[count] | user[count]]

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。

（注）

（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。

show ip igmp snooping mrouter [vlan
vlan-id]

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。

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

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

目的コマンド

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 mvr

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

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。

show mvr members [ip-address]

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

目的コマンド

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 ip igmp profile [profile number]

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。

show running-config [interface interface-id]

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# configure terminal
Switch# ip igmp snooping vlan 105 static 224.2.4.12 interface gigabitethernet1/0/1
Switch# 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、showip 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)# mvr
Switch(config)# mvr group 228.1.23.4
Switch(config)# mvr querytime 10
Switch(config)# mvr vlan 22
Switch(config)# mvr 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

マニュアルタイトル関連項目

『IGMP Snooping and MVR Configuration
Guide,Cisco IOS Release 15.2(2)E（Catalyst 2960-X
Switch）』

この章で使用するコマンドの完全な構文および

使用方法の詳細。

『Cisco IOSMaster Commands List, All Releases』Cisco IOSコマンド

標準および RFC

タイトル標準/RFC

『Host Extensions for IP Multicasting』RFC 1112

『Internet GroupManagement Protocol, Version 2』RFC 2236
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MIB

MIB のリンク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

本リリースでサポートするすべてのMIB

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
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、CiscoNotificationService（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

変更内容リリース

この機能が導入されました。Cisco IOS Release 15.0(2)EXCisco IOS Release 15.2(5)E
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第 9 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
IPVersion 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。

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。

（注）

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。

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。

（注）

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MLDv1Doneメッセージ（IGMPLeave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、ipv6mld 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

デフォルト設定機能

ディセーブルMLDスヌーピング（グローバル）

イネーブルVLANMLD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。

MLDスヌーピング（VLAN単位）

未設定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

ディセーブルMLDスヌーピング即時脱退

グローバル：2、VLAN単位：0

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。

（注）

MLDスヌーピングの堅牢性変数

グローバル：2、VLAN単位：0

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。

（注）

最後のリスナークエリーカウント

グローバル：1000（1秒）、VLAN：0

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。

（注）

最後のリスナークエリーインターバ

ル

ディセーブルTCNクエリー送信請求

2TCNクエリーカウント

イネーブルMLDリスナー抑制
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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、IPv6MLD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、IPv6MLD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

目的コマンドまたはアクション

グ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# configure terminal

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

スイッチでMLDスヌーピングをイネーブルにし
ます。

ipv6 mld snooping

例：

Switch(config)# ipv6 mld snooping

ステップ 2   

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 3   

（任意）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

ステップ 4   

startup-config

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

ステップ 5   

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

目的コマンドまたはアクション

グ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# configure terminal

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

スイッチでMLDスヌーピングをイネーブルにします。ipv6 mld snooping

例：

Switch(config)# ipv6 mld snooping

ステップ 2   

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。

ipv6 mld snooping vlan vlan-id

例：

Switch(config)# ipv6 mld snooping

ステップ 3   

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。

（注）
vlan 1

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# ipv6 mld snooping

ステップ 4   

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

目的コマンドまたはアクション

グ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# configure terminal

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

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。

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

例：

Switch(config)# ipv6 mld snooping vlan 1

ステップ 2   

• vlan-idは、マルチキャストグループの VLAN IDで
す。指定できる VLAN IDの範囲は 1～ 1001および
1006～ 4094です。static FF12::3 interface gigabitethernet

0/1 • 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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 3   

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。

次のいずれかを使用します。ステップ 4   

• show ipv6 mld snooping address

• 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）

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。（注）

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

目的コマンドまたはアクション

グ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# configure terminal

ステップ 1   

マルチキャストルータのVLAN IDを指定して、マルチキャ
ストルータにインターフェイスを指定します。

ipv6 mld snooping vlan vlan-id mrouter
interface interface-id

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

ステップ 2   

•指定できる VLAN IDの範囲は 1～ 1001および 1006～
4094です。

•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。指定できるポート

チャネルの範囲は 1～ 48です。

0/2

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。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。end

例：
Switch(config)# end

ステップ 3   

VLANインターフェイスで IPv6MLD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。

show ipv6 mld snooping mrouter [vlan
vlan-id ]

例：
Switch# show ipv6 mld snooping mrouter
vlan 1

ステップ 4   

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

目的コマンドまたはアクション

グ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# configure terminal

ステップ 1   

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。

ipv6 mld snooping vlan vlan-id immediate-leave

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

ステップ 2   

特権 EXECモードに戻ります。end

例：
Switch(config)# end

ステップ 3   

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。

show ipv6 mld snooping vlan vlan-id

例：
Switch# show ipv6 mld snooping vlan 1

ステップ 4   

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

目的コマンドまたはアクション

グ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# configure terminal

ステップ 1   

（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。

ipv6 mld snooping robustness-variable
value

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

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

（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

ipv6 mld snooping vlan vlan-id
robustness-variable value

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

ステップ 3   

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。

（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

ipv6 mld snooping
last-listener-query-count count

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

ステップ 4   

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。

（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。

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 5   

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

ipv6 mld snooping
last-listener-query-interval 間隔

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

ステップ 6   

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。

（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

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 7   

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

ipv6 mld snooping tcn query solicit

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

ステップ 8   

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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目的コマンドまたはアクション

（任意）TCNがイネーブルの場合、送信されるTCNクエリー
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。

ipv6 mld snooping tcn flood query count
count

例：
Switch(config)# ipv6 mld snooping tcn
flood query count 5

ステップ 9   

特権 EXECモードに戻ります。endステップ 10   

（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。

show ipv6 mld snooping querier [vlan
vlan-id]

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

ステップ 11   

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

目的コマンドまたはアクション

グ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# configure terminal

ステップ 1   

MLDメッセージ抑制をディセーブルにします。no ipv6mld snooping listener-message-suppression

例：
Switch(config)# no ipv6 mld snooping
listener-message-suppression

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードに戻ります。end

例：
Switch(config)# end

ステップ 3   

IPv6MLD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。

show ipv6 mld snooping

例：
Switch# show ipv6 mld snooping

ステップ 4   

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

目的コマンド

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 [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。

show ipv6 mld snooping mrouter [vlan vlan-id ]
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目的コマンド

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 querier [vlan vlan-id ]

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 ]
[count | dynamic | user ]

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。

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

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

   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

176

MLD スヌーピングの設定例



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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• IPv6ユニキャストルーティングの設定, 181 ページ
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第 10 章

IPv6 ユニキャストルーティングの設定

• 機能情報の確認, 181 ページ

• IPv6ホスト機能の設定に関する情報, 181 ページ

• IPv6ユニキャストルーティングの設定例, 192 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 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。

IPv6ホスト機能を使用するには、スイッチが LANBaseイメージを実行している必要がありま
す。

（注）

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。

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。
（注）

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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「ImplementingAddressing andBasicConnectivity」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
（1111111010）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。DNSAAAA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 IPv4HTTPサーバと IPv6HTTP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

デフォルト設定機能

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

SDMテンプレート

未設定IPv6アドレス

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。

   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

186

IPv6 ホスト機能の設定に関する情報



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

目的コマンドまたはアクション

グ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 1   

IPv6対応のユニキャストルーティングを有効にします。ipv6unicast-routing

例：

Switch(config)# ipv6 unicast-routing

ステップ 2   

イン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。
interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 3   

gigabitethernet 1/0/1

次のいずれかを使用します。ステップ 4   • 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• ipv6 address ipv6-prefix/prefix length

eui-64 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
• ipv6 address ipv6-address/prefix length 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。• ipv6 address ipv6-address link-local
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目的コマンドまたはアクション

•インターフェイスの IPv6アドレスを手動で設定しま
す。

• ipv6 enable

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

•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 5   

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 6   

入力を確認します。show ipv6 interface interface-id

例：

Switch# show ipv6 interface

ステップ 7   

gigabitethernet 1/0/1

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存し

ます。

copyrunning-configstartup-config

例：
Switch# copy running-config
startup-config

ステップ 8   

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

目的コマンドまたはアクション

グ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 1   

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。

ipv6 icmp error-interval interval [bucketsize]

例：

Switch(config)# ipv6 icmp error-interval

ステップ 2   

• interval：バケットに追加されるトークンの間隔
（ミリ秒）。指定できる範囲は 0～ 2147483647
ミリ秒です。

50 20

• 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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 3   

入力を確認します。show ipv6 interface [interface-id]

例：

Switch# show ipv6 interface

ステップ 4   

gigabitethernet 1/0/1

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保

存します。

copyrunning-configstartup-config

例：

Switch# copy running-config

ステップ 5   

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。

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。（注）

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 IPv6Configuration
Library』の「Implementing Static Routes for IPv6」の章を参照してください。

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グ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 1   

スタティック IPv6ルートを設定します。ipv6 route ipv6-prefix/prefix length
{ipv6-address | interface-id

ステッ

プ 2   • 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
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

す。

[ipv6-address]} [administrative
distance]

例：

Switch(config)# ipv6 route

• /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。2001:0DB8::/32
gigabitethernet2/0/1 130

• 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RFC2373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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目的コマンドまたはアクション

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）。

（注）

• 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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステッ

プ 3   

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。次のいずれかを使用します。ステッ

プ 4   •• 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。

show ipv6 static
[ipv6-address |
ipv6-prefix/prefix length ]

• 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

[interface interface-id ]
[detail]][recursive] [detail]

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。

• show ipv6 route static
[ updated ]

• detail：（任意）次に示す追加情報を表示します。

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

◦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

◦無効なルートの場合、ルートが無効な理由
gigabitethernet2/0/1

または

Switch# show ipv6 route static

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。copyrunning-configstartup-config

例：

Switch# copy running-config

ステッ

プ 5   

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

目的コマンド

アクセスリストのサマリーを表示します。show ipv6 access-list

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 cef

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 interfaceinterface-id

宛先キャッシュごとに IPv6MTUを表示します。show ipv6 mtu

IPv6ネイバーキャッシュエントリを表示しま
す。

show ipv6 neighbors

IPv6プレフィックスリストを表示します。show ipv6 prefix-list

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 protocols

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 rip

IPv6ルートテーブルエントリを表示します。show ipv6 route

IPv6スタティックルートを表示します。show ipv6 static

IPv6トラフィックの統計情報を表示します。show ipv6 traffic

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

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

193

IPv6 ユニキャストルーティングの設定例



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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第 11 章

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。

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。

（注）

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。

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。

（注）

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MACACL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

目的コマンドまたはアクション

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 1   

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 2   

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。

ステップ 3   

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。

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。

（注）

• 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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステッ

プ 1   

グ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 2   

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。

ipv6access-listaccess-list-name

例：
ipv6 access-list access-list-name

ステッ

プ 3   

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。

{deny|permit} protocol

例：
{deny | permit} protocol
{source-ipv6-prefix/prefix-length | any | host

ステッ

プ 4   

• 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、

source-ipv6-address}
[operator
[port-number]]{destination-ipv6-prefix/prefix-length ipv6、pcp、stcp、tcp、udp、または IPv6プロト| any |host destination-ipv6-address}

コル番号を表す 0～ 255の整数を使用できま
す。

[operator [port-number]][dscp value] [fragments][log]
[log-input] [routing][sequence value]
[time-range name]

• 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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目的コマンドまたはアクション

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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目的コマンドまたはアクション

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。

（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}

ステッ

プ 5   

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。

[operator
[port-number]]{destination-ipv6-prefix/prefix-length
| any |hostdestination-ipv6-address}

• ack：確認応答（ACK）ビットセット[operator [port-number]][ack] [dscp
value][established] [fin]
[log][log-input] [neq {port |protocol}] [psh] • 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。

[range{port | protocol}] [rst][routing] [sequence
value]
[syn] [time-range name][urg]

• 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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目的コマンドまたはアクション

（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。

{deny|permit} udp

例：
{deny | permit} udp {source-ipv6-prefix/prefix-length
| any | hostsource-ipv6-address}

ステッ

プ 6   

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

[operator
ているパラメータと同じです。ただし、[operator[port-number]]{destination-ipv6-prefix/prefix-length

[port]]のポート番号またはポート名は、UDPポート| any | hostdestination-ipv6-address}
[operator [port-number]][dscp value] [log][log-input]

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。[neq {port |protocol}] [range {port |protocol}]

[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。

{deny|permit} icmp

例：
{deny | permit} icmp
{source-ipv6-prefix/prefix-length | any |

ステッ

プ 7   

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
hostsource-ipv6-address}

プ 3aの IPプロトコルの説明にあるパラメータとほ[operator [port-number]]

とんど同じですが、ICMPメッセージタイプおよび{destination-ipv6-prefix/prefix-length | any |
hostdestination-ipv6-address}

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。

[operator [port-number]][icmp-type [icmp-code]
|icmp-message] [dscpvalue] [log] [log-input]
[routing] [sequence value][time-range name]

• 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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステッ

プ 8   

アクセスリストの設定を確認します。show ipv6 access-list

例：
show ipv6 access-list

ステッ

プ 9   
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目的コマンドまたはアクション

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステッ

プ 10   

（任意）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

ステッ

プ 11   

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

目的コマンドまたはアクション

グ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# configure terminal

ステップ 1   

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

interface interface_id

例：
Switch# interface interface-id

ステップ 2   

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。

no switchport

例：
Switch# no switchport

ステップ 3   

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

ipv6 address ipv6_address

例：
Switch# ipv6 address ipv6-address

ステップ 4   

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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目的コマンドまたはアクション

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。

ipv6 traffic-filter access-list-name

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

ステップ 5   

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 6   

アクセスリストの設定を確認します。show running-configステップ 7   

（任意）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：
copy running-config startup-config

ステップ 8   

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

目的コマンドまたはアクション

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 access-list

例：
Switch# show access-lists

ステップ 1   

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。

show ipv6 access-list acl_name

例：
Switch# show ipv6 access-list
[access-list-name]

ステップ 2   
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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。

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。（注）

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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第 IV 部

レイヤ 2
• スパニングツリープロトコルの設定, 209 ページ

• 複数のスパニングツリープロトコルの設定, 239 ページ

• オプションのスパニングツリー機能の設定, 291 ページ

• EtherChannelの設定, 329 ページ

• MACアドレステーブル移動更新機能の設定, 371 ページ

• 単方向リンク検出の設定, 379 ページ





第 12 章

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
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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。

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。

（注）

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

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

211

スパニングツリープロトコルに関する情報



• 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

IEEE802.1D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 IEEE802.1t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VLANID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

拡張システム ID（VLAN ID と同設定）プライオリティ値

ビッ

ト 1
ビッ

ト 2
ビッ

ト 3
ビッ

ト 4
ビッ

ト 5
ビッ

ト 6
ビッ

ト 7
ビッ

ト 8
ビッ

ト 9
ビッ

ト 10
ビッ

ト 11
ビッ

ト 12
ビッ

ト 13
ビッ

ト 14
ビッ

ト 15
ビッ

ト 16

124816326412825651210242048409681921638432768

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）

   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

218

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。

RapidPVST+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。RapidPVST+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）（IEEE802.1w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
RapidPVST+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

Rapid PVST+MSTPPVST+

あり（PVST+に戻る）あり（制限あり）ありPVST+

あり（PVST+に戻る）ありあり（制限あり）MSTP

ありあり（PVST+に戻る）あり（PVST+に戻る）Rapid PVST+

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

デフォルト設定機能

VLAN 1上でイネーブルイネーブルステート

Rapid PVST+（PVST+とMSTPは
ディセーブル）

スパニングツリーモード
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デフォルト設定機能

32768switchプライオリティ

128スパニングツリーポートプライオリティ（インターフェイス

単位で設定可能）

1000 Mb/s：4

100 Mb/s：19

10 Mb/s：100

スパニングツリーポートコスト（インターフェイス単位で設

定可能）

128スパニングツリーVLANポートプライオリティ（VLAN単位
で設定可能）

1000 Mb/s：4

100 Mb/s：19

10 Mb/s：100

スパニングツリーVLANポートコスト（VLAN単位で設定可
能）

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

スパニングツリータイマー

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。（注）

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

スパニングツリーモードを設定します。spanning-tree mode {pvst |mst |
rapid-pvst}

ステップ 3   

• PVST+をイネーブルにするには、pvstを選択します。

例：

Switch(config)# spanning-tree
mode pvst

• MSTPをイネーブルにするには、mstを選択します。

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

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。有効なインターフェイスと

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface
GigabitEthernet1/0/1

ステップ 4   

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。

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。

spanning-tree link-type
point-to-point

例：

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

ステップ 5   

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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目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 6   

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。

clear spanning-tree
detected-protocols

例：

Switch# clear spanning-tree
detected-protocols

ステップ 7   

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。

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。

注意

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

vlan-idに指定できる範囲は 1～ 4094です。no spanning-tree vlan vlan-id

例：

Switch(config)# no spanning-tree vlan
300

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   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

指定された VLANのルートになるように、スイッチを設定し
ます。

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

例：

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

ステップ 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。

•（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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 4   

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

227

スパニングツリー機能の設定方法



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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

グ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 2   

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。

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

例：

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

ステップ 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。

•（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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 4   

ポートプライオリティの設定

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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/2

ステップ 3   

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ポートプライオリティを設定します。spanning-tree port-priority priority

例：

Switch(config-if)# spanning-tree
port-priority 0

ステップ 4   

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。spanning-treevlan
vlan-idport-priority priority

ステップ 5   

• 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：

Switch(config-if)# spanning-tree
vlan 20-25 port-priority 0

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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目的コマンドまたはアクション

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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 6   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

グ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 2   

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、

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 3   

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。spanning-tree cost cost

例：

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

ステップ 4   

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。

VLANのコストを設定します。spanning-tree vlan vlan-idcost cost

例：

Switch(config-if)#

ステップ 5   

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。
spanning-tree vlan 10,12-15,20
cost 300 • 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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 6   

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。

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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

VLANのスイッチプライオリティの設定spanning-tree vlan vlan-idpriority
priority

ステップ 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例：

Switch(config)# spanning-tree
vlan 20 priority 8192

一連のVLANを指定できます。指定できる範囲は 1～ 4094で
す。

• 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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目的コマンドまたはアクション

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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 4   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

VLANの helloタイムを設定します。helloタイムはルートスイッ
チによって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。

spanning-tree vlan vlan-idhello-time
seconds

例：

Switch(config)# spanning-tree
vlan 20-24 hello-time 3

ステップ 2   

• 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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目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 3   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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

spanning-tree vlan
vlan-idforward-time seconds

例：

Switch(config)# spanning-tree
vlan 20,25 forward-time 18

ステップ 3   

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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目的コマンドまたはアクション

• secondsに指定できる範囲は 4～ 30です。デフォルトは 15
です。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 4   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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。

spanning-tree vlan vlan-idmax-age
seconds

例：

Switch(config)# spanning-tree
vlan 20 max-age 30

ステップ 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
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目的コマンドまたはアクション

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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 4   

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。

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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

グ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 2   

1秒間停止する前に送信できる BPDU数を設定しま
す。

spanning-tree transmit hold-count value

例：

Switch(config)# spanning-tree transmit
hold-count 6

ステップ 3   

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。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 4   

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

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 active

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 detail

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 vlan vlan-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

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 interface
interface-id portfast

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。
show spanning-tree summary [totals]

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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第 13 章

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-treemst 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

Rapid PVST+MSTPPVST+

あり（PVST+に戻る）あり（制限あり）ありPVST+

あり（PVST+に戻る）ありあり（制限あり）MSTP

ありあり（PVST+に戻る）あり（PVST+に戻る）Rapid PVST+

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。

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。（注）

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 modemst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。

パスコスト値速度

2,000,00010 Mb/s

200,000100 Mb/s

20,0001 Gb/s

2,00010 Gb/s

200100 Gb/s

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、MSTVLAN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RapidPVST+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、IEEE802.1w、IEEE802.1s、および IEEE802.1D
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 3RSTPBPDUまたは IEEE802.1DSTPBPDU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

シスコ標準シスコ先行標準IEEE 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内部パスコストISTマスターパスコストCIST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CIST外部ルートパスコスト

インスタンスルートインスタンスルートMSTIリージョナルルート

ルートパスコストルートパスコストMSTI内部ルートパスコスト

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-treemstmax-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。

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。（注）

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

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。（注）

単一方向リンク障害の検出

IEEEMST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 IEEE802.1DBPDU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、IEEE802.1DSTP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

ポートがアクティブトポロジに

含まれているか

RSTP ポートステー
ト

STP ポートステー
ト（IEEE 802.1D）

Operational Status

いいえ廃棄ブロッキングイネーブル

いいえ廃棄リスニングイネーブル

はいラーニングラーニングイネーブル

はいフォワーディングフォワーディングイネーブル

いいえ廃棄ディセーブルディセーブル

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。switchA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

機能ビット

トポロジーの変化（TC）0

提案1

ポートの役割：

不明

代替ポート

ルートポート

指定ポート

2～ 3:

00

01

10

11

ラーニング4
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機能ビット

フォワーディング5

合意6

トポロジー変更確認応答（TCA）7

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TCNBPDU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 802.1DBPDU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

デフォルト設定機能

MSTPスパニングツリーモード

32768switchプライオリティ（CISTポートごとに設定可能）

128スパニングツリーポートプライオリティ（CISTポート
単位で設定可能）

1000 Mb/s：20000

100 Mb/s：20000

10 Mb/s：20000

1000 Mb/s：20000

100 Mb/s：20000

10 Mb/s：20000

スパニングツリーポートコスト（CISTポート単位で設
定可能）

3秒helloタイム

20秒転送遅延時間

20秒最大エージングタイム

20ホップ最大ホップカウント

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、RapidPVST+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 Role Sts Cost Prio.Nbr Vlans mapped
-------- ---- --- --------- -------- -------------------------------
0 Root FWD 20000 128.1 1-2,4-2999,4000-4094
3 Boun FWD 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。

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。

（注）

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-2005MSTP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

   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

262

MSTP について



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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   
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目的コマンドまたはアクション

MSTコンフィギュレーションモードを開始します。spanning-tree mst configuration

例：

Switch(config)# spanning-tree
mst configuration

ステップ 3   

VLANをMSTIにマップします。instance instance-idvlan vlan-range

例：

Switch(config-mst)# instance 1
vlan 10-20

ステップ 4   

• 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、VLAN10、20、30がMST
インスタンス 1にマップされます。

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。

name name

例：

Switch(config-mst)# name region1

ステップ 5   

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。

revision version

例：

Switch(config-mst)# revision 1

ステップ 6   

保留中の設定を表示し、設定を確認します。show pending

例：

Switch(config-mst)# show pending

ステップ 7   

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。

exit

例：

Switch(config-mst)# exit

ステップ 8   
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目的コマンドまたはアクション

MSTPをイネーブルにします。RSTPもイネーブルになります。spanning-tree mode mst

例：

Switch(config)# spanning-tree
mode mst

ステップ 9   

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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 10   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

ルートスイッチとしてスイッチを設定します。spanning-tree mst instance-idroot
primary

ステップ 3   

• 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例：

Switch(config)# spanning-tree mst 0
root primary

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。

   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

266

MSTP 機能の設定方法



目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 4   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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。spanning-tree mst instance-idroot
secondary

ステップ 3   

• 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例：

Switch(config)# spanning-tree mst 0
root secondary

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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 4   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface
GigabitEthernet1/0/1

ステップ 3   

ポートプライオリティを設定します。spanning-tree mst
instance-idport-priority priority

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

• 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例：

Switch(config-if)# spanning-tree
mst 0 port-priority 64

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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 5   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 3   

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。spanning-tree mst instance-idcost
cost

ステップ 4   

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。
例：

Switch(config-if)# spanning-tree
mst 0 cost 17031970 • 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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目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 5   

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、showrunning-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。

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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

スイッチのプライオリティを設定します。spanning-tree mst
instance-idpriority priority

ステップ 3   

• 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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 4   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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

spanning-tree mst hello-time seconds

例：

Switch(config)# spanning-tree mst
hello-time 4

ステップ 3   

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。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 4   
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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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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

spanning-tree mst forward-time
seconds

例：

Switch(config)# spanning-tree mst
forward-time 25

ステップ 3   

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。

secondsに指定できる範囲は 4～ 30です。デフォルトは 20
です。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 4   
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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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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

spanning-tree mst max-age seconds

例：

Switch(config)# spanning-tree mst
max-age 40

ステップ 3   

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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目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 4   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   
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目的コマンドまたはアクション

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。

spanning-tree mst max-hops hop-count

例：

Switch(config)# spanning-tree mst
max-hops 25

ステップ 3   

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。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 4   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface
GigabitEthernet1/0/1

ステップ 3   

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。VLANID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。

spanning-tree link-type point-to-point

例：

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

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   

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 IEEE802.1s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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface
GigabitEthernet1/0/1

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

ポートが準規格 BPDUだけを送信できることを指定し
ます。

spanning-tree mst pre-standard

例：

Switch(config-if)# spanning-tree mst
pre-standard

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   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

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。

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 2   

• clear spanning-tree detected-protocols

• 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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

PVST+シミュレーションをグローバルに有効化します。spanning-tree mst simulate pvst global

例：

Switch(config)# spanning-tree mst
simulate pvst global

ステップ 3   

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

ステップ 4   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

設定するポートを選択します。interface interface-id

例：

Switch(config)# interface gi1/0/1

ステップ 3   

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。

spanning-tree mst simulate pvst

例：

Switch(config-if)# spanning-tree mst
simulate pvst

ステップ 4   

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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 5   

設定を確認します。show spanning-tree summary

例：

Switch# show spanning-tree summary

ステップ 6   
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例

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 rapid-pvst mode
Name Blocking Listening Learning Forwarding STP Active
---------------------- -------- --------- -------- ---------- ----------
VLAN0001 2 0 0 0 2
VLAN2001 2 0 0 0 2
VLAN2002 2 0 0 0 2
---------------------- -------- --------- -------- ---------- ----------
3 vlans 6 0 0 0 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

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
す。

show spanning-tree mst configuration
digest

すべてのインスタンスのMST情報を表示します。

このコマンドは、リンクアップ動作可能状態の

ポートの情報を表示します。

（注）

このコマンドは、リンクアップ動作

可能状態のポートの情報を表示しま

す。

指定インスタンスのMST情報を表示します。

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。

（注）

show spanning-tree mst instance-id

指定インターフェイスのMST情報を表示します。show spanning-tree mstinterface
interface-id

MSTP の機能情報

変更内容リリース

この機能が導入されました。Cisco IOS Release 15.0(2)EXCisco IOS Release 15.2(5)E
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第 14 章

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）

   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

292

オプションのスパニングツリー機能について



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。

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。

注意

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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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。

（注）

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、
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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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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。注意

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。

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。

（注）

• 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。

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。

（注）

• 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。

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。

（注）

関連トピック

PortFastポートタイプの有効化, （318ページ）

Bridge Assurance
BridgeAssurance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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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。

（注）

次に、BridgeAssurance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、BridgeAssurance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BridgeAssurance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.
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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。

• BridgeAssurance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BridgeAssurance
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BridgeAssurance
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、BridgeAssurance不整合状態となります。BridgeAssurance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 BPDUGuard
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。

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。

注意

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 3   

gigabitethernet1/0/2

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 PortFastをイネーブルにします。
spanning-tree portfast {disable | edge
| network}

例：

Switch(config-if)# spanning-tree

ステップ 4   

追加オプションには次のキーワードを入力します。

•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。portfast edge

•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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目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 5   

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+、RapidPVST+、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。

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。

注意

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

BPDUガードをグローバルにイネーブルにします。spanning-tree portfast edge bpduguard
default

ステップ 3   

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。

例：

Switch(config)# spanning-tree portfast
edge bpduguard default

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/2

ステップ 4   

PortFastエッジ機能をイネーブルにします。spanning-tree portfast edge

例：

Switch(config-if)# spanning-tree portfast
edge

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   

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。

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。

注意

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。

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。

注意

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

BPDUフィルタリングをグローバルにイネーブルにし
ます。

spanning-tree portfast edge bpdufilter
default

例：

Switch(config)# spanning-tree portfast
edge bpdufilter default

ステップ 3   

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。

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/2

ステップ 4   

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。

spanning-tree portfast edge

例：

Switch(config-if)# spanning-tree
portfast edge

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   

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

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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

UplinkFastをイネーブルにします。spanning-tree uplinkfast
[max-update-rate pkts-per-second]

ステップ 3   

（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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目的コマンドまたはアクション

例：

Switch(config)# spanning-tree
uplinkfast max-update-rate 200

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。

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

ステップ 4   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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。

no spanning-tree uplinkfast

例：
Switch(config)# no spanning-tree
uplinkfast

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   

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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RapidPVST+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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

BackboneFastをイネーブルにします。spanning-tree backbonefast

例：

Switch(config)# spanning-tree
backbonefast

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   
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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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

EtherChannelガードをイネーブルにします。spanning-tree etherchannel guard misconfig

例：

Switch(config)# spanning-tree etherchannel
guard misconfig

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   
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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。

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。（注）

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/2

ステップ 3   

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。

spanning-tree guard root

例：

Switch(config-if)# spanning-tree guard
root

ステップ 4   

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。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 5   

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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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。（注）

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

目的コマンドまたはアクション

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。

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 1   

• show spanning-tree active

• show spanning-tree mst

例：

Switch# show spanning-tree active

または

Switch# show spanning-tree mst

グ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# configure terminal

ステップ 2   

ループガードをイネーブルにします。spanning-tree loopguard default

例：

Switch(config)# spanning-tree loopguard
default

ステップ 3   

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。
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目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 4   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

グ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 2   

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。

spanning-tree portfast [edge |
network | normal] default

例：

Switch(config)# spanning-tree
portfast default

ステップ 3   

•（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
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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 4   

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。

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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

設定するインターフェイスを選択します。interface interface-id | port-channel
port_channel_number

ステップ 3   

例：

Switch(config)# interface
gigabitethernet 1/0/1 | port-channel
port_channel_number

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。
spanning-tree portfast edge [trunk]

例：

Switch(config-if)# spanning-tree
portfast trunk

ステップ 4   

•（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。
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目的コマンドまたはアクション

• 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。

設定モードを終了します。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 5   

設定を確認します。show running interface interface-id |
port-channel port_channel_number

ステップ 6   

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。

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）

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

設定するインターフェイスを選択します。interface interface-id | port-channel
port_channel_number

ステップ 3   

例：

Switch(config)# interface gigabitethernet
1/0/1| port-channel port_channel_number

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。

spanning-tree portfast network

例：

Switch(config-if)# spanning-tree portfast
network

ステップ 4   

•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。

設定モードを終了します。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 5   

設定を確認します。show running interface interface-id |
port-channel port_channel_number

ステップ 6   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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。

spanning-tree bridge assurance

例：

Switch(config)# spanning-tree
bridge assurance

ステップ 3   

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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

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。

show spanning-tree summary

例：

Switch# show spanning-tree summary

ステップ 5   

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 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
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Gi1/0/1 Desg FWD 4 128.1 P2p Edge
Po4 Desg FWD 3 128.480 P2p Network
Gi4/0/1 Desg FWD 4 128.169 P2p Edge
Gi4/0/47 Desg FWD 4 128.215 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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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。

（注）

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

目的コマンド

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 active

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 detail
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目的コマンド

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

指定インターフェイスのMST情報を表示します。show spanning-tree mst interface
interface-id

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 summary [totals]

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 mst interface
interface-idportfast edge

オプションのスパニングツリー機能の機能情報

変更内容リリース

この機能が導入されました。Cisco IOS Release 15.0(2)EXCisco IOS Release 15.2(5)E
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第 15 章

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8Gb/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

説明モード

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。

auto

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。

desirable

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。

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。

（注）

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

説明モード

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。

active

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。

passive

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。

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。

注意

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
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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。

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.

（注）

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

デフォルト設定機能

割り当てなしチャネルグループ

未定義ポートチャネル論理インターフェイス

デフォルトなし。PAgPモード

すべてのポートで集約ポートラーニングPAgP学習方式

すべてのポートで 128PAgPプライオリティ

デフォルトなし。LACPモード
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デフォルト設定機能

すべてのポートで集約ポートラーニングLACP学習方式

すべてのポートで 32768LACPポートプライオリティ

32768LACPシステムプライオリティ

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。

LACPシステム ID

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 IEEE802.1x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、IEEE802.1x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-numbermode 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

自動パッシブアクティブアクター/パートナー

YesYesYesアクティブ

YesNoYesパッシブ

YesYesYes自動

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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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。

（注）

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）
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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-numbermode {auto [non-silent] | desirable [non-silent ] | on } | { active

| passive}
6. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グ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 1   

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 2   

指定できるインターフェイスは、物理ポートです。

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。

gigabitethernet2/0/1
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目的コマンドまたはアクション

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。

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。

switchport mode {access |
trunk}

例：

Switch(config-if)#

ステップ 3   

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。

switchport mode access

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。

switchport access vlan vlan-id

例：

Switch(config-if)#

ステップ 4   

switchport access vlan 22

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
channel-group-numbermode
{auto [non-silent] | desirable

ステップ 5   

channel-group-numberの範囲は 1～ 24です。[non-silent ] | on } | { active |
passive} modeには、次のキーワードのいずれか 1つを選択します。

例：

Switch(config-if)#

• 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channel-group 5 mode auto
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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目的コマンドまたはアクション

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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 6   

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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Switch> enable

ステップ 1   

•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。

configure terminal

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2   

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。

port-channel load-defer seconds

例：
Switch(config)# port-channel
load-defer 60

ステップ 3   

• 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。

interface type number

例：
Switch(config)# interface port-channel
10

ステップ 4   

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。

port-channel load-defer

例：
Switch(config-if)# port-channel
load-defer

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

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：
Switch(config-if)# end

ステップ 6   

ポートチャネルの情報を表示します。show etherchannel
channel-groupport-channel

ステップ 7   

例：
Switch# show etherchannel 1
port-channel

EtherChannelグループマスク情報を表示します。show platform pm group-masks

例：
Switch# show platform pm group-masks

ステップ 8   

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 12 0000 Gi1/0/12 3
1 10 FFFF Gi1/0/10 6
1 11 FFFF Gi1/0/11 7

11 0 11 src-mac
12 0 12 src-mac
13 0 13 src-mac
14 0 14 src-mac
15 0 15 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

目的コマンドまたはアクション

グ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# configure terminal

ステップ 1   

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 2   

gigabitethernet 1/0/2

PAgP学習方式を選択します。pagp learn-methodphysical-port

例：

Switch(config-if)# pagp

ステップ 3   

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。
learn-method physical port

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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目的コマンドまたはアクション

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。

pagp port-priority priority

例：

Switch(config-if)# pagp

ステップ 4   

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。

port-priority 200

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 5   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

LACPシステムプライオリティを設定します。lacp system-priority priority

例：

Switch(config)# lacp system-priority

ステップ 3   

指定できる範囲は 1～ 65535です。デフォルトは 32768
です。
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目的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

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 4   

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）。

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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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# configure terminal

ステップ 2   

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 3   

gigabitethernet 1/0/2

LACPポートプライオリティを設定します。lacp port-priority priority

例：

Switch(config-if)# lacp port-priority

ステップ 4   

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。

32000

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 5   

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LACPEtherChannel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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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# configure terminal

ステップ 2   

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。

interface port-channel channel-number

例：

Switch(config)# interface

ステップ 3   

channel-numberの範囲は 1～ 63です。

port-channel 2

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
port-channel min-links min-links-number

例：

Switch(config-if)# port-channel

ステップ 4   

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。
min-links 3 min-links-numberの範囲は 2～ 8です。
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目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 5   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

グ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# configure terminal

ステップ 2   

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。

interface{fastethernet | gigabitethernet |
tengigabitethernet} slot/port

例：

Switch(config)# interface
gigabitEthernet 2/1

ステップ 3   

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。

lacp rate{normal | fast}

例：

Switch(config-if)# lacp rate fast

ステップ 4   

•タイムアウトレートをデフォルトにリセットす
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 5   

設定を確認します。show lacp internal

例：

Switch# show lacp internal
Switch# show lacp counters

ステップ 6   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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。

[no] port-channel auto

例：
Switch(config)# port-channel auto

ステップ 3   

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。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。end

例：
Switch(config)# end

ステップ 4   

EtherChannelが自動的に作成されたことが表示されます。show etherchannel auto

例：
Switch# show etherchannel auto

ステップ 5   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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。

interface interface-id

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

ステップ 3   

（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

[no] channel-group auto

例：
Switch(config-if)# channel-group
auto

ステップ 4   

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。

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。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードに戻ります。end

例：
Switch(config-if)# end

ステップ 5   

EtherChannelが自動的に作成されたことが表示されます。show etherchannel auto

例：
Switch# show etherchannel auto

ステップ 6   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

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。

port-channel channel-numberpersistent

例：
Switch# port-channel 1 persistent

ステップ 2   

EtherChannel情報を表示します。show etherchannel summary

例：
Switch# show etherchannel summary

ステップ 3   

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

説明コマンド

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 lacp { 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。

clear pagp { channel-group-number counters |
counters}

EtherChannel情報が簡潔、詳細に、1行のサマ
リー形式で表示されます。負荷分散方式または

フレーム配布方式、ポート、ポートチャネル、

プロトコル、および Auto-LAG情報も表示され
ます。

show etherchannel [ channel-group-number {detail
| load-balance | port | port-channel | protocol |
summary}] [detail | load-balance | port |
port-channel | protocol | auto | summary]

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。

show pagp [ channel-group-number] {counters |
internal | neighbor}
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説明コマンド

デュアルアクティブ検出ステータスが表示され

ます。

show pagp [channel-group-number ] dual-active

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 lacp [channel-group-number ] {counters |
internal | neighbor | sys-id}

設定エントリを確認します。show running-config

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。

show etherchannel load-balance

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、VLAN10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 <--this one
spanning-tree portfast

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

（注）

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 - 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(SUA) LACP Gi1/0/45(P) Gi2/0/21(P) Gi3/0/21(P)

次の例は、port-channel 1persistent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

マニュアルタイトル関連項目

Catalyst 2960-X Switch Layer 2 Command Referenceレイヤ 2コマンドリファレンス

エラーメッセージデコーダ

リンク説明

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi

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。

標準および RFC

タイトル標準/RFC

—なし

MIB

MIB のリンク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

本リリースでサポートするすべてのMIB
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シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
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、CiscoNotificationService（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

変更内容リリース

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

Auto-LAG機能が導入されまし
た。

Cisco IOS 15.2(3)E2、Cisco IOS XE 3.7.2E
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第 16 章

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。switchC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

目的コマンドまたはアクション

グ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# configure terminal

ステップ 1   

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
interface interface-id

例：

Switch#interface

ステップ 2   

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。
gigabitethernet1/0/1

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

次のいずれかを使用します。ステップ 3   

• switchport backupinterface
interface-id 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。
• switchport backupinterface
interface-idmmu primary vlan
vlan-id

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。

例：

Switch(config-if)# switchport

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。

backup interface
gigabitethernet0/2 mmu primary
vlan 2
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目的コマンドまたはアクション

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 4   

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、

mac address-table move update
transmit

例：

Switch(config)#

ステップ 5   

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。

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

mac address-table move update
transmit

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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 6   

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

目的コマンドまたはアクション

グ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# configure terminal

ステップ 1   

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。

mac address-table move update receive

例：

Switch (config)# mac address-table move

ステップ 2   

update receive

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch (config)# end

ステップ 3   

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

目的コマンド

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。

showmac address-tablemove update
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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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第 17 章

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。

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。
注意

UDLD について
UniDirectional LinkDetection（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。

• noudldport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udldport [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

デフォルト設定機能

グローバルにディセーブルUDLDグローバルイネーブルステート

すべてのイーサネット光ファイバポート上で

ディセーブル

ポート別のUDLDイネーブルステート（光ファ
イバメディア用）

すべてのイーサネット 10/100および
1000BASE-TXポート上でディセーブル

ポート別の UDLDイネーブルステート（ツイ
ストペア（銅製）メディア用）

ディセーブルUDLDアグレッシブモード

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

目的コマンドまたはアクション

グ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# configure terminal

ステップ 1   

UDLDモードの動作を指定します。udld {aggressive | enable |
message time
message-timer-interval}

ステップ 2   

• 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

• 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。message time 10

個々のインターフェイスの設定は、udldenable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。

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。

（注）

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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目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 3   

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

目的コマンドまたはアクション

グ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# configure terminal

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 2   

gigabitethernet 1/0/1

UDLDはデフォルトでディセーブルです。udld port [aggressive]

例：

Switch(config-if)# udld port

ステップ 3   

• udldport：指定されたポート上で、UDLDを通常モードで
イネーブルにします。

• udldportaggressive：（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。

aggressive

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。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 4   

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

目的コマンド

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。
show udld [interface-id | neighbors]
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UDLD の追加リファレンス

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

Catalyst 2960-X Switch Layer 2
Command Reference

レイヤ 2コマンドリファレンス

エラーメッセージデコーダ

リンク説明

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi

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。

標準および RFC

タイトル標準/RFC

—なし

MIB

MIB のリンク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

本リリースでサポートするすべてのMIB
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シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
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、CiscoNotificationService（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

変更内容リリース

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

スタックマネージャおよびハイアベイラビ

リティ
• HSRPの設定, 391 ページ





第 18 章

HSRP の設定

• HSRPの設定, 391 ページ

• HSRPおよびスタンバイクラスタコマンドスイッチ, 415 ページ

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 IEEE802LAN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。

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。

（注）

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CiscoGroupManagementProtocol（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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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。

（注）

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

SSOHSRP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

デフォルト設定機能

Version 1HSRPバージョン

未設定HSRPグループ

0スタンバイグループ番号

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MACアドレス

100スタンバイプライオリティ

0（遅延なし）スタンバイ遅延

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

3秒スタンバイ hello時間

10秒スタンバイホールドタイム

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

目的コマンドまたはアクション

グ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(config)# configure
terminal

ステップ 1   

イン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。

interface interface-id

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

ステップ 2   

（任意）インターフェイスに HSRPバージョンを設定します。standby version {1| 2}

例：
Switch(config-if)# standby
version 1

ステップ 3   

• 1：HSRPv1を選択します。

• 2：HSRPv2を選択します。
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目的コマンドまたはアクション

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。

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。

standby[group-number] ip
[ip-address [secondary]]

例：
Switch(config-if)# standby 1
ip

ステップ 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。

•（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。

特権 EXECモードに戻りますend

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 5   

スタンバイグループの設定を確認します。show standby[interface-id[group]]

例：

Switch # show standby

ステップ 6   

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。copyrunning-configstartup-config

例：

Switch# copy running-config
startup-config

ステップ 7   
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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

目的コマンドまたはアクション

グ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 # configure terminal

ステップ 1   

イン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。
interface interface-id

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

ステップ 2   

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。

standby [group-number]
prioritypriority

例：
Switch(config-if)# standby 120
priority 50

ステップ 3   

•（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。

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。

standby [group-number] preempt
[delay [minimumseconds]
[reloadseconds] [syncseconds]]

ステップ 4   

•（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）delayreload：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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目的コマンドまたはアクション

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。

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。

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

例：
Switch(config-if)# standby
track interface
gigabitethernet1/1/1

ステップ 5   

•（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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 6   

スタンバイグループの設定を確認します。show running-configステップ 7   

（任意）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

ステップ 8   

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、standbypreempt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

目的コマンドまたはアクション

グ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 # configure terminal

ステッ

プ 1   
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目的コマンドまたはアクション

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。

interface type number

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

ステッ

プ 2   

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 3   

インターフェイスの IPアドレスを指定します。ip address ip-address mask

例：
Switch (config-if)# 10.0.0.1 255.255.255.0

ステッ

プ 4   

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。

standby[group-number]ip[ip-address[secondary]]

例：
Switch (config-if)# standby 1 ip 10.0.0.3

ステッ

プ 5   

•（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。

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

standby [group-number] priority priority

例：
Switch(config-if)# standby 1 priority 110

ステッ

プ 6   
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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目的コマンドまたはアクション

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。

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。

standby [group-number] preempt [delay
[minimum seconds] [reload seconds] [sync
seconds]]

例：
Switch(config-if)# standby 1 preempt delay
300

ステッ

プ 7   

•（任意）group-number：コマンドが適用されるグループ
番号です。

•（任意）delayminimum：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。

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。

standby[group-number]ip[ip-address[secondary]]

例：
Switch (config-if)# standby 2 ip 10.0.0.4

ステッ

プ 8   

•（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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目的コマンドまたはアクション

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。

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。

standby [group-number] preempt [delay
[minimum seconds] [reload seconds] [sync
seconds]]

例：
Switch(config-if)# standby 2 preempt delay
300

ステッ

プ 9   

•（任意）group-number：コマンドが適用されるグループ
番号です。

•（任意）delayminimum：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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：
Switch(config-if)# end

ステッ

プ 10   
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目的コマンドまたはアクション

スタンバイグループの設定を確認します。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ステッ

プ 12   

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

目的コマンドまたはアクション

グ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 # configure terminal

ステッ

プ 1   

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。

interface type number

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

ステッ

プ 2   
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目的コマンドまたはアクション

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 3   

インターフェイスの IPアドレスを指定します。ip address ip-address mask

例：
Switch (config-if)# 10.0.0.2 255.255.255.0

ステッ

プ 4   

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。

standby[group-number]ip[ip-address[secondary]]

例：
Switch (config-if)# standby 1 ip 10.0.0.3

ステッ

プ 5   

•（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。

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

standby [group-number] priority priority

例：
Switch(config-if)# standby 1 priority 110

ステッ

プ 6   
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。
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目的コマンドまたはアクション

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。

standby [group-number] preempt [delay
[minimum seconds] [reload seconds] [sync
seconds]]

例：
Switch(config-if)# standby 1 preempt delay
300

ステッ

プ 7   

•（任意）group-number：コマンドが適用されるグループ
番号です。

•（任意）delayminimum：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。

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。

standby[group-number]ip[ip-address[secondary]]

例：
Switch (config-if)# standby 2 ip 10.0.0.4

ステッ

プ 8   

•（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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目的コマンドまたはアクション

•（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。

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。

standby [group-number] preempt [delay
[minimum seconds] [reload seconds] [sync
seconds]]

例：
Switch(config-if)# standby 2 preempt delay
300

ステッ

プ 9   

•（任意）group-number：コマンドが適用されるグループ
番号です。

•（任意）delayminimum：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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：
Switch(config-if)# end

ステッ

プ 10   

スタンバイグループの設定を確認します。show running-configステッ

プ 11   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）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ステッ

プ 12   

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

目的コマンドまたはアクション

グ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 # configure terminal

ステップ 1   

イン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。
interface interface-id

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

ステップ 2   

（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。

standby [group-number]
authentication string

例：
Switch(config-if) # standby 1
authentication word

ステップ 3   

（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。

standby [group-number]
timershellotime holdtime

例：
Switch(config-if) # standby 1
timers 5 15

ステップ 4   

• group-number：コマンドが適用されるグループ番号です。

•（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）。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if) # end

ステップ 5   

スタンバイグループの設定を確認します。show running-configステップ 6   

（任意）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ステップ 7   
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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

アクション状況

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。

32個を超える HSRPグループインスタンスを
設定する。

   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

412

HSRP の設定



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。

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。

（注）

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。

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。

（注）

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。

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。

（注）

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Catalyst3750-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。

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。

（注）

•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Catalyst3750-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 2916MXL
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。
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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

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

425

Configuration Engine の設定について



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

CiscoConfigurationEngine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
CiscoConfigurationEngine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。
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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CiscoConfigurationEngine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。

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。CiscoIOS
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。

注意

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 IOSCNS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

必要な設定デバイス

出荷時の設定（コンフィギュレーションファイ

ルなし）

アクセススイッチ

• 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）

ディストリビューションスイッチ

• 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

DHCPサーバ
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必要な設定デバイス

•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

TFTPサーバ

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。

CNS Configuration Engine

2 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

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。

（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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

イベントエージェントをイネーブルにして、ゲートウェイパラメー

タを入力します。

cns event {hostname | ip-address}
[port-number] [ [keepalive seconds
retry-count] [failover-time seconds ]
[reconnect-time time] | backup]

ステップ 3   

• {hostname | ip-address}に、イベントゲートウェイのホスト名
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）。

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。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 4   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 5   

（任意）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

ステップ 6   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

CiscoIOSCNSエージェントをイネーブルにし、コンフィギュ
レーションサーバパラメータを入力します。

cns config initial {hostname | ip-address}
[port-number]

例：

Switch(config)# cns config initial

ステップ 3   

• {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。

•（任意）port numberに、コンフィギュレーションサー
バのポート番号を入力します。

10.180.1.27 10

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。

CiscoIOSCNSエージェントをイネーブルにし、コンフィギュ
レーションサーバパラメータを入力します。

cns config partial {hostname | ip-address}
[port-number]

例：

Switch(config)# cns config partial

ステップ 4   

• {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。

•（任意）port numberに、コンフィギュレーションサー
バのポート番号を入力します。

10.180.1.27 10
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目的コマンドまたはアクション

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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 5   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 6   

（任意）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

ステップ 7   

startup-config

Cisco IOSCNSエージェントを、スイッ
チで開始します。

ステップ 8   

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、CiscoConfigurationEngine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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   
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目的コマンドまたはアクション

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。

cns template connect name

例：

Switch(config)# cns template
connect template-dhcp

ステップ 3   

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。

cli config-text

例：

Switch(config-tmpl-conn)# cli ip
address dhcp

ステップ 4   

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 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)# exit

ステップ 6   

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。

cns connect name [retries number]
[retry-interval seconds] [sleep
seconds] [timeout seconds]

ステップ 7   

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）retriesnumber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。

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
ます。

discover {controller controller-type |
dlci [subinterface
subinterface-number] | interface
[interface-type] | line line-type}

ステップ 8   

• controller controller-typeに、コントローラタイプを入力しま
す。
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目的コマンドまたはアクション

例：

Switch(config-cns-conn)# discover
interface gigabitethernet

• dlciに、アクティブなデータリンク接続識別子（DLCI）を入
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。

template name [... name]

例：

Switch(config-cns-conn)# template
template-dhcp

ステップ 9   

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

ステップ 10   

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。

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-cns-conn)# exit

ステップ 11   

スイッチのホスト名を入力します。hostname name

例：

Switch(config)# hostname device1

ステップ 12   

（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。

ip route network-number

例：

RemoteSwitch(config)# ip route

ステップ 13   

172.28.129.22 255.255.255.255
11.11.11.1

（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

cns id interface num {dns-reverse |
ipaddress |mac-address} [event]
[image]

ステップ 14   

{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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目的コマンドまたはアクション

例：

RemoteSwitch(config)# cns id
GigabitEthernet1/0/1 ipaddress

• interfacenumに、インターフェイスのタイプを入力します。た
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。

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。

（注）

（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

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

例：

RemoteSwitch(config)# cns id
hostname

ステップ 15   

interface num {dns-reverse | ipaddress |mac-address} [event] [image]
コマンドを入力しないでください。

• {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UniqueDevice 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。

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

ステップ 16   

• {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：

RemoteSwitch(config)# cns config
initial 10.1.1.1 no-persist

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

•（任意）設定が完了したときの設定の成功、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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目的コマンドまたはアクション

•（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。

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。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 17   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 18   

（任意）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

ステップ 19   

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。

   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

440

Configuration Engine の設定方法



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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

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、

show cns config connections

例：

Switch# show cns config connections

ステップ 2   

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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目的コマンドまたはアクション

次のように show cns config connectionsの出力を確認
します。

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。

ステップ 3   

•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。

スイッチのイベント接続情報を表示します。show cns event connections

例：

Switch# show cns event connections

ステップ 4   

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

ステップ 5   

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。

グ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# configure terminal

ステップ 6   

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。

no cns event ip-address port-number

例：
Switch(config)# no cns event 172.28.129.22
2012

ステップ 7   

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。

cns event ip-address port-number

例：
Switch(config)# cns event 172.28.129.22
2012

ステップ 8   

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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 9   
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目的コマンドまたはアクション

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 10   

入力を確認します。show running-config

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

ステップ 12   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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、

部分設定を開始します。

cns config partial {ip-address | hostname}
[port-number] [source ip-address]

例：

Switch(config)# cns config partial
172.28.129.22 2013

ステップ 3   

• {ip-address |hostname}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。

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

号は 80です。

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

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。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 4   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 5   

（任意）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

ステップ 6   
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目的コマンドまたはアクション

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

目的コマンド

CNSCisco IOSCNSエージェントの接続のステー
タスを表示します。

show cns config connections

Switch# show cns config connections

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。
show cns config outstanding

Switch# show cns config outstanding

Cisco IOS CNSエージェントに関する統計情報
を表示します。

show cns config stats

Switch# show cns config stats

CNSイベントエージェントの接続のステータ
スを表示します。

show cns event connections

Switch# show cns event connections

スイッチのイベントゲートウェイ情報を表示し

ます。

show cns event gateway

Switch# show cns event gateway

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。

show cns event stats

Switch# show cns event stats
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目的コマンド

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。

show cns event subject

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

マニュアルタイトル関連項目

『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

Configuration Engineのセットアップ

エラーメッセージデコーダ

リンク説明

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi

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。

標準および RFC

タイトル標準/RFC

-なし
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MIB

MIB のリンク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

本リリースでサポートするすべてのMIB

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
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、CiscoNotificationService（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

変更内容リリース

この機能が導入されました。Cisco IOS Release 15.0(2)EXCisco IOS Release 15.2(5)E
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第 20 章

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。

デフォルト設定機能

イネーブル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

60秒CDPタイマー（パケット更新頻度）

180秒CDPホールドタイム（廃棄までの時間）

イネーブルCDPバージョン 2アドバタイズ

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

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。（注）

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）CDP更新の送信頻度を秒単位で設定します。cdp timer seconds

例：

Switch(config)# cdp timer 20

ステップ 3   

指定できる範囲は 5～ 254です。デフォルトは 60秒で
す。

（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。

cdp holdtime seconds

例：

Switch(config)# cdp holdtime 60

ステップ 4   

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。

cdp advertise-v2

例：

Switch(config)# cdp advertise-v2

ステップ 5   

これは、デフォルトの状態です。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 6   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 7   

（任意）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

ステップ 8   

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。

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

CDPをディセーブルにします。no cdp run

例：
Switch(config)# no cdp run

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   
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目的コマンドまたはアクション

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 5   

（任意）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

ステップ 6   

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。

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）

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

無効にされている場合は、CDPを有効にします。cdp run

例：
Switch(config)# cdp run

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   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 5   

（任意）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

ステップ 6   

startup-config
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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。

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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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。

interface interface-id

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

ステップ 3   

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。

no cdp enable

例：
Switch(config-if)# no cdp enable

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   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 6   

（任意）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

ステップ 7   

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）

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

457

CDP の設定方法



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。

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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

グ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 2   

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。

interface interface-id

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

ステップ 3   

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。

cdp enable

例：
Switch(config-if)# cdp enable

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   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 6   

（任意）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

ステップ 7   

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

説明コマンド

トラフィックカウンタを 0にリセットします。clear cdp counters

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。

clear cdp table

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

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 entry entry-name [version]
[protocol]

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 interface [interface-id]

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 neighbors [interface-id]
[detail]

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。

show cdp traffic

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

マニュアルタイトル関連項目

『NetworkManagement Command Reference, Cisco
IOS Release 15.2(2)E』

システム管理コマンド

エラーメッセージデコーダ

リンク説明

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi

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。

標準および RFC

タイトル標準/RFC

-なし

MIB

MIB のリンク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

本リリースでサポートするすべてのMIB
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シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
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、CiscoNotificationService（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

変更内容リリース

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

   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

462

Cisco Discovery Protocol の機能の履歴と情報

http://www.cisco.com/support


第 21 章

簡易ネットワーク管理プロトコルの設定

• 機能情報の確認, 463 ページ

• SNMPの前提条件, 464 ページ

• SNMPの制約事項, 466 ページ

• SNMPに関する情報, 467 ページ

• SNMPの設定方法, 472 ページ

• SNMPステータスのモニタリング, 490 ページ

• SNMPの例, 491 ページ

• その他の参考資料, 492 ページ

• 簡易ネットワーク管理プロトコルの機能の履歴と情報, 493 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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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：RFC1902～1907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。

暗号化を選択するには、privキーワードを入力します。（注）

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

結果暗号化認証レベルモデル

コミュニティスト

リングの照合を使

用して認証しま

す。

未対応コミュニティスト

リング

noAuthNoPrivSNMPv1

コミュニティスト

リングの照合を使

用して認証しま

す。

未対応コミュニティスト

リング

noAuthNoPrivSNMPv2C

ユーザ名の照合を

使用して認証しま

す。

未対応ユーザ名noAuthNoPrivSNMPv3

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。

未対応Message Digest 5
（MD5）または
Secure Hash
Algorithm（SHA）

authNoPrivSNMPv3

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

465

SNMP の前提条件



結果暗号化認証レベルモデル

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

データ暗号規格

（DES）または
Advanced
Encryption Standard
（AES）

MD5または SHAauthPrivSNMPv3

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

説明動作

特定の変数から値を取得します。get-request

テーブル内の変数から値を取得します。3get-next-request

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-bulk-request4

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。

get-response

特定の変数に値を格納します。set-request

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。

trap

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。
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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、CiscoPrime Infrastructureネットワーク管理ソフトウェアがあります。CiscoPrime
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-serverhost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。

SNMPv1は informsをサポートしていません。（注）

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

ifIndex 範囲インターフェイスタイプ

1～ 4999SVI5

5001～ 5048EtherChannel

5078～ 5142トンネル

10000～ 14500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）

14501ヌル

24567+ループバックおよびトンネル

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

デフォルト設定機能

ディセーブル7SNMPエージェント

未設定SNMPトラップレシーバ
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デフォルト設定機能

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トラップ

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。

SNMPバージョン

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。
SNMPv3認証

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。SNMP通知タイプ

7
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
nosnmp-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
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

SNMPエージェント動作をディセーブルにしま
す。

no snmp-server

例：

Switch(config)# no snmp-server

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   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 5   

（任意）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

ステップ 6   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

コミュニティストリングを設定します。snmp-server community string[view
view-name][ro|rw][access-list-number]

ステップ 3   

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。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

例：

Switch(config)# snmp-server
community comaccess ro 4

• stringには、パスワードと同様に機能し、SNMPプロトコルへ
のアクセスを許可するストリングを指定します。任意の長さの

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。

（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
access-list-number{deny|permit}
source[source-wildcard]

ステップ 4   

• 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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 6   

（任意）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

ステップ 7   

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][writewriteview][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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステッ

プ 1   

グ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 2   

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。

snmp-server engineID{local
engineid-string|remote ip-address[udp-port
port-number] engineid-string}

ステッ

プ 3   

• engineid-stringは、SNMPのコピー名を指定する 24文字
の IDストリングです。後続ゼロが含まれる場合は、24例：

Switch(config)# snmp-server engineID local
1234

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。

リモートデバイス上で新しいSNMPグループを設定します。snmp-server group
group-name{v1|v2c|v3{auth|noauth|priv}}[read

ステッ

プ 4   
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目的コマンドまたはアクション

group-nameには、グループの名前を指定します。readview][write writeview][notify
notifyview][access access-list]

次のいずれかのセキュリティモデルを指定します。

例：

Switch(config)# snmp-server group public
v2c access lmnop

• v1：最も安全性の低いセキュリティモデルです。

• 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：MessageDigest 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）writewriteview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。

SNMPグループに対して新規ユーザを追加します。snmp-server user username group-name{remote
host[udp-port port]}{v1[access

ステッ

プ 5   usernameは、エージェントに接続するホスト上のユーザ名で
す。

access-list]|v2c[access
access-list]|v3[encrypted][access
access-list][auth{md5|sha} 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。
auth-password]}[priv{des|3des|aes{128|192|256}}
priv-password]

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アドレ例：

Switch(config)# snmp-server user Pat public
v2c

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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目的コマンドまたはアクション

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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステッ

プ 6   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステッ

プ 7   

（任意）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

ステッ

プ 8   
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目的コマンドまたはアクション

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。

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-serverhost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。

（注）

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

説明通知タイプのキーワード

STPブリッジMIBトラップを生成します。bridge

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。cluster

SNMP設定が変更された場合に、トラップを生成します。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。

copy-config

CPUに関連したトラップをイネーブルにします。cpu threshold

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。

entity
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説明通知タイプのキーワード

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。

envmon

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。

errdisable

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。

flash

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。

fru-ctrl

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。

hsrp

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。

ipmulticast

MACアドレス通知のトラップを生成します。mac-notification

Multicast Source Discovery Protocol（MSDP）が変更された場
合に、トラップを生成します。

msdp

OpenShortest 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。

ospf

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。

pim
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説明通知タイプのキーワード

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。

（注）

1 snmp-server enable trapsport-security

2 snmp-server enable trapsport-securitytrap-rate rate

port-security

SNMP Response Time Reporter（RTR）のトラップを生成しま
す。

rtr

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。

snmp

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）。

storm-control

SNMP STP拡張MIBトラップを生成します。stpx

SNMPの Syslogトラップを生成します。syslog

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。

tty

SNMPVLAN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。

vlan-membership

SNMP VLAN作成トラップを生成します。vlancreate

SNMP VLAN削除トラップを生成します。vlandelete

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。

vtp

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][writewriteview][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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステッ

プ 1   

グ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 2   

リモートホストのエンジン IDを指定します。snmp-server engineID remote ip-address engineid-string

例：
Switch(config)# snmp-server engineID remote
192.180.1.27 00000063000100a1c0b4011b

ステッ

プ 3   

SNMPユーザを設定し、ステップ 3で作成した
リモートホストに関連付けます。

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]}

ステッ

プ 4   
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目的コマンドまたはアクション

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。

（注）

例：
Switch(config)# snmp-server user Pat public v2c

SNMPグループを設定します。snmp-server group
group-name{v1|v2c|v3{auth|noauth|priv}}[read
readview][writewriteview][notify notifyview][access access-list]

ステッ

プ 5   

例：
Switch(config)# snmp-server group public v2c access
lmnop

SNMPトラップ動作の受信先を指定します。snmp-server host
host-addr[informs|traps][version{1|2c|3{auth|noauth|priv}}]
community-string[notification-type]

ステッ

プ 6   host-addrには、ホスト（対象となる受信側）の
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。

（注）

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。

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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目的コマンドまたはアクション

されていない場合、すべての通知が送信されま

す。

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

snmp-server enable traps notification-types

例：
Switch(config)# snmp-server enable traps snmp

ステッ

プ 7   
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。

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。

（注）

1 snmp-server enable trapsport-security

2 snmp-server enable
trapsport-securitytrap-rate rate

（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

snmp-server trap-source interface-id

例：
Switch(config)# snmp-server trap-source
GigabitEthernet1/0/1

ステッ

プ 8   
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。

snmp-server queue-length length

例：
Switch(config)# snmp-server queue-length 20

ステッ

プ 9   

（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。

snmp-server trap-timeout seconds

例：
Switch(config)# snmp-server trap-timeout 60

ステッ

プ 10   

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステッ

プ 11   
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目的コマンドまたはアクション

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステッ

プ 12   

（任意）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

ステッ

プ 13   

次の作業

snmp-serverhost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-serverhost 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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

システムの連絡先文字列を設定します。snmp-server contact text

例：
Switch(config)# snmp-server contact Dial
System Operator at beeper 21555

ステップ 3   

システムの場所を表す文字列を設定します。snmp-server location text

例：
Switch(config)# snmp-server location Building
3/Room 222

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   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 6   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）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

ステップ 7   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   
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目的コマンドまたはアクション

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。

snmp-server tftp-server-list
access-list-number

例：
Switch(config)# snmp-server
tftp-server-list 44

ステップ 3   

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
access-list-number{deny|permit}
source[source-wildcard]

ステップ 4   

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 44
permit 10.1.1.2 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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 5   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 6   

（任意）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

ステップ 7   

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

目的コマンド

SNMP統計情報を表示します。show snmp

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。

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 group

保留中の SNMP要求の情報を表示します。show snmp pending

現在の SNMPセッションの情報を表示します。show snmp sessions

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。

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、showrunning-config
の出力には表示されません。

（注）

show snmp user

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）
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SNMP の例
次に、SNMPのすべてのバージョンをイネーブルにする例を示します。この設定では、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)# snmp-server community public
Switch(config)# snmp-server enable traps vtp
Switch(config)# snmp-server host 192.180.1.27 version 2c public
Switch(config)# snmp-server host 192.180.1.111 version 1 public
Switch(config)# snmp-server host 192.180.1.33 public

次に、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

マニュアルタイトル関連項目

『NetworkManagement Command Reference, Cisco
IOS Release 15.2(2)E』

SNMPコマンド

エラーメッセージデコーダ

リンク説明

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi

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。

標準および RFC

タイトル標準/RFC

-なし

MIB

MIB のリンク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

本リリースでサポートするすべてのMIB
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シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
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、CiscoNotificationService（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

変更内容リリース

この機能が導入されました。Cisco IOS Release 15.0(2)EXCisco IOS Release 15.2(5)E
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第 22 章

SPAN の設定

•

• 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
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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。

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。

（注）

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

   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

500

SPAN について



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。

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。

（注）

•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。
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• 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

デフォルト設定機能

ディセーブルSPANステート

受信トラフィックと送信トラフィックの両方（both）モニタする送信元ポートトラフィック

ネイティブ形式（タグなしパケット）カプセル化タイプ（宛先ポート）

ディセーブル入力転送（宛先ポート）

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

セッションに対する既存の SPAN設定を削除します。no monitor session
{session_number | all | local |
remote}

ステップ 3   

• session_numberの範囲は、1～ 66です。

例：

Switch(config)# no monitor
session all

• 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。

• remote：すべてのリモート SPANセッションを削除します。

SPANセッションおよび送信元ポート（モニタ対象ポート）を指定しま
す。

monitor session
session_numbersource {interface
interface-id |vlan vlan-id} [, | -]
[both | rx | tx]

ステップ 4   

• session_numberの範囲は、1～ 66です。

例：

Switch(config)# monitor

• 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-channelport-channel-number）
があります。有効なポートチャネル番号は 1～ 48です。session 1 source interface

gigabitethernet1/0/1

• 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）。

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。

（注）

•（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
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目的コマンドまたはアクション

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。

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。

（注）

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：

Switch(config)# monitor

ステップ 5   

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。

（注）

session 1 destination
• 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
gigabitethernet1/0/2

• 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。

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。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 6   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 7   

（任意）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

ステップ 8   
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目的コマンドまたはアクション

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

セッションに対する既存の SPAN設定を削除します。no monitor session {session_number | all |
local | remote}

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

• session_numberの範囲は、1～ 66です。
例：

Switch(config)# no monitor session all

• 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。

• remote：すべてのリモート SPANセッションを削除しま
す。

SPANセッションおよび送信元ポート（モニタ対象ポート）
を指定します。

monitor session session_numbersource
{interface interface-id |vlan vlan-id} [, | -]
[both | rx | tx]

ステップ 4   

例：

Switch(config)# monitor session 2
source gigabitethernet1/0/1 rx

SPANセッション、宛先ポート、パケットカプセル化、およ
び入力 VLANとカプセル化を指定します。

monitor session session_numberdestination
{interface interface-id [, | -] [encapsulation
replicate[ingress {dot1q vlan vlan-id |
untagged vlan vlan-id | vlan vlan-id}]}

ステップ 5   

• 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。

例：

Switch(config)# monitor session 2

• 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。destination interface
gigabitethernet1/0/2 ingress dot1q
vlan 6

•（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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 6   
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目的コマンドまたはアクション

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 7   

（任意）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

ステップ 8   

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

目的コマンド

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。

show monitor

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

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『NetworkManagement Command Reference, Cisco
IOS Release 15.2(2)E』

systemコマンド

エラーメッセージデコーダ

リンク説明

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi

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。

標準および RFC

タイトル標準/RFC

-なし

MIB

MIB のリンク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

本リリースでサポートするすべてのMIB
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シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
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、CiscoNotificationService（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

変更内容リリース

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。

Cisco IOS Release 15.0(2)EXCisco IOS Release 15.2(5)ECisco IOS
15.2(5)E
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変更内容リリース

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。

Cisco IOS Release 15.0(2)EXCisco IOS Release 15.2(5)ECisco IOS
15.2(5)E
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第 VII 部

QoS
• QoSの設定, 517 ページ





第 23 章

QoS の設定

• 機能情報の確認, 517 ページ

• QoSの前提条件, 517 ページ

• QoSの制約事項, 518 ページ

• QoSの概要, 519 ページ

• QoSの設定方法, 536 ページ

• 標準 QoSのモニタリング, 569 ページ

• QoSの設定例, 570 ページ

• 次の作業, 574 ページ

• QoSの機能履歴と情報, 575 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。

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。

（注）

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

マッピングテーブルの使用QoS 処理段階

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 qosmapdscp-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。

分類

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。

ポリシング
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マッピングテーブルの使用QoS 処理段階

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。

プレスケジュール

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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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。

（注）

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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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。

（注）

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。

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。

（注）

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。

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。

（注）

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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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。

（注）

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-queueoutインターフ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。

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。

（注）
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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。

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。

（注）

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

キュー 4キュー 3キュー 2キュー 1機能

25%25%25%25%バッファ割り当て

100%100%200%100%WTDドロップしきい値 1

100%100%200%100%WTDドロップしきい値 2

50%50%50%50%予約済みしきい値

400%400%400%400%最大しきい値

00025SRRシェーピング重み（絶
対）

25252525SRR共有重み

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

キュー ID-しきい値 IDCoS 値

2 - 10、1
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キュー ID-しきい値 IDCoS 値

3 - 12、3

4 - 14

1 - 15

4 - 16、7

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

キュー ID-しきい値 IDDSCP 値

2 - 10～ 15

3 - 116～ 31

4 - 132～ 39

1 - 140～ 47

4 - 148～ 63

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

キュー 8キュー 7キュー 6キュー 5キュー 4キュー 3キュー 2キュー 1機能

1010101010103010バッファ

割り当て

1001001001001001001600100WTDド
ロップし

きい値 1

1001001001001001002000100WTDド
ロップし

きい値 2
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キュー 8キュー 7キュー 6キュー 5キュー 4キュー 3キュー 2キュー 1機能

100100100100100100100100予約済み

しきい値

4004004004004004002400400最大しき

い値

000000025SRR
シェーピ

ング重み

2525252525252525SRR共
有重み

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

4 出力キューマッピン
グ

しきい値 ID出力キューCoS

2120

2131

3142

3153

4164

1115

4176

4187

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。
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表 60：デフォルトの DSCP 出力 8 キューしきい値マップ

4 出力キューマッピン
グ

しきい値 ID出力キューDSCP

2120～ 7

2138～ 15

31416～ 23

31524～ 31

41632～ 39

11140～ 47

41748～ 55

41856～ 63

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

DSCP 値CoS 値

00

81

162

243

324

405

486

567

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、IPprecedence/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

DSCP 値IP precedence 値

00

81

162

243

324

405

486

567

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

CoS 値DSCP 値

00～ 7

18～ 15

216～ 23

324～ 31

432～ 39

540～ 47
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CoS 値DSCP 値

648～ 55

756～ 63

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

目的コマンドまたはアクション

グ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# configure terminal

ステップ 1   

QoSをグローバルにイネーブルにします。mls qos

例：

Switch(config)# mls qos

ステップ 2   

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。
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目的コマンドまたはアクション

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。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 3   

QoSの設定を確認します。show mls qos

例：

Switch# show mls qos

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# copy running-config

ステップ 5   

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

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

537

QoS の設定方法



手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グ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# configure terminal

ステップ 1   

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 2   

gigabitethernet 1/0/1

ポートでVLANベースのQoSをイネーブルにします。mls qos vlan-based

例：

Switch(config-if)# mls qos vlan-based

ステップ 3   

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、nomls 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。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 4   

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。

show mls qos interface interface-id

例：

Switch# show mls qos interface

ステップ 5   

gigabitethernet 1/0/1

（任意）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

ステップ 6   

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

目的コマンドまたはアクション

グ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# configure terminal

ステップ 1   

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。access-list access-list-number {deny
| permit} source [source-wildcard]

ステップ 2   

• 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permit 192.2.255.0 1.1.1.255
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目的コマンドまたはアクション

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。

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。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 3   

入力を確認します。show access-lists

例：
Switch# show access-lists

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# copy-running-config

ステップ 5   

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

目的コマンドまたはアクション

グ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 1   

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。access-list access-list-number
{deny | permit} protocol source

ステップ 2   

• 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 100～ 199および 2000～ 2699です。

source-wildcard destination
destination-wildcard

例：

Switch(config)# access-list

• 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。

100 permit ip any any dscp
32 • 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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目的コマンドまたはアクション

• 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。

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。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 3   

入力を確認します。show access-lists

例：
Switch# show access-lists

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

ステップ 5   

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

目的コマンドまたはアクション

グ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# configure terminal

ステッ

プ 1   

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。

ipv6 access-list access-list-name

例：

Switch(config)# ipv6

ステッ

プ 2   

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。
access-list ipv6_Name_ACL

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。

（注）

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。

{deny | permit} protocol
{source-ipv6-prefix/prefix-length |
any | host source-ipv6-address}

ステッ

プ 3   

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。

[operator [port-number]]
{destination-ipv6-prefix/
prefix-length | any | host
destination-ipv6-address} [operator

• 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

[port-number]] [dscp value]
[fragments] [log] [log-input]

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）。

[routing] [sequence value]
[time-range name]

例：

Switch(config-ipv6-acl)#

• 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permit ip host 10::1 host

11::2 host
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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目的コマンドまたはアクション

•（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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-ipv6-acl)# end

ステッ

プ 4   

アクセスリストの設定を確認します。show ipv6 access-list

例：

Switch# show ipv6

ステッ

プ 5   
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目的コマンドまたはアクション

access-list

（任意）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

ステッ

プ 6   

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

目的コマンドまたはアクション

グ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# configure terminal

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

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。

mac access-list extended name

例：

Switch(config)# mac access-list

ステップ 2   

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。

extended maclist1
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。

（注）

条件が一致した場合に許可または拒否するトラフィックタイプを指

定します。必要な回数だけコマンドを入力します。

{permit | deny} {host src-MAC-addr
mask | any | host dst-MAC-addr |
dst-MAC-addr mask} [type mask]

ステップ 3   

• 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：

Switch(config-ext-mac1) # permit
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。

0001.0000.0001
0.0.0 0002.0000.0001 0.0.0

Switch(config-ext-mac1) # permit • 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。0001.0000.0002

0.0.0 0002.0000.0002 0.0.0
xns-idp • 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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-ext-mac1)# end

ステップ 4   

入力を確認します。show access-lists [access-list-number
| access-list-name]

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

例：

Switch# show access-lists

（任意）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

ステップ 6   

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

目的コマンドまたはアクション

グ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 1   

CoS/DSCPマップを変更します。mls qos map cos-dscp dscp1...dscp8

例：

Switch(config)# mls qos map

ステップ 2   

dscp1...dscp8には、CoS値 0～ 7に対応する 8つのDSCP
値を入力します。各DSCP値はスペースで区切ります。

DSCPの範囲は 0～ 63です。cos-dscp 10 15 20 25 30 35 40 45

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。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 3   

入力を確認します。show mls qos maps cos-dscp

例：

Switch# show mls qos maps cos-dscp

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# copy-running-config

ステップ 5   

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

目的コマンドまたはアクション

グ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 1   

IP precedence/DSCPマップを変更します。mls qos map ip-prec-dscp dscp1...dscp8

例：

Switch(config)# mls qos map

ステップ 2   

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。

ip-prec-dscp 10 15 20 25 30 35 40
DSCPの範囲は 0～ 63です。45

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。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 3   

入力を確認します。show mls qos maps ip-prec-dscp

例：
Switch# show mls qos maps ip-prec-dscp

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）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

ステップ 5   

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

目的コマンドまたはアクション

グ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# configure terminal

ステップ 1   

ポリシング済み DSCPマップを変更します。mls qos map policed-dscp dscp-list to
mark-down-dscp

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

• 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 • 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。
57 to 0

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。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 3   

入力を確認します。show mls qos maps policed-dscp

例：

Switch(config)# show mls qos maps

ステップ 4   

policed-dscp

（任意）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

ステップ 5   

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

目的コマンドまたはアクション

グ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 1   

DSCP/CoSマップを変更します。mls qos map dscp-cos dscp-listto cos

例：

Switch# mls qos map dscp-cos 0 8

ステップ 2   

• 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。

16 24 32 40 48 50 to 0

• 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。

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。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 3   

入力を確認します。show mls qos maps dscp-to-cos

例：

Switch# show mls qos maps

ステップ 4   

dscp-to-cos

（任意）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

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

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

目的コマンドまたはアクション

グ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 1   
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目的コマンドまたはアクション

DSCP/DSCP変換マップを変更します。mls qos map dscp-mutation
dscp-mutation-name in-dscp to out-dscp

ステップ 2   

• 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。
例：

Switch(config)# mls qos map
• 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。

dscp-mutation
mutation1 1 2 3 4 5 6 7 to 0

• out-dscpには、1つの DSCP値を入力します。

DSCPの範囲は 0～ 63です。

デフォルトのマップに戻すには、no mls qos
dscp-mutation dscp-mutation-nameグローバルコ
ンフィギュレーションコマンドを使用します。

（注）

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 3   

有効なインターフェイスには、物理ポートが含まれます。

gigabitethernet1/0/1

DSCPtrusted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。

mls qos trust dscp

例：

Switch(config-if)# mls qos trust dscp

ステップ 4   

指定されたDSCPtrusted入力ポートにマップを適用します。mls qos dscp-mutation dscp-mutation-name

例：

Switch(config-if)# mls qos

ステップ 5   

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。

dscp-mutation mutation1

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 6   

入力を確認します。show mls qos maps dscp-mutation

例：

Switch# show mls qos maps

ステップ 7   

dscp-mutation
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目的コマンドまたはアクション

（任意）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

ステップ 8   

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-thresholdmaximum-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。

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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

グ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 1   

（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

mls qos srr-queue output
queues 8

例：

Switch(config)# mls qos

ステップ 2   

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。

srr-queue output queues 8

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。

（注）

バッファをキューセットに割り当てます。mls qos queue-set output
qset-idbuffers allocation1 ...
allocation8

ステップ 3   

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

例：

Switch(config)# mls qos

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。queue-set output 2 buffers

40 20 20 20 10 10 10 10
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。

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。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

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。

mls qos queue-set output
qset-idthreshold queue-id
drop-threshold1 drop-threshold2
reserved-threshold
maximum-threshold

ステップ 4   

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

例：

Switch(config)# mls qos

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。

queue-set output 2 threshold 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。

2 40 60 100 200

• 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。

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。

（注）

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 5   

gigabitethernet1/0/1

キューセットにポートをマッピングします。queue-set qset-id

例：

Switch(config-id)# queue-set

ステップ 6   

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。
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目的コマンドまたはアクション

2

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-id)# end

ステップ 7   

入力を確認します。show mls qos interface
[interface-id] buffers

ステップ 8   

例：

Switch# show mls qos
interface buffers

（任意）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

ステップ 9   

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

例：

Switch# copy-running-config
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。

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。

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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

グ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# configure terminal

ステップ 1   

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。次のいずれかを使用します。ステップ 2   

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

• mls qos srr-queue output
dscp-map queue queue-id
threshold threshold-id
dscp1...dscp8

～ 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

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threshold threshold-id

cos1...cos8 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

• queue-idで指定できる範囲は 1～ 4です。

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。

（注）

srr-queue output
dscp-map queue 1 threshold 2
10 11

• 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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目的コマンドまたはアクション

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。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 3   

入力を確認します。show mls qos maps

例：

Switch# show mls qos maps

ステップ 4   

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。

（任意）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

ステップ 5   

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

例：

Switch# copy-running-config
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。

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 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

目的コマンドまたはアクション

グ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 1   

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 2   

gigabitethernet2/0/1

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
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。

srr-queue bandwidth shapeweight1
weight2 weight3 weight4

例：

Switch(config-if)# srr-queue

ステップ 3   

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

bandwidth shape 8 0 0 0
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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目的コマンドまたはアクション

デフォルトの設定に戻すには、no srr-queuebandwidth 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。

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。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 4   

入力を確認します。show mls qos interface interface-id
queueing

ステップ 5   

例：

Switch# show mls qos interface

interface-id queuing

（任意）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

ステップ 6   

デフォルトの設定に戻すには、no srr-queuebandwidth 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。

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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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）

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

目的コマンドまたはアクション

グ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# configure terminal

ステップ 1   

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 2   

gigabitethernet2/0/1

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）。

srr-queue bandwidth share weight1
weight2 weight3 weight4

例：

Switch(config-id)# srr-queue

ステップ 3   

weight1weight2weight3weight4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。
bandwidth share 1 2 3 4

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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目的コマンドまたはアクション

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。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-id)# end

ステップ 4   

入力を確認します。show mls qos interface interface-id
queueing

ステップ 5   

例：

Switch# show mls qos interface
interface_id queuing

（任意）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

ステップ 6   

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。
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

目的コマンドまたはアクション

グ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# configure terminal

ステップ 1   

スイッチの QoSをイネーブルにします。mls qos

例：

Switch(config)# mls qos

ステップ 2   

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 3   

gigabitethernet1/0/1

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。

priority-queue out

例：

Switch(config-if)# priority-queue

ステップ 4   

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

out
受けます。つまり、srr-queuebandwidth 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）。

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。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 5   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 6   

（任意）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

ステップ 7   

出力緊急キューをディセーブルにするには、nopriority-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。

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。

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）

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

目的コマンドまたはアクション

グ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# configure terminal

ステップ 1   

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 2   

gigabitethernet2/0/1

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。
srr-queue bandwidth limit weight1

例：

Switch(config-if)# srr-queue

ステップ 3   

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。

bandwidth limit 80
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。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 4   

入力を確認します。show mls qos interface [interface-id]
queueing

ステップ 5   

例：

Switch# show mls qos interface
interface_id queueing
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目的コマンドまたはアクション

（任意）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

ステップ 6   

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。

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）

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

説明コマンド

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

集約ポリサーの設定を表示します。show mls qos aggregate-policer
[aggregate-policer-name]

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 interface [interface-id] [buffers |
policers | queueing | statistics]

QoSのマッピング情報を表示します。show mls qos maps [cos-dscp | |cos-output-q |
dscp-cos | |dscp-mutation dscp-mutation-name |
dscp-output-q | ip-prec-dscp | policed-dscp]

出力キューの QoS設定を表示します。show mls qos queue-set [qset-id]

DSCP透過性設定を表示します。show running-config | include rewrite
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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 192.5.255.0 0.0.0.255
Switch(config)# access-list 1 permit 128.88.0.0 0.0.255.255
Switch(config)# access-list 1 permit 36.0.0.0 0.0.0.255
! (Note: all other access implicitly denied)

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MACACL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

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。

（注）

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

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。

（注）

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 1 2 3 4 5 6 7 to 0
Switch(config)# mls qos map dscp-mutation mutation1 8 9 10 11 12 13 to 10
Switch(config)# mls qos map dscp-mutation mutation1 20 21 22 to 20
Switch(config)# mls qos map dscp-mutation mutation1 30 31 32 33 34 to 30
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# mls qos trust dscp
Switch(config-if)# mls qos dscp-mutation mutation1
Switch(config-if)# end
Switch# show mls qos maps dscp-mutation mutation1
Dscp-dscp mutation map:

mutation1:
d1 : d2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
---------------------------------------
0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 10 10
1 : 10 10 10 10 14 15 16 17 18 19
2 : 20 20 20 23 24 25 26 27 28 29
3 : 30 30 30 30 30 35 36 37 38 39
4 : 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
5 : 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
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6 : 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。

（注）

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

変更内容リリース

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

ルーティング
• IPユニキャストルーティングの設定, 579 ページ





第 24 章

IP ユニキャストルーティングの設定

• 機能情報の確認, 579 ページ

• IPユニキャストルーティングの設定に関する情報, 579 ページ

• IPルーティングに関する情報, 580 ページ

• 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、VLAN20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。

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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

IPルーティングをイネーブルにします。ip routing

例：

Switch(config)# ip routing

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   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 5   

（任意）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

ステップ 6   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

イン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。

interface vlan vlan-idステップ 3   

IPアドレスおよび IPサブネットマスクを設定
します。

ip address ip-address subnet-mask

例：

Switch(config-if)# ip address 10.1.5.1
255.255.255.0

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   

入力を確認します。show interfaces [interface-id]

例：

Switch# show ip interface gigabitethernet
1/0/1

ステップ 6   
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目的コマンドまたはアクション

入力を確認します。show ip interface [interface-id]

例：

Switch# show ip interface gigabitethernet
1/0/1

ステップ 7   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 8   

（任意）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

ステップ 9   

スタティックユニキャストルートの設定

スタティックユニキャストルートは、特定のパスを通過して送信元と宛先間でパケットを送受信

するユーザ定義のルートです。ルータが特定の宛先へのルートを構築できない場合、スタティッ

クルートは重要で、到達不能なすべてのパケットが送信される最終ゲートウェイを指定する場合

に有効です。

スタティックルーティングは、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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

グ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 2   

スタティックルートを確立します。ip route prefix mask {address | interface}
[distance]

ステップ 3   

例：

Switch(config)# ip route prefix mask
gigabitethernet 1/0/4

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 4   

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。

show ip route

例：

Switch# show ip route

ステップ 5   

（任意）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

ステップ 6   

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

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 [address [mask]
[longer-prefixes]]

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 ip route summary

プラットフォームルートデータベースを表示しま

す。

show platform ip route all
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• 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、NetworkAssistant、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NetworkAdmissionControl（NAC）
レイヤ 2 802.1x検証。

NACは LanLiteイメージではサポートされません。（注）

◦ 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。

NEATは LanLiteイメージではサポートされません。（注）

◦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。

この機能は LanLiteイメージではサポートされません。（注）

◦ダウンロード可能なACLとリダイレクトURLを使用した IEEE802.1x認証。CiscoSecure
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。

この機能は LanLiteイメージではサポートされません。（注）

◦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。

• HTTP1.1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SecureSocket
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。

この機能は LanLiteイメージではサポートされません。（注）

•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。

この機能は LanLiteイメージではサポートされません。（注）

•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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第 26 章

不正アクセスの防止

• 機能情報の確認, 595 ページ

• 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）

   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

596

不正アクセスの防止



第 27 章

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

• 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

• スイッチアクセスのモニタリング, 614 ページ

• パスワードおよび権限レベルの設定例, 615 ページ

• その他の参考資料, 616 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。

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

デフォルト設定機能

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。

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。回線パスワード

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 FileTransfer 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、enablepassword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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   
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目的コマンドまたはアクション

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。

enable password password

例：

Switch(config)# enable password

ステップ 3   

デフォルトでは、パスワードは定義されません。

passwordには、1～ 25文字の英数字のストリングを指定します。
ストリングを数字で始めることはできません。大文字と小文字を

secret321

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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 4   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 5   

（任意）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

ステップ 6   

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）

   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

602

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



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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

次のいずれかを使用します。ステップ 3   •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。• enable password [level level]

{password | encryption-type
encrypted-password}

•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）。

• enable secret [level level]
{password | encryption-type
encrypted-password}
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目的コマンドまたはアクション

◦ 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例：

Switch(config)# enable password
example102

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。または

Switch(config)# enable secret level
1 password secret123sample

◦（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。

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。

（注）

（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。

service password-encryption

例：

Switch(config)# service

ステップ 4   

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。
password-encryption

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 5   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 6   

（任意）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

ステップ 7   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

パスワード回復をディセーブルにします。system disable password recovery
switch {all | <1-9>}

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

• all：スタック内のスイッチで設定を行います。
例：

Switch(config)# system disable

• <1-9>：選択したスイッチ番号で設定を行います。

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、
password recovery switch all

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

ステップ 4   

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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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

目的コマンドまたはアクション

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。

（注）

特権 EXECモードを開始します。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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。

line vty 0 15

例：

Switch(config)# line vty 0 15

ステップ 3   

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 password

例：

Switch(config-line)# password

ステップ 4   

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

abcxyz543
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

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 6   

（任意）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

ステップ 7   

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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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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。username name [privilege level]
{password encryption-type password}

ステップ 3   

• 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
•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。

privilege 1 password secret456

Switch(config)# username
111111111111 mac attribute

•（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。

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。

次のいずれかを使用します。ステップ 4   

• line console 0

• line vty 0 15

例：
Switch(config)# line console 0
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目的コマンドまたはアクション

または

Switch(config)# line vty 15

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。

login local

例：

Switch(config-line)# login local

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   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 7   

（任意）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

ステップ 8   

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。

   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

610

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

コマンドの特権レベルを設定します。privilege modelevel level command

例：

Switch(config)# privilege exec

ステップ 3   

• modeには、グローバルコンフィギュレーションモードの場
合は configureを、EXECモードの場合は execを、インター
フェイスコンフィギュレーションモードの場合は interface

level 14 configure
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。

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。enable password level level password

例：

Switch(config)# enable password

ステップ 4   

• 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。

• 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

level 14 SecretPswd14

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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目的コマンドまたはアクション

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)# end

ステップ 5   

（任意）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

ステップ 6   

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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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

アクセスを制限する仮想端末回線を選択します。line vty line

例：

Switch(config)# line vty 10

ステップ 3   

回線のデフォルト特権レベルを変更します。privilege level level

例：

Switch(config)# privilege level 15

ステップ 4   

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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 5   

（任意）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

ステップ 6   

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

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

613

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



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

目的コマンドまたはアクション

指定された特権レベルにログインします。enable level

例：

Switch> enable 15

ステップ 1   

この例で、レベル 15は特権 EXECモードです。

levelに指定できる範囲は 0～ 15です。

指定した特権レベルを終了します。disable level

例：

Switch# disable 1

ステップ 2   

この例で、レベル 1はユーザ EXECモードです。

levelに指定できる範囲は 0～ 15です。

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

権限レベルの設定を表示します。show privilege
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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

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

615

パスワードおよび権限レベルの設定例



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

リンク説明

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi

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。

MIB

MIB のリンク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

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
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、CiscoNotificationService（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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第 28 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

12.212.112.011.311.211.111.0説明属性

yesyesyesyesyesyesyes接続アクセ

スリストを

表す ASCII
数。
service=shell
の場合のみ

使用されま

す。

acl=x
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12.212.112.011.311.211.111.0説明属性

yesyesyesyesyesyesyesネットワー

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。

addr=x
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12.212.112.011.311.211.111.0説明属性

yesyesyesyesyesyesyesaddr-pool=x
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12.212.112.011.311.211.111.0説明属性

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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12.212.112.011.311.211.111.0説明属性

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。

yesyesyesyesyesyesyesEXEC起動
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。

autocmd=x

   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

628

TACACS+ の概要



12.212.112.011.311.211.111.0説明属性

yesyesyesyesyesyesnoコールバッ

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。

callback-
dialstring

yesyesyesyesyesyesnoコールバッ

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。

callback-line
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12.212.112.011.311.211.111.0説明属性

yesyesyesyesyesyesnoコールバッ

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：

callback-rotary=34）。
service=arap、
service=slip、
service=ppp、
service=shell
で使用され

ます。ISDN
では無効で

す。

callback-rotary

yesyesyesyesyesyesyes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。

この
TACACS+
AVペ
アは、
RADIUS
属性

26で
使用で

きませ

ん。

（注）

cmd-arg=x
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12.212.112.011.311.211.111.0説明属性

yesyesyesyesyesyesyes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。

この
TACACS+
AVペ
アは、
RADIUS
属性

26で
使用で

きませ

ん。

（注）

cmd=x

yesyesnononononoservice=outbound
および
protocol=ip
で使用され

ます。

data-service
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12.212.112.011.311.211.111.0説明属性

yesyesnononononoダイヤルす

る番号を定

義します。
service=outbound
および
protocol=ip
で使用され

ます。

dial-number

yesyesyesyesnononoMicrosoft
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。

dns-servers=
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12.212.112.011.311.211.111.0説明属性

yesyesnonononono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。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。

force-56

yesyesyesyesyesnonoL2Fトンネ
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。

gw-password
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12.212.112.011.311.211.111.0説明属性

yesyesyesyesyesyesno値を分単位

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。

idletime=x

yesyesyesyesnonono現在の接続

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。

inacl#<n>
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12.212.112.011.311.211.111.0説明属性

yesyesyesyesyesyesyes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。

inacl=x
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12.212.112.011.311.211.111.0説明属性

yesyesyesyesnonono仮想プロ

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。

「interface-config=」
属性はこの属性

に置き換えられ

ます。

（注）

interface-config#<n>
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12.212.112.011.311.211.111.0説明属性

yesyesyesyesyesnonoトンネルの

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。

ip-addresses
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12.212.112.011.311.211.111.0説明属性

yesyesnononononoLNS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。

l2tp-busy-
disconnect
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12.212.112.011.311.211.111.0説明属性

yesyesnononononoL2TP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。
service=ppp
および
protocol=vpdn
で使用され

ます。

l2tp-cm-local-
window-size

yesyesnonononono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。
service=ppp
および
protocol=vpdn
で使用され

ます。

l2tp-drop-out-of-
order
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12.212.112.011.311.211.111.0説明属性

yesyesnononononohello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。
service=ppp
および
protocol=vpdn
で使用され

ます。

l2tp-hello-
interval

yesyesnonononono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。
service=ppp
および
protocol=vpdn
で使用され

ます。

l2tp-hidden-avp
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12.212.112.011.311.211.111.0説明属性

yesyesnonononono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。
service=ppp
および
protocol=vpdn
で使用され

ます。

l2tp-nosession-
timeout

yesyesnononononoLNS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。
service=ppp
および
protocol=vpdn
で使用され

ます。

l2tp-tos-reflect
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12.212.112.011.311.211.111.0説明属性

yesyesnononononoこの属性を

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。

l2tp-tunnel-
authen

yesyesnononononoL2TPトン
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。

l2tp-tunnel-
password

   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

642

TACACS+ の概要



12.212.112.011.311.211.111.0説明属性

yesyesnonononono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。
service=ppp
と
protocol=vpdn
で使用され

ます。

l2tp-udp-
checksum
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12.212.112.011.311.211.111.0説明属性

yesyesyesyesnononoPPPリンク
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。

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

link-
compression=
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yesyesyesyesnononoマルチリン

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。

load-threshold=
<n>
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yesyesnonononono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。
service=outbound
および
protocol=ip
で使用され

ます。

map-class

yesyesyesyesnononoユーザがマ

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。

max-links=<n>
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yesyesnononononoMLPに対す
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。

min-links

yesyesyesyesyesnonoL2Fトンネ
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。

nas-password
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yesyesyesyesyesyesnoコールバッ

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：

nocallback-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。

nocallback-verify

yesyesyesyesyesyesyesユーザがエ

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）。

noescape=x
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yesyesyesyesyesyesyesservice=shell
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）。

nohangup=x
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12.212.112.011.311.211.111.0説明属性

yesyesyesyesyesyesyesプロバイ

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。

old-prompts
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yesyesyesyesnonono現在の状態

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。

outacl#<n>
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12.212.112.011.311.211.111.0説明属性

yesyesyesyesyesyesyes（PPP/IP
のみ）

インター

フェイス出

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。

outacl=x
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yesyesyesyesnononoネットワー

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。

pool-def#<n>
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yesyesyesyesyesnonopool-defと
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。

pool-timeout=
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12.212.112.011.311.211.111.0説明属性

yesyesnononononoユーザを認

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。

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。

port-type
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12.212.112.011.311.211.111.0説明属性

yesyesyesyesnononoVJ圧縮パ
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。

ppp-vj-slot-
compression

yesyesyesyesyesyesyesEXECに割
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。

priv-lvl=x
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12.212.112.011.311.211.111.0説明属性

yesyesyesyesyesyesyesサービスの

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。

protocol=x
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12.212.112.011.311.211.111.0説明属性

yesyesnonononono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。
service=shell
および
protocol=exec
と併用され

ます。

proxyacl#<n>
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12.212.112.011.311.211.111.0説明属性

yesyesyesyesyesyesnoルート
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12.212.112.011.311.211.111.0説明属性

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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12.212.112.011.311.211.111.0説明属性

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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yesyesyesyesnononoルート AV
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。

route#<n>
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yesyesyesyesyesyesyesルーティン

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。

routing=x
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yesyesyesyesnonono現在の接続

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。

rte-fltr-in#<n>

yesyesyesyesnonono現在の接続

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。

rte-fltr-out#<n>
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yesyesyesyesnonono接続中にイ

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。

sap#<n>

yesyesyesyesnonono現在の接続

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。

sap-fltr-in#<n>
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yesyesyesyesnonono現在の接続

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。

sap-fltr-out#<n>

yesyesnononononoCLID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。
service=any
および
protocol=aaa
で使用され

ます。

send-auth
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yesyesnononononoNASが発信
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。

send-secret

yesyesyesyesyesyesyesプライマリ

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。

service=x
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yesyesyesyesyesnonoVPDNトン
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。

source-ip=x
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yesyesnononononospi
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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。
service=mobileip
および
protocol=ip
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で使用され

ます。

yesyesyesyesyesyesyesEXECまた
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。

timeout=x

yesyesyesyesyesnono個々のユー

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。

tunnel-id
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12.212.112.011.311.211.111.0説明属性

yesyesyesyesnononoIPCP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
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。

wins-servers=

yesyesyesyesyesyesyes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）。

zonelist=x
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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

12.212.112.011.311.211.111.0説明属性

yesyesnonononono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。

Abort-Cause
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12.212.112.011.311.211.111.0説明属性

yesyesyesyesyesyesyesこの接続中

に転送され

る入力バイ

ト数です。

bytes_in

yesyesyesyesyesyesyesこの接続中

に転送され

る出力バイ

ト数です。

bytes_out

yesyesnonononono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。

Call-Type

yesyesyesyesyesyesyesユーザが実

行したコマ

ンドです。

cmd

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。

data-rate
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12.212.112.011.311.211.111.0説明属性

yesyesyesyesnonono接続がオフ

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。

disc-cause

yesyesyesyesnononodisc-cause
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。

disc-cause-ext
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12.212.112.011.311.211.111.0説明属性

yesyesyesyesyesyesyes処理の経過

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。

elapsed_time

yesyesnonononono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。

Email-Server-
Address

yesyesnonononono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。

Email-Server-Ack-
Flag
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12.212.112.011.311.211.111.0説明属性

yesyesyesyesyesyesyesルータの状

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。

event

yesyesnononononommoipaaareceive-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。

Fax-Account-Id-
Origin
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12.212.112.011.311.211.111.0説明属性

yesyesnonononono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。

Fax-Auth-Status

yesyesnonononono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。

Fax-Connect-Speed
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12.212.112.011.311.211.111.0説明属性

yesyesnonononono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。

Fax-Coverpage-Flag

yesyesnononononoDSNの送信
先のアドレ

スを示しま

す。

Fax-Dsn-Address

yesyesnononononoDSN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。

Fax-Dsn-Flag
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12.212.112.011.311.211.111.0説明属性

yesyesnononononoMDNの送
信先のアド

レスを示し

ます。

Fax-Mdn-Address

yesyesnonononono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。

Fax-Mdn-Flag
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12.212.112.011.311.211.111.0説明属性

yesyesnonononono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。

Fax-Modem-Time

yesyesnononononoStore 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。

Fax-Msg-Id=
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12.212.112.011.311.211.111.0説明属性

yesyesnonononono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。

Fax-Pages

yesyesnonononono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。

Fax-Process-Abort-
Flag

yesyesnonononono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。

Fax-Recipient-Count
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12.212.112.011.311.211.111.0説明属性

yesyesnonononono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。

Gateway-Id

yesyesyesyesnononoアカウン

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。

mlp-links-max

yesyesyesyesnononoセッション

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。

mlp-sess-id
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12.212.112.011.311.211.111.0説明属性

yesyesyesyesnonono接続のライ

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。

nas-rx-speed

yesyesyesyesnonono2つのモデ
ムによって

ネゴシエー

トされた送

信速度を報

告します。

nas-tx-speed

yesyesyesyesyesyesyesこの接続中

に転送され

る入力パ

ケット数で

す。

paks_in

yesyesyesyesyesyesyesこの接続中

に転送され

る出力パ

ケット数で

す。

paks_out

yesyesyesyesyesyesyesユーザがロ

グインした

ポートで

す。

port
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12.212.112.011.311.211.111.0説明属性

yesyesnonononono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。

Port-Used

yesyesyesyesnonono認証前の入

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。

pre-bytes-in

yesyesyesyesnonono認証前の出

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。

pre-bytes-out

yesyesyesyesnonono認証前の入

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。

pre-paks-in
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12.212.112.011.311.211.111.0説明属性

yesyesyesyesnonono認証前の出

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。

pre-paks-out

yesyesyesyesnononoコールが最

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。

pre-session-time

yesyesyesyesyesyesyes処理に関連

付けられた

権限レベル

です。

priv_level

yesyesyesyesyesyesyes処理に関連

付けられた

プロトコル

です。

protocol
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12.212.112.011.311.211.111.0説明属性

yesyesyesyesyesyesyesシステム変

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。

reason

yesyesyesyesyesyesyesユーザが使

用するサー

ビスです。

service

yesyesyesyesyesyesyes処理を開始

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。

start_time
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12.212.112.011.311.211.111.0説明属性

yesyesyesyesyesyesyes処理を停止

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。

stop_time

yesyesyesyesyesyesyes同じ（一意

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。

task_id

yesyesyesyesyesyesyesこのパケッ

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。

timezone

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。

xmit-rate

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

12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesyesyesyesnononono接続解除

の理由は

ありませ

ん。

1000 –理
由なし

yesyesyesyesnonononoイベント

は接続解

除されま

せんでし

た。

1001 –接
続解除な

し

yesyesyesyesnononono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。

1002 -不
明

yesyesyesyesnonononoコールが

接続解除

されまし

た。

1003 –
コール接

続解除

yesyesyesyesnonononoCalling line
ID
（CLID）
認証が失

敗しまし

た。

1004 –
CLID認証
失敗

yesyesyesyesnonononoモデムが

使用でき

ません。

1009 –モ
デム使用

不可
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesyesyesyesnononono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。

1010 –
キャリア

なし

yesyesyesyesnonononoモデムで

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。

1011 –
キャリア

のロスト
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesyesyesyesnononono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。

1012 –モ
デム結果

なし

yesyesyesyesnononono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。

1020 – TS
ユーザ退

出
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesyesyesyesnononono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。

1021 –ア
イドルタ

イムアウ

ト
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesyesyesyesnononono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。

1022 – TS
Telnet退
出
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesyesyesyesnononono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。

1023 – TS
IPアドレ
スなし
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesyesyesyesnononono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。

1024 – TS
TCPの
raw退出
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesyesyesyesnonononoユーザが3
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。

1025 – TS
パスワー

ド不良
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesyesyesyesnonononoraw 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。

1026 – TS
raw TCP
なし
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesyesyesyesnonononoユーザが

「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。

1027 – TS
CNTL-C
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesyesyesyesnononono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。

1028 – TS
セッショ

ン終了

yesyesyesyesnononono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。

1029 – TS
Vconn終
了
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesyesyesyesnononono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。

1030 – TS
Vconn終
了

yesyesyesyesnononono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。

1031 – TS
Rlogin退
出
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesyesyesyesnononono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。

1032 – TS
Rloginオ
プション

無効
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesyesyesyesnononono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。

1033 – TS
不十分な

リソース
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesyesyesyesnonononoPPPリン
クコント

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。

1040 – PPP
LCPタイ
ムアウト

yesyesyesyesnonononoPPP LCP
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。

1041 – PPP
LCP失敗
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesyesyesyesnonononoPPPパス
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。

1042 – PPP
Pap失敗

yesyesyesyesnonononoPPPチャ
レンジハ

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。

1043 – PPP
CHAP失
敗

yesyesyesyesnonononoリモート

サーバか

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。

1044 – PPP
リモート

失敗
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesyesyesyesnonononoピアが

PPP終了
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。

1045 – PPP
終了の受

信

yesyesyesyesnonononoLCP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。

PPP LCP
終了

（1046）

yesyesyesyesnonononoNCPが
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。

1047 – PPP
NCPなし
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesyesyesyesnonononoユーザに

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。

1048 – PPP
MPエラー

yesyesyesyesnonononoアクセス

サーバが

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。

1049 – PPP
最大チャ

ネル
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesyesyesyesnonononoraw TCP
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。

1050 – TS
テーブル

が満杯
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesyesyesyesnononono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。

1051 – TS
リソース

が満杯
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesyesyesyesnonononoTelnet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。

1052 – TS
無効な IP
アドレス
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesyesyesyesnononono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。

1053 – TS
ホスト名

不良

   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

710

TACACS+ の概要



12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesyesyesyesnonononoアクセス

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。

1054 – TS
ポート不

良
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesyesyesyesnonononoホストで

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。

1060 –
TCPリ
セット

yesyesyesyesnonononoホストで

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。

1061 –
TCP接続
拒否
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesyesyesyesnonononoTCP接続
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。

1062 –
TCPタイ
ムアウト

yesyesyesyesnononono外部ホス

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。

1063 –
TCP外部
ホストの

終了
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesyesyesyesnonononoTCPネッ
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。

1064 –
TCPネッ
ト到達不

能

yesyesyesyesnonononoTCPホス
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。

1065 –
TCPホス
ト到達不

能
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesyesyesyesnonononoTCPネッ
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。

1066 –
TCPネッ
ト管理到

達不能

yesyesyesyesnonononoTCPホス
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。

1067 –
TCPホス
ト管理到

達不能
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesyesyesyesnonononoTCPポー
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。

1068 –
TCPポー
ト到達不

能

yesyesyesyesnonononoPPP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。

1100 –
セッショ

ンタイム

アウト
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesyesyesyesnononono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。

1101 –セ
キュリ

ティ障害

yesyesyesyesnononono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。

1102 –
コール

バック
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesyesyesyesnononono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。

1120 –非
サポート

yesyesyesyesnonononoRADIUS
サーバが

接続解除

を要求し

ました。

1150 –
Radius接
続解除

yesyesyesyesnonononoローカル

管理者が

接続解除

しまし

た。

1151 –
ローカル

管理者接

続解除

yesyesyesyesnononono簡易ネッ

トワーク

管理プロ

トコル

（SNMP）
が接続解

除しまし

た。

1152 –
SNMP接
続解除
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesyesyesyesnonononoV110同期
で許可さ

れたリト

ライ回数

を超えま

した。

1160 –
V110リト
ライ

yesyesyesyesnononono認証がタ

イムアウ

トしまし

た。この

コード

は、PPP
セッショ

ンに適用

されま

す。

1170 – PPP
認証タイ

ムアウト

yesyesyesyesnononono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。

1180 –
ローカル

ハング

アップ

yesyesyesyesnononono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。

1185 –リ
モートハ

ングアッ

プ
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesyesyesyesnononono伝送して

いる T1回
線が休止

したた

め、コー

ルが接続

解除しま

した。

1190 – T1
休止

yesyesyesyesnonononoコール期

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。

1195 –
コール期

間
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesyesnonononononoユーザが

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。

1600 -
VPDN
ユーザ接

続解除

yesyesnononononono搬送波消

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。

1601 -
VPDN搬
送波消失

yesyesnonononononoリソース

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。

1602 –
VPDNリ
ソースな

し
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesyesnononononono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。

1603 –
VPDN制
御パケッ

ト不良

yesyesnononononono管理者が

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。

1604 –
VPDN管
理者接続

解除

yesyesnononononono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。

1605 –
VPDNト
ンネルダ

ウン/確立
失敗
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesyesnononononono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。

1606 –
VPDN
ローカル

PPP接続
解除

yesyesnonononononoVPNトン
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。

1607 –
VPDNソ
フト停止/
セッショ

ン制限

yesyesnononononono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。

1608 –
VPDN
コールリ

ダイレク

ト
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesnonononononono番号が割

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。

1801 –
Q850未割
り当て番

号
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesnonononononono1802 –
Q850ルー
トなし
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

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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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

は、ISDN
または

ISDN経由
のモデム

コールに

適用され

ます。

yesnononononononoコールが

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。

1803 –
Q850宛先
へのルー

トなし
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesnonononononono直近で識

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。

1806 –
Q850チャ
ネル受け

入れ不能

yesnononononononoこのコー

ルに関係

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。

1816 –
Q850正常
な消去
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesnononononononoユーザビ

ジー状態

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。

1817 –
Q850ユー
ザビジー
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesnonononononono割り当て

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。

1818 –
Q850ユー
ザ応答な

し
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesnonononononono着信側に

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。

1819 –
Q850ユー
ザ応答な

し
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesnonononononono1821 –
Q850コー
ル却下
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

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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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

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。

yesnonononononono着信側を

示す番号

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。

1822 –
Q850番号
の変更
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesnonononononono宛先への

インター

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。

1827 –
Q850宛先
故障
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesnonononononono着番号が

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。

1828 –
Q850無効
な番号形

式

yesnononononononoこのコー

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。

1829 –
Q850ファ
シリティ

拒否
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesnononononononoこのコー

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。

1830 –
Q850状態
問い合わ

せへの応

答

yesnonononononono他のコー

ドが適用

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。

1831 –
Q850未指
定の原因
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesnononononononoコールを

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。

1834 –
Q850使用
可能な回

線なし

yesnonononononono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。

1838 –
Q850ネッ
トワーク

障害
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesnononononononoネット

ワークが

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。

1841 –
Q850一時
障害

yesnonononononono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。

1842 –
Q850ネッ
トワーク

輻輳
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesnononononononoこのコー

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。

1843 –
Q850アク
セス情報

破棄
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesnononononononoこのコー

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。

1844 –
Q850要求
チャネル

が使用不

可能

yesnononononononoコールが

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。

1845 –
Q850コー
ルプリエ

ンプショ

ン
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesnononononononoこのコー

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。

1847 –
Q850リ
ソースが

使用不可

能

yesnonononononono登録され

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。

1850 –
Q850未登
録ファシ

リティ
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesnonononononono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。

1852 –
Q850発信
コール除

外
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesnonononononono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。

Q850着信
コール除

外

（1854）
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesnonononononono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。

1858 –
Q850ベア
ラー機能

が使用不

可
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesnononononononoこのコー

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。

1863 –
Q850サー
ビス使用

不可
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesnononononononoこのコー

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。

1865 –
Q850ベア
ラー機能

未実装

yesnononononononoこのコー

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。

1866 –
Q850チャ
ネル未実

装
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesnononononononoユーザが

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。

1869 –
Q850ファ
シリティ

未実装
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesnononononononoこのコー

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。

1881 –
Q850無効
コール参

照値
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesnonononononono直近で識

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。

1882 –
Q850チャ
ネルが存

在しない
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesnononononononoこのコー

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。

1888 –
Q850互換
性がない

宛先
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesnononononononoこのコー

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。

1896 –
Q850必須
情報要素

が喪失
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesnononononononoこのコー

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。

1897 –
Q850存在
しない

メッセー

ジタイプ
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesnononononononoこのコー

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。

1898 –
Q850無効
なメッ

セージ

yesnonononononono情報要素

が認識さ

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。

1899 –
Q850情報
要素不良
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesnononononononoこのコー

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。

1900 –
Q850無効
要素が含

まれる
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesnonononononono受信した

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。

1901 –
Q850誤っ
た状態の

メッセー

ジ

yesnononononononoエラー処

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。

1902 –
Q850タイ
マーの期

限切れか

らの回復
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesnononononononoこのコー

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。

1903 –
Q850情報
要素エ

ラー
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesnononononononoこのコー

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。

1911 –
Q850プロ
トコルエ

ラー
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12.312.212.112.011.311.211.111.0説明原因コー

ド

yesnonononononono行った処

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。

1927 –
Q850未指
定のイン

ターネッ

トワーキ

ングイベ

ント

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。

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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。Device>enableステップ 1   

•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。

Device#configureterminalステップ 2   

DNISマッピングをイネーブルにします。Device (config)#aaadnismapenableステップ 3   

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、認証に

使用されます。

Router(config)# aaadnismap dnis-number
authenticationpppgroup server-group-name

ステップ 4   

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。

Router(config)#aaadnismap dnis-number
accountingnetwork [none | start-stop |
stop-only] group server-group-name

ステップ 5   

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。

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。

（注）
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TACACS サーバの Per VRF
TACACS+サーバのPerVRF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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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

tacacs-server host hostname

例：

Switch(config)# tacacs-server host

ステップ 3   

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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目的コマンドまたはアクション

hostnameには、ホストの名前または IPアドレスを指定し
ます。

yourserver

AAAをイネーブルにします。aaa new-model

例：

Switch(config)# aaa new-model

ステップ 4   

（任意）グループ名で AAAサーバグループを定義しま
す。

aaa group server tacacs+ group-name

例：

Switch(config)# aaa group server

ステップ 5   

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。

tacacs+ your_server_group

（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。

server ip-address

例：

Switch(config)# server 10.1.2.3

ステップ 6   

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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 7   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 8   

（任意）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

ステップ 9   

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。

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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

AAAをイネーブルにします。aaa new-model

例：

Switch(config)# aaa new-model

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

ログイン認証方式リストを作成します。aaa authentication login {default
| list-name} method1 [method2...]

ステップ 4   

• 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：

Switch(config)# aaa
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。
authentication login default
tacacs+ local

• 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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目的コマンドまたはアクション

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

る回線を設定します。

line [console | tty | vty]
line-number [ending-line-number]

例：

Switch(config)# line 2 4

ステップ 5   

1つの回線または複数回線に認証リストを適用します。login authentication {default |
list-name}

ステップ 6   

• 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 • 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。authentication default

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-line)# end

ステップ 7   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 8   

（任意）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

ステップ 9   

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。

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。

（注）
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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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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。
aaa authorization network tacacs+

例：

Switch(config)# aaa authorization

ステップ 3   

network tacacs+

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。

aaa authorization exec tacacs+

例：

Switch(config)# aaa authorization exec

ステップ 4   

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。

tacacs+

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 6   

（任意）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

ステップ 7   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   
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目的コマンドまたはアクション

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。
aaa accounting network start-stop tacacs+

例：

Switch(config)# aaa accounting network

ステップ 3   

start-stop tacacs+

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。

aaa accounting exec start-stop tacacs+

例：

Switch(config)# aaa accounting exec

ステップ 4   

start-stop tacacs+

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 5   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 6   

（任意）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

ステップ 7   

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 systemguarantee-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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Device> enable

ステップ 1   

•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。

configure terminal

例：

Device# configure terminal

ステップ 2   

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。

ipvrf vrf-name

例：

Device(config)# ip vrf cisco

ステップ 3   

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。

rd route-distinguisher

例：

Device(config-vrf)# rd 100:1

ステップ 4   

VRFコンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：

Device(config-vrf)# exit

ステップ 5   

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。

interface interface-name

例：

Device(config)# interface Loopback0

ステップ 6   

インターフェイスに VRFを設定します。ipvrfforwarding vrf-name

例：

Device(config-if)# ip vrf forwarding cisco

ステップ 7   

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。

ipaddress ip-address mask [secondary]

例：

Device(config-if)# ip address 10.0.0.2
255.0.0.0

ステップ 8   
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目的コマンドまたはアクション

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。

exit

例：

Device(config-if)# exit

ステップ 9   

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。

aaagroupservertacacs+ group-name

例：

Device(config)# aaa group server tacacs+
tacacs1

ステップ 10   

グループサーバに対するプライベート TACACS+
サーバの IPアドレスを設定します。

server-private {ip-address | name} [nat]
[single-connection] [port port-number] [timeout
seconds] [key [0 | 7]string]

ステップ 11   

例：

Device(config-sg-tacacs+)# server-private
10.1.1.1 port 19 key cisco

AAA TACACS+サーバグループの VRFリファレン
スを設定します。

ipvrfforwarding vrf-name

例：

Device(config-sg-tacacs+)# ip vrf
forwarding cisco

ステップ 12   

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。

iptacacssource-interface subinterface-name

例：

Device(config-sg-tacacs+)# ip tacacs
source-interface Loopback0

ステップ 13   

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

ステップ 14   

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。
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debugコマンドは、任意の実行順序で使用できます。（注）

手順の概要

1. enable
2. debugtacacsauthentication
3. debugtacacsauthorization
4. debugtacacsaccounting
5. debugtacacspackets

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場
合）。

AAA/TACACS+認証に関する情報を表示します。debugtacacsauthentication

例：

Device# debug tacacs authentication

ステップ 2   

AAA/TACACS+認可に関する情報を表示します。debugtacacsauthorization

例：

Device# debug tacacs authorization

ステップ 3   

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。

debugtacacsaccounting

例：

Device# debug tacacs accounting

ステップ 4   

TACACS+パケットに関する情報を表示します。debugtacacspackets

例：

Device# debug tacacs packets

ステップ 5   
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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

目的コマンド

TACACS+サーバの統計情報を表示します。show tacacs

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

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOS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』

Ciscoセキュリティコマンド

『Cisco IOS IPv6 Command Reference』IPv6コマンド

MIB

MIB のリンク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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https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/mcl/allreleasemcl/all-book.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/security/a1/sec-a1-cr-book.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/security/a1/sec-a1-cr-book.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/security/d1/sec-d1-cr-book.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/security/d1/sec-d1-cr-book.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-s1-cr-book.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-s1-cr-book.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/ipv6/command/reference/ipv6_book.html
http://www.cisco.com/go/mibs


シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
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、CiscoNotificationService（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

機能情報リリース

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

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。

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+)

Cisco IOS 12.2（54）SG

Cisco IOS 15.2(1)E
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第 29 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

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

785

RADIUS に関する情報



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-SpecificAttribute（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

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。

（注）

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

説明フィールド

次の表に示されるすべての属性は、IETF属性26の拡張で
す。

Number
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説明フィールド

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。

Vendor-Specific Command Codes

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。

Sub-Type Number

属性の ASCIIストリング名。Attribute

属性の説明。説明

表 73：ベンダー固有 RADIUS IETF 属性

説明AttributeSub-Type NumberVendor-Specific
Company Code

Number

MS-CHAP属性

PPPMS-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）

MSCHAP-Response131126

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）

MSCHAP-Challenge1131126

VPDN属性
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説明AttributeSub-Type NumberVendor-Specific
Company Code

Number

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。

l2tp-cm-local-window-size1926

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。

l2tp-drop-out-of-order1926

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。

l2tp-hello-interval1926

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。

l2tp-hidden-avp1926

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。

l2tp-nosession-timeout1926
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説明AttributeSub-Type NumberVendor-Specific
Company Code

Number

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。

tunnel-tos-reflect1926

この属性を設定する

と、L2TPトンネル認証
が実行されます。

l2tp-tunnel-authen1926

L2TPトンネル認証およ
び AVP隠蔽に使用され
る共有秘密。

l2tp-tunnel-password1926

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。

l2tp-udp-checksum1926

Store and Forward Fax属性

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。

Fax-Account-Id-Origin3926

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。

Fax-Msg-Id=4926
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説明AttributeSub-Type NumberVendor-Specific
Company Code

Number

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。

Fax-Pages5926

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。

Fax-Coverpage-Flag6926

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。

Fax-Modem-Time7926

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。

Fax-Connect-Speed8926
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説明AttributeSub-Type NumberVendor-Specific
Company Code

Number

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。

Fax-Recipient-Count9926

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。

Fax-Process-Abort-Flag10926

DSNの送信先のアドレ
スを示します。

Fax-Dsn-Address11926

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。

Fax-Dsn-Flag12926

MDNの送信先のアドレ
スを示します。

Fax-Mdn-Address13926

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。

Fax-Mdn-Flag14926
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説明AttributeSub-Type NumberVendor-Specific
Company Code

Number

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。

Fax-Auth-Status15926

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。

Email-Server-Address16926

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。

Email-Server-Ack-Flag17926

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。

Gateway-Id18926

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。

Call-Type19926

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。

Port-Used20926
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説明AttributeSub-Type NumberVendor-Specific
Company Code

Number

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。

Abort-Cause21926

H323属性

リモートゲートウェイ

の IPアドレスを示しま
す。

Remote-Gateway-ID
（h323-remote-address）

23926

会議 IDを識別します。Connection-ID

（h323-conf-id）

24926

以前、グリニッジ標準

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。

Setup-Time

（h323-setup-time）

25926

ゲートウェイに対する

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）。

Call-Origin

（h323-call-origin）

26926
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説明AttributeSub-Type NumberVendor-Specific
Company Code

Number

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）

27926

このコールレッグの

UTCでの接続時間を示
します。

Connect-Time

（h323-connect-time）

28926

このコールレッグが

UTCで接続解除された
時間を示します。

Disconnect-Time

（h323-disconnect-time）

29926

Q.931仕様によって、接
続がオフラインにされ

た理由を示します。

Disconnect-Cause

（h323-disconnect-cause）

30926

コールの音声品質に影

響する Impairment Factor
（ICPIF）を指定しま
す。

Voice-Quality

（h323-voice-quality）

31926

下位のゲートウェイの

名前を示します。

Gateway-ID

（h323-gw-id）

33926

大規模のダイヤルアウト属性

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。

callback-dialstring1926

説明はありません。data-service1926

ダイヤルする番号を定

義します。

dial-number1926

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。

force-561926
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説明AttributeSub-Type NumberVendor-Specific
Company Code

Number

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。

map-class1926

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。

send-auth1926
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説明AttributeSub-Type NumberVendor-Specific
Company Code

Number

send-name1926
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説明AttributeSub-Type NumberVendor-Specific
Company Code

Number

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。

send-name属
性は時間の経

（注）

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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説明AttributeSub-Type NumberVendor-Specific
Company Code

Number

たため、

send-name属
性は現在の動

作に制限され

ています。

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。

send-secret1926

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）。

remote-name1926

その他の属性
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説明AttributeSub-Type NumberVendor-Specific
Company Code

Number

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。

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。

（注）

Cisco-NAS-Port2926

MLPに対するリンクの
最小数を設定します。

min-links1926

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。

proxyacl#<n>1926
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説明AttributeSub-Type NumberVendor-Specific
Company Code

Number

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。

spi1926

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。

Disconnect-Causeは、RADIUSAVPairs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。

（注）

表 74：Disconnect-Cause 属性値

説明値原因コード

接続解除の理由は提供されない。No-Reason0

イベントは接続解除されていない。No-Disconnect1
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説明値原因コード

理由は不明。不明（Unknown）2

コールが接続解除された。Call-Disconnect3

calling-party数の認証の失敗。CLID-Authentication-Failure4

コールへの接続にモデムが使用できな

い。

No-Modem-Available9

キャリアが検出されない。

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。

（注）

No-Carrier10

キャリアの喪失。Lost-Carrier11

モデム結果コード検出の失敗。No-Detected-Result-Codes12

ユーザがセッションを終了した。

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。

（注）

User-Ends-Session20

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。

Idle-Timeout21

既存のTelnetセッションによる接続解
除。

Exit-Telnet-Session22

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。

No-Remote-IP-Addr23

既存の raw TCPによる接続解除。Exit-Raw-TCP24

間違ったパスワード。Password-Fail25

Raw TCPがディセーブルにされた。Raw-TCP-Disabled26

Control-Cが検出された。Control-C-Detected27
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説明値原因コード

EXECプロセスが破棄された。EXEC-Process-Destroyed28

ユーザが仮想接続を終了した。Close-Virtual-Connection29

仮想接続が終了した。End-Virtual-Connection30

ユーザが Rloginを終了した。Exit-Rlogin31

無効な Rloginオプションが選択され
た。

Invalid-Rlogin-Option32

不十分なリソース。Insufficient-Resources33

PPPLCPネゴシエーションがタイムア
ウトした。

コード 40～ 49が PPPセッ
ションに適用されます。

（注）

Timeout-PPP-LCP40

PPP LCPネゴシエーションが失敗し
た。

Failed-PPP-LCP-Negotiation41

PPP PAP認証が失敗した。Failed-PPP-PAP-Auth-Fail42

PPP CHAP認証が失敗した。Failed-PPP-CHAP-Auth43

PPPリモート認証が失敗した。Failed-PPP-Remote-Auth44

PPPがリモートエンドから Terminate
Requestを受信した。

PPP-Remote-Terminate45

上位層がセッションの終了を要求し

た。

PPP-Closed-Event46

開いているNCPがなかったため、PPP
セッションが終了した。

NCP-Closed-PPP47

MPエラーのため、PPPセッションが
終了した。

MP-Error-PPP48

最大チャネルに達したため、PPPセッ
ションが終了した。

PPP-Maximum-Channels49

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。

Tables-Full50
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説明値原因コード

内部リソースがいっぱいになったた

め、接続解除された。

Resources-Full51

Telnetホストに対する IPアドレスが有
効でない。

Invalid-IP-Address52

ホスト名が検証されていない。Bad-Hostname53

ポート番号が無効または欠落してい

る。

Bad-Port54

TCP接続がリセットされた。

コード 60～ 67は Telnetま
たは raw TCPセッションに
適用されます。

（注）

Reset-TCP60

TCP接続がホストによって拒否され
た。

TCP-Connection-Refused61

TCP接続がタイムアウトした。Timeout-TCP62

TCP接続が終了した。Foreign-Host-Close-TCP63

TCPネットワークに到達できない。TCP-Network-Unreachable64

TCPホストに到達できない。TCP-Host-Unreachable65

管理上の理由により、TCPネットワー
クに到達できない。

TCP-Network-Admin Unreachable66

TCPポートに到達できない。TCP-Port-Unreachable67

セッションがタイムアウトした。Session-Timeout100

セキュリティ上の理由から、セッショ

ンが失敗した。

Session-Failed-Security101

コールバックにより、セッションが終

了した。

Session-End-Callback102

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。

Invalid-Protocol120

RADIUS要求による接続解除。RADIUS-Disconnect150
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説明値原因コード

管理上の接続解除。Local-Admin-Disconnect151

SNMP要求による接続解除。SNMP-Disconnect152

許可された V.110リトライを超過し
た。

V110-Retries160

PPP認証がタイムアウトした。PPP-Authentication-Timeout170

ローカルのハングアップによって接続

解除された。

Local-Hangup180

リモートエンドのハングアップよって

接続解除された。

Remote-Hangup185

T1回線が休止状態のため接続解除さ
れた。

T1-Quiesced190

コールの最大継続時間を超過したた

め、接続解除された。

Call-Duration195

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。

VPN-User-Disconnect600

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。

VPN-Carrier-Loss601

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）。

VPN-No-Resources602
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説明値原因コード

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。

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。

（注）

VPN-Bad-Control-Packet603

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。

VPN-Admin-Disconnect604

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。

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。

（注）

VPN-Tunnel-Shut605

LNSPPP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。

VPN-Local-Disconnect606
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説明値原因コード

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。

VPN-Session-Limit607

VPNコールリダイレクトがイネーブ
ルになった。

VPN-Call-Redirect608

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。

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。（注）

表 75：属性 196 で新たにサポートされた進捗コード

説明コード

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。

10

モデムが動作中です。30

モデムが結果コードを待機しています。33

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。

41
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説明コード

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。

60

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。

65

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。

67

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。

（注）

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
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

RADIUSサーバの設定の名前をProtectedAccessCredential（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。

radius server name

例：

Switch(config)# radius server ISE

ステップ 3   

スイッチは、IPv6対応の RADIUSをサポートしています。

（任意）RADIUSサーバのパラメータを指定します。address {ipv4 | ipv6} ip address
{auth-port port number | acct-port
port number}

ステップ 4   

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。例：

Switch(config-radius-server)#
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。address ipv4 10.1.1.1 auth-port

1645 acct-port 1646

（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。

key string

例：

Switch(config-radius-server)#

ステップ 5   

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。

（注）
key cisco123
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目的コマンドまたはアクション

（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～

retransmit value

例：

Switch(config-radius-server)#

ステップ 6   

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。

retransmit 10

（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

timeout seconds

例：

Switch(config-radius-server)#

ステップ 7   

～ 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。

timeout 60

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

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

ステップ 10   

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

目的コマンドまたはアクション

グ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 1   

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。

radius-server key string

例：

Switch(config)# radius-server key

ステップ 2   

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。

（注）

your_server_key

Switch(config)# key your_server_key

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 retransmit retries

例：

Switch(config)# radius-server

ステップ 3   

retransmit 5

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 timeout seconds

例：

Switch(config)# radius-server

ステップ 4   

timeout 3
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目的コマンドまたはアクション

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。

radius-server deadtime分

例：

Switch(config)# radius-server

ステップ 5   

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。deadtime 0

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 6   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 7   

（任意）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

ステップ 8   

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
authenticationaaa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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

AAAをイネーブルにします。aaa new-model

例：

Switch(config)# aaa new-model

ステップ 3   

ログイン認証方式リストを作成します。aaa authentication login {default
| list-name} method1 [method2...]

ステップ 4   

• 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：

Switch(config)# aaa
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。
authentication login default
local

• 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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目的コマンドまたはアクション

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。

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

する回線を設定します。

line [console | tty | vty] line-number
[ending-line-number]

例：

Switch(config)# line 1 4

ステップ 5   

1つの回線または複数回線に認証リストを適用します。login authentication {default |
list-name}

ステップ 6   

• 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)# login
authentication default

• 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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目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 7   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 8   

（任意）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

ステップ 9   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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。

radius server name

例：

Switch(config)# radius server ISE

ステップ 3   

スイッチは、IPv6対応のRADIUSもサポートしていま
す。

RADIUSサーバのアカウンティングおよび認証パラメー
タの IPv4アドレスを設定します。

address {ipv4 | ipv6} {ip-address | hostname}
auth-port port-numberacct-port port-number

例：

Switch(config-radius-server)# address

ステップ 4   

ipv4 10.1.1.1 auth-port 1645 acct-port
1646

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。

end string

例：

Switch(config-radius-server)# key

ステップ 5   

cisco123

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。

end

例：

Switch(config-radius-server)# end

ステップ 6   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）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

ステップ 8   

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

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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

グ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 2   

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。

aaa authorization network radius

例：

Switch(config)# aaa authorization

ステップ 3   

network radius

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。

aaa authorization exec radius

例：

Switch(config)# aaa authorization exec

ステップ 4   

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。

radius

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 5   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 6   

（任意）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

ステップ 7   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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。
aaa accounting network start-stop radius

例：

Switch(config)# aaa accounting network

ステップ 3   

start-stop radius

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。

aaa accounting exec start-stop radius

例：
Switch(config)# aaa accounting exec
start-stop radius

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 5   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 6   

（任意）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

ステップ 7   

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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。

debugaaaaccounting

例：

Device# debug aaa accounting

ステップ 2   

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。
showradiusstatistics

例：

Device# debug aaa authorization

ステップ 3   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

グ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 2   

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。

radius-server vsa send [accounting |
authentication]

例：

Switch(config)# radius-server vsa

ステップ 3   

•（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。send accounting

•（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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 4   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 5   

（任意）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

ステップ 6   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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。

radius-server host {hostname |
ip-address} non-standard

例：

Switch(config)# radius-server host

ステップ 3   

172.20.30.15 non-standard

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-server key string

例：

Switch(config)# radius-server key

ステップ 4   

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。

rad124
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。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 5   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 6   

（任意）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

ステップ 7   

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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。
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目的コマンドまたはアクション

グ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：

Device# configure terminal

ステップ 2   

ユーザプロファイルを作成します。aaauserprofile profile-name

例：

Device(config)# aaa user profile
profilename1

ステップ 3   

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。

aaaattribute {dnis | clid}

例：

Device# configure terminal

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ま

す。

exitステップ 5   

DNISまたは CLIDの名前付きユーザプロファイルを、
RADIUSサーバに送信するレコードに関連付けます。

testaaagroup {group-name | radius} username
password new-code [profile profile-name]

例：

Device# test aaa group radius secret
new-code profile profilename1

ステップ 6   

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。

（注）

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。

目的コマンド

RADIUS関連の情報を表示します。
Device# debug radius

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）。

Devie# more system: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

827

RADIUS の設定方法



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
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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

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド
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https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/mcl/allreleasemcl/all-book.html


マニュアルタイトル関連項目

•『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』

Ciscoセキュリティコマンド

『Cisco IOS IPv6 Command Reference』IPv6コマンド

標準および RFC

タイトル標準/RFC

RADIUS認可変更（CoA）の拡張RFC 5176

エラーメッセージデコーダ

リンク説明

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi

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。

MIB

MIB のリンク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

本リリースでサポートするすべてのMIB
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http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/security/a1/sec-a1-cr-book.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/security/a1/sec-a1-cr-book.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/security/d1/sec-d1-cr-book.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/security/d1/sec-d1-cr-book.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-s1-cr-book.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-s1-cr-book.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/ipv6/command/reference/ipv6_book.html
https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/index.cgi
https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/index.cgi
http://www.cisco.com/go/mibs


シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
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、CiscoNotificationService（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

機能情報リリース

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

Cisco IOS 15.2(1)E
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第 30 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。

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。

（注）

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。

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。

（注）

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。

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。

（注）
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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。

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。

（注）

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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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。

（注）

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RADIUSEXEC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 tty3 5622329430/4327528
start task_id=2 service=shell
Wed Jun 27 04:08:55 2001 172.16.25.15 username1 tty3 5622329430/4327528
stop task_id=2 service=shell elapsed_time=1354

次に、TelnetユーザのRADIUSEXEC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 tty26 10.68.202.158
starttask_id=41 service=shell
Wed Jun 27 04:07:02 2001 172.16.25.15 username1 tty26 10.68.202.158
stoptask_id=41 service=shell elapsed_time=9

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 27 03:47:17 2001 172.16.25.15 username1 tty3 5622329430/4327528
stop task_id=6 service=shell priv-lvl=15 cmd=configure terminal <cr>
Wed Jun 27 03:47:21 2001 172.16.25.15 username1 tty3 5622329430/4327528
stop task_id=7 service=shell priv-lvl=15 cmd=interface Serial 0 <cr>
Wed Jun 27 03:47:29 2001 172.16.25.15 username1 tty3 5622329430/4327528
stop task_id=8 service=shell priv-lvl=15 cmd=ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
<cr>

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。（注）

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 username1 tty3 5622329430/4327528
start task_id=18 service=connection protocol=lat addr=VAX cmd=lat
VAX
Wed Jun 27 03:54:15 2001 172.16.25.15 username1 tty3 5622329430/4327528
stop task_id=18 service=connection protocol=lat addr=VAX cmd=lat
VAX bytes_in=0 bytes_out=0 paks_in=0 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 task_id=25
service=system event=sys_acct reason=reconfigure

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。

（注）

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 task_id=23
service=system event=sys_acct reason=reconfigure

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vrrpname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）

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。

（注）

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

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）

SessionId

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

UserId

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

IpAddr

セッションがアイドルになってからの経過時間IdleTime

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

Disconnect

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

CallId
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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

現在アクティブなセッションの数ActiveTableEntries

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

ActiveTableHighWaterMark

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

TotalSessions

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

DisconnectedSessions

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。

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。

（注）
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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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Device> enable

ステップ 1   

•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。

configure terminal

例：

Device# configure terminal

ステップ 2   

アカウンティング方式リストを作成し、アカウンティ

ングを有効にします。引数 list-nameは、作成したリス
トに名前を付けるときに使用される文字列です。

aaaaccounting {system | network | exec |
connection | commands level} {default |
list-name} {start-stop | stop-only | none} [method1
[method2...]]

ステップ 3   

例：

Device(config)# aaa accounting system
default start-stop

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。

次のいずれかを実行します。ステップ 4   

• line [aux | console | tty | vty] line-number
[ending-line-number] または
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目的コマンドまたはアクション

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。

• interface interface-type interface-number

例：

Device(config)# line aux line1

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。

次のいずれかを実行します。ステップ 5   

• accounting {arap | commands level |
connection | exec} {default | list-name} 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。

• pppaccounting{default | list-name}

例：

Device(config-line)# accounting arap default

（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

例：

Device(config-line)# end

ステップ 6   

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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Device> enable

ステップ 1   

•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。configure terminal

例：

Device# configure terminal

ステップ 2   

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。

aaanew-model

例：

Device(config)# aaa new-model

ステップ 3   

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

す。

radius-serveraccountingsystemhost-config

例：

Device(config)# radius-server
accounting system host-config

ステップ 4   

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。

aaagroupserverradiusserver-name

例：

Device(config)# aaa group server
radius radgroup1

ステップ 5   

• server-name引数には、RADIUSサーバグループ名を指
定します。

RADIUSサーのホスト名または IPアドレスと、非表示のサー
バキーを入力します。

server-private {host-name | ip-address} key
{[0 server-key | 7 server-key] server-key

例：

Device(config-sg-radius)#
server-private 172.16.1.11 key cisco

ステップ 6   

•（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。

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。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

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。

accountingsystemhost-config

例：

Device(config-sg-radius)# accounting
system host-config

ステップ 7   

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

ステップ 8   

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。

目的コマンド

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。

Device(config)# aaa accounting suppress
null-username

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。

目的コマンド

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。

Device(config)# aaa accounting update
[newinfo] [periodic] number
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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。

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。

注意

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。

目的コマンド

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 authentication failure

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。

Device(config)# aaa accounting send
stop-record always

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。

目的コマンド

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。
Device(config)# aaa accounting nested

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。

目的コマンド

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。

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。

（注）

Device(config)# aaa accounting resource
method-list stop-failure group server-group

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。

目的コマンド

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。

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。

（注）

Device(config)# aaa accounting resource
method-list start-stop group server-group
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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。

目的コマンド

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。

Device(config)# aaa accounting {system |
network | exec | connection | commands level}
{default | list-name} {start-stop | stop-only |
none} [broadcast] method1 [method2...]

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。

目的コマンド

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。

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。

Device(config)# aaa dnis map dnis-number
accounting network [start-stop | stop-only |
none] [broadcast] method1 [method2...]

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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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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

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。

Device (config)#
aaasession-mibdisconnect

ステップ 1   

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

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

857

アカウンティングの設定方法



手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Device> enable

ステップ 1   

•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。

configure terminal

例：

Device# configure terminal

ステップ 2   

VRRSの AAAアカウンティングをイネーブルにしま
す。

aaaaccountingvrrs {default | list-name}
start-stop method1 [method2...]

例：

Device(config)# aaa accounting vrrs
default start-stop

ステップ 3   

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。

aaaattributelist list-name

例：

Device(config)# aaa attribute list list1

ステップ 4   

属性リストへ追加される属性タイプをデバイス上で

ローカルに定義します。

attributetype name value [service service]
[protocol protocol][mandatory][tag tag-value]

例：

Device(config-attr-list)# attribute type
example 1

ステップ 5   

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。

exit

例：

Device(config-attr-list)# exit

ステップ 6   

（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。

vrrs vrrs-group-name

例：

Device(config)# vrrs vrrs1

ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクション

（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。

accountingdelay seconds

例：

Device(config-vrrs)# accounting delay 10

ステップ 8   

（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。

accountingmethod {default |
accounting-method-list}

例：

Device(config-vrrs)# accounting method
default

ステップ 9   

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

ステップ 10   

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。

目的コマンド

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。

Device(config)# no aaa accounting system
guarantee-first
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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。

（注）

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。

目的コマンド

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。

Device# show accounting

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。

目的コマンド

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。
Device# debug aaa accounting

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 new-model
aaa authentication login admins local
aaa authentication ppp dialins group radius local
aaa authorization network blue1 group radius local
aaa 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。

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

861

アカウンティングの設定例



• 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

説明フィールド

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

Active Accounted actions on

ユーザの ID。User

ユーザの特権レベル。Priv

各アカウンティングセッションの固有識別情報タスク ID

アカウンティングセッションタイプAccounting record

このセッションタイプの期間（hh:mm:ss）Elapsed
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説明フィールド

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
attribute=value

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 new-model
aaa authentication ppp default group radius
aaa authorization network default group radius
aaa accounting network default start-stop group radius
aaa 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

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOS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』

Ciscoセキュリティコマンド

RFC

タイトルRFC

「Generic AAA Architecture」RFC 2903

「AAA Authorization Framework」RFC 2904

「AAA Authorization Requirements」RFC 2906

「Criteria for Evaluating AAA Protocols for Network
Access」

RFC 2989
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http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/security/a1/sec-a1-cr-book.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/security/d1/sec-d1-cr-book.html
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シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html右の URLにアクセスして、シスコのテクニカ
ルサポートを最大限に活用してください。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

機能情報リリース機能名

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。

Cisco IOS 15.2(1)EAAAブロードキャストアカウ
ンティング
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機能情報リリース機能名

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。

Cisco IOS 15.2(1)E開始 -終了レコードの AAAリ
ソースアカウンティング

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。

Cisco IOS 15.2(1)EAAAセッションMIB

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。

Cisco IOS 15.2(1)EAAA：IPv6アカウンティング
の遅延の強化
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第 31 章

ローカル認証および許可の設定

• 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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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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

AAAをイネーブルにします。aaa new-model

例：

Switch(config)# aaa new-model

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

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。

aaa authentication login default local

例：

Switch(config)# aaa authentication

ステップ 4   

login default 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。

aaa authorization exec local

例：

Switch(config)# aaa authorization

ステップ 5   

exec 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。
aaa authorization network local

例：

Switch(config)# aaa authorization

ステップ 6   

network local

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。

username name [privilege level]
{password encryption-type password}

例：

Switch(config)# username

ステップ 7   

ユーザごとにコマンドを繰り返し入力します。

• nameには、ユーザ IDを 1ワードで指定します。スペー
スと引用符は使用できません。your_user_name privilege 1 password

7 secret567
•（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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目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

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

ステップ 10   

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

リンク説明

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi

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。
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MIB

MIB のリンク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

本リリースでサポートするすべてのMIB

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
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、CiscoNotificationService（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

機能情報リリース

この機能が導入されました。Cisco IOS Release 15.0(2)EXCisco IOS Release
15.2(5)E
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第 32 章

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、『UserGuide for SecureACSAppliance
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。

作成されたパス

ワード

設定されたパス

ワード

ユーザ名ユーザ名の形式

（グループのサ

イズ、区切り記

号）

MAC アドレス

0:8:0:0:2:b:8:6:1:9:d:e

0-8-0-0-2-b-8-6-1-9-d-e

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

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、:）

（1、-）

（1、.）

08002b8619de

PasswordPassword0:8:0:0:2:b:8:6:1:9:d:e

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、:）

（1、-）

（1、.）

08002b8619de

08:00:2b:86:19:de

08-00-2b-86-19-de

08.00.2b.86.19.de

なし08:00:2b:86:19:de

08-00-2b-86-19-de

08.00.2b.86.19.de

（2、:）

（2, -）

（2、.）

08002b8619de

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

877

MAC 認証バイパスに関する情報



作成されたパス

ワード

設定されたパス

ワード

ユーザ名ユーザ名の形式

（グループのサ

イズ、区切り記

号）

MAC アドレス

PasswordPassword08:00:2b:86:19:de

08-00-2b-86-19-de

08.00.2b.86.19.de

（2、:）

（2, -）

（2、.）

08002b8619de

0800:2b86:19de

0800-2b86-19de

0800.2b86.19de

なし0800:2b86:19de

0800-2b86-19de

0800.2b86.19de

（4、:）

（4、-）

（4, .）

08002b8619de

PasswordPassword0800:2b86:19de

0800-2b86-19de

0800.2b86.19de

（4、:）

（4、-）

（4, .）

08002b8619de

08002b8619deなし08002b8619de（12、<該当なし
>）

08002b8619de

PasswordPassword08002b8619de（12、<該当なし
>）

08002b8619de

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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Device> enable

ステップ 1   

•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。

configure terminal

例：

Device# configure terminal

ステップ 2   

イン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。

interface type slot / port

例：

Device(config)# interface Gigabitethernet
1/2/1

ステップ 3   

MABをイネーブルにします。mab

例：

Device(config-if)# mab

ステップ 4   

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Device(config-if)# end

ステップ 5   

インターフェイスの設定と、インターフェイス上

のオーセンティケータインスタンスを表示しま

す。

showauthenticationsessionsinterface type slot
/ port details

例：

Device# show authentication session
interface Gigabitethernet 1/2/1 details

ステップ 6   

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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Device> enable

ステップ 1   

•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。

configure terminal

例：

Device# configure terminal

ステップ 2   

イン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。

interface type slot / port

例：

Device(config)# interface Gigabitethernet
1/2/1

ステップ 3   

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。

switchport

例：

Device(config-if)# switchport

ステップ 4   

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。

switchport mode access

例：

Device(config-if)# switchport mode access

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

ポートの認証ステートを設定します。authenticationport-control auto

例：

Device(config-if)# authentication
port-control auto

ステップ 6   

MABをイネーブルにします。mab [eap]

例：

Device(config-if)# mab

ステップ 7   

再認証をイネーブルにします。authentication periodic

例：

Device(config-if)# authentication periodic

ステップ 8   

再認証の間隔（秒単位）を設定します。authenticationtimerreauthenticate {seconds |
server}

ステップ 9   

例：

Device(config-if)# authentication timer
reauthenticate 900

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

ステップ 10   

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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Device> enable

ステップ 1   

•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。

configure terminal

例：

Device# configure terminal

ステップ 2   

イン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。

interface type slot / port

例：

Device(config)# interface Gigabitethernet
1/2/1

ステップ 3   

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。

switchport

例：

Device(config-if)# switchport

ステップ 4   

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。

switchport mode access

例：

Device(config-if)# switchport mode access

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

ポートの認証ステートを設定します。authenticationport-control auto

例：

Device(config-if)# authentication
port-control auto

ステップ 6   

MABをイネーブルにします。mab [eap]

例：

Device(config-if)# mab

ステップ 7   

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。

authenticationviolation {restrict | shutdown}

例：

Device(config-if)# authentication
violation shutdown

ステップ 8   

未認証のポートの認証の間隔（秒単位）を設定しま

す。

authenticationtimerrestart seconds

例：

Device(config-if)# authentication timer
restart 30

ステップ 9   

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

ステップ 10   

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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

MAB要求のユーザ名形式を設定します。mab request format attribute 1 groupsize {1 | 2 | 4
| 12} separator {- | : | .} [lowercase | uppercase]

ステップ 3   

例：
Device(config)# mab request format attribute
1 groupsize 2 separator :

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。

mab request format attribute 2 [0 | 7] password

例：
Device(config)# mab request format attribute
2 password1

ステップ 4   

特権 EXECモードに戻ります。end

例：
Device(config)# end

ステップ 5   

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 showauthenticationsessions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

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOS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』

認証コマンド

MIB

MIB のリンク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。

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

• CISCO-AUTH-FRAMEWORK-MIB

• CISCO-MAC-AUTH-BYPASS-MIB

• CISCO-PAE-MIB

• IEEE8021-PAE-MIB
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RFC

タイトルRFC

「IEEE 802.1x Remote Authentication Dial In User
Service (RADIUS)」

RFC 3580

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html右の URLにアクセスして、シスコのテクニカ
ルサポートを最大限に活用してください。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

機能情報リリース機能名

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。

次のコマンドが導入または変更されました。

dot1xmac-auth-bypass、showdot1xinterface

Cisco IOS XE 3.2SE

Cisco IOS XE 3.3SE

Cisco IOS XE 3.5E

Cisco IOS 15.2(1)E

MAC認証バイパス
（MAB）
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機能情報リリース機能名

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

Cisco IOS 15.2(1)E設定可能MABユーザ名
およびパスワード
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第 33 章

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。

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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

AAAをグローバルにイネーブルにします。aaa new-model

例：
Device(config)# aaa new-model

ステップ 3   

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。

aaa common-criteria policy policy-name

例：
Device(config)# aaa common-criteria policy
policy1

ステップ 4   

（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。

char-changes number

例：
Device(config-cc-policy)# char-changes 4

ステップ 5   

（任意）パスワードの最大長を指定します。max-length number

例：
Device(config-cc-policy)# max-length 25

ステップ 6   

（任意）パスワードの最小長を指定します。min-length number

例：
Device(config-cc-policy)# min-length 8

ステップ 7   

（任意）パスワード内の数字の数を指定します。numeric-count number

例：
Device(config-cc-policy)# numeric-count 4

ステップ 8   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）パスワード内の特殊文字の数を指定しま

す。

special-case number

例：
Device(config-cc-policy)# special-case 3

ステップ 9   

（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。

exit

例：
Device(config-cc-policy)# exit

ステップ 10   

（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。

username usernamecommon-criteria-policy
policy-name password password

例：
Device(config)# username user1
common-criteria-policy policy1 password

ステップ 11   

password1

特権 EXECモードに戻ります。end

例：
Device(config)# end

ステップ 12   

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

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOS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』

Ciscoセキュリティコマンド
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RFC

タイトルRFC

Remote AuthenticationDial-inUser Service（リモー
ト認証ダイヤルインユーザサービス）

RFC 2865

『Dynamic Authorization Extensions to RADIUS』RFC 3576

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/en/US/support/index.htmlシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
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、CiscoNotificationService（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。
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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

機能情報リリース機能名

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。

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

Cisco IOS 15.0(2)SE

Cisco IOS 15.2(1)E
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
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第 34 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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Device> enable

ステップ 1   

•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で設定され

ている RADIUSサーバをすべて表示します。
showrunning-config|includeradius-serverhost

例：

Device# show running-config | include
radius-server host

ステップ 2   

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。

showaaaservers

例：

Device# show aaa servers

ステップ 3   
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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, acct-port 2096
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 0ms
Transaction: success 0, failure 2

Author: request 0, timeouts 0
Response: unexpected 0, server error 0, incorrect 0, time 0ms
Transaction: success 0, failure 0

Account: request 0, timeouts 0
Response: unexpected 0, server error 0, incorrect 0, time 0ms
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, acct-port 1646
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 0ms
Transaction: success 0, failure 4

Author: request 0, timeouts 0
Response: unexpected 0, server error 0, incorrect 0, time 0ms
Transaction: success 0, failure 0

Account: request 0, timeouts 0
Response: unexpected 0, server error 0, incorrect 0, time 0ms
Transaction: success 0, failure 0

Elapsed time since counters last cleared: 3m

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.

   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

902

AAA-SERVER-MIB Set Operation の設定例



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, acct-port 1646
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 0ms
Transaction: success 0, failure 4

Author: request 0, timeouts 0
Response: unexpected 0, server error 0, incorrect 0, time 0ms
Transaction: success 0, failure 0

Account: request 0, timeouts 0
Response: unexpected 0, server error 0, incorrect 0, time 0ms
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, acct-port 2096
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 0ms
Transaction: success 0, failure 0

Author: request 0, timeouts 0
Response: unexpected 0, server error 0, incorrect 0, time 0ms
Transaction: success 0, failure 0

Account: request 0, timeouts 0
Response: unexpected 0, server error 0, incorrect 0, time 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

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOS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』

Ciscoセキュリティコマンド

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.htmlシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
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、CiscoNotificationService（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

機能情報リリース機能名

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.

Cisco IOS 15.2(1)EAAA-SERVER-MIBSetOperation
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第 35 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、DataEncryptionStandard（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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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。（注）

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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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。

（注）

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、RemoteCopyProtocol
（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。

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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

グ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 2   

Switchのホスト名および IPドメイン名を設定します。hostname hostname

例：

Switch(config)# hostname

ステップ 3   

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。

（注）

your_hostname

Switchのホストドメインを設定します。ip domain-name domain_name

例：

Switch(config)# ip domain-name

ステップ 4   

your_domain

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

crypto key generate rsa

例：

Switch(config)# crypto key generate

ステップ 5   

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。

rsa
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。

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。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 6   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）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

ステップ 8   

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。

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。（注）

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

グ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 2   

（任意）SSHv1または SSHv2を実行するようにSwitchを設定しま
す。

ip sshversion [1 | 2]

例：

Switch(config)# ip ssh version 1

ステップ 3   

• 1：SSHバージョン 1を実行するようにSwitchを設定します。

• 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。

SSH制御パラメータを設定します。ip ssh {timeout seconds |
authentication-retries number}

ステップ 4   

•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、例：

Switch(config)# ip ssh timeout 90
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。

authentication-retries 2

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。

（任意）仮想端末回線設定を設定します。次のいずれかまたは両方を使用し

ます。

ステップ 5   

•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
回線設定を設定します。line_numberおよび ending_line_number• line

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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目的コマンドまたはアクション

例：
Switch(config)# line vty 1 10

または

Switch(config-line)# transport
input ssh

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-line)# end

ステップ 6   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 7   

（任意）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

ステップ 8   

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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。

ssh-l username -vrf vrf-name ip-address

例：

Device# ssh -l user1 -vrf vrf1
192.0.2.1

ステップ 2   

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 ending-line-number
4. noexec
5. loginauthentication listname
6. transportinputssh
7. exit
8. exit
9. ssh-l userid : {number} {ip-address}

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Device> enable

ステップ 1   

•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。configure terminal

例：

Device# configure terminal

ステップ 2   

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。

line line-number ending-line-number

例：

Device# line 1 3

ステップ 3   

回線上の EXEC処理を無効にします。noexec

例：

Device(config-line)# no exec

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

回線のログイン認証メカニズムを定義します。loginauthentication listname

例：

Device(config-line)# login
authentication default

ステップ 5   

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。

（注）

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。

transportinputssh

例：

Device(config-line)# transport
input ssh

ステップ 6   

•リバース SSH拡張機能の場合は、sshキーワードを使用
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 7   

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 8   

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。

ssh-l userid : {number} {ip-address}

例：

Device# ssh -l lab:1
router.example.com

ステップ 9   

• userid：ユーザ ID。

• :：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。

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。

（注）

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 ending-line-number
4. noexec
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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Device> enable

ステップ 1   

•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。configure terminal

例：

Device# configure terminal

ステップ 2   

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。

line line-number ending-line-number

例：

Device# line 1 200

ステップ 3   

回線上の EXEC処理を無効にします。noexec

例：

Device(config-line)# no exec

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

回線のログイン認証メカニズムを定義します。loginauthentication listname

例：

Device(config-line)# login
authentication default

ステップ 5   

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。

（注）

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。

rotary group

例：

Device(config-line)# rotary 1

ステップ 6   

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。

transportinputssh

例：

Device(config-line)# transport
input ssh

ステップ 7   

•リバースSSH拡張機能の場合は、sshキーワードを使用
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。

ssh-l userid :rotary {number}
{ip-address}

例：

Device# ssh -l lab:rotary1
router.example.com

ステップ 10   

• userid：ユーザ ID。

• :：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。

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。

（注）
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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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。

debugipsshclient

例：

Device# debug ip ssh client

ステップ 2   

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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。

debugipssh

例：

Device# debug ip ssh

ステップ 2   

SSHサーバ接続のステータスを表示します。showssh

例：

Device# show ssh

ステップ 3   

端末回線のパラメータを表示します。showline

例：

Device# show line

ステップ 4   

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

目的コマンド

SSHサーバのバージョンおよび設定情報を表示
します。

show ip ssh

SSHサーバのステータスを表示します。show ssh

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。

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

923

セキュアシェルの設定方法



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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Device> enable

ステップ 1   

•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。

configureterminal

例：

Device# configure terminal

ステップ 2   

ログイン時の AAA認証を設定します。aaanew-model

例：

Device(config)# aaa new-model

ステップ 3   

AAAアクセスコントロールシステムをイネーブルに
します。

aaa authenticationlogin {default | list-name}
method1 [ method2...]

例：

Device(config)# aaa authentication login
default group tacacs+

ステップ 4   

ネットワークへのユーザアクセスを制限するパラメー

タを設定します。

aaaauthorization {network | exec | commands
level | reverse-access | configuration} {default
| list-name} [method1 [ method2...]]

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

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。

（注）

例：

Device(config)# aaa authorization exec
default group tacacs+

ユーザ名をベースとした認証システムを構築します。username name [privilege level] password
encryption-type encrypted-password

ステップ 6   

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。

（注）

例：

Device(config)# username superuser
privilege 2 password 0 superpassword

SCPサーバ側機能を有効にします。ipscpserverenable

例：

Device(config)# ip scp server enable

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モードに戻ります。
exit

例：

Device(config)# exit

ステップ 8   

（任意）SCPサーバ側機能を表示します。showrunning-config

例：

Device# show running-config

ステップ 9   

（任意）SCP認証問題を解決します。debugipscp

例：

Device# debug ip scp

ステップ 10   
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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

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド
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https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/mcl/allreleasemcl/all-book.html


マニュアルタイトル関連項目

•『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』

Ciscoセキュリティコマンド

『Cisco IOS IPv6 Command Reference』IPv6コマンド

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
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、CiscoNotificationService（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

機能情報リリース

この機能が導入されました。Cisco IOS Release 15.0(2)EXCisco IOS Release
15.2(5)E
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http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/security/a1/sec-a1-cr-book.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/security/a1/sec-a1-cr-book.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/security/d1/sec-d1-cr-book.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/security/d1/sec-d1-cr-book.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-s1-cr-book.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-s1-cr-book.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/ipv6/command/reference/ipv6_book.html
http://www.cisco.com/support


機能情報リリース

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。

（注）Cisco IOS Release 15.2(5)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。

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。

Cisco IOS 15.2(1)E
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第 36 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。

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。

（注）

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。

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。

（注）

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 andForwarding（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。

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。（注）

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、CiscoSSH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。

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。

（注）
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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。

（注）

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。

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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。
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目的コマンドまたはアクション

グ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：

Device# configure terminal

ステップ 2   

デバイスのホスト名を設定します。hostname name

例：

Device(config)# hostname cisco7200

ステップ 3   

デバイスのドメイン名を設定します。ipdomain-name name

例：

cisco7200(config)# ip domain-name
example.com

ステップ 4   

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。

cryptokeygeneratersa

例：

cisco7200(config)# crypto key generate
rsa

ステップ 5   

（任意）デバイス上で SSH制御変数を設定します。ipssh [time-out seconds |
authentication-retries integer]

ステップ 6   

例：

cisco7200(config)# ip ssh time-out 120

（任意）デバイスで実行する SSHのバージョンを指
定します。

ipsshversion [1 |2]

例：

cisco7200(config)# ip ssh version 1

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：

cisco7200(config)# exit

ステップ 8   

•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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Device> enable

ステップ 1   

•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。

configureterminal

例：

Device# configure terminal

ステップ 2   

SSHに使用する RSAキーペアを指定します。ipsshrsakeypair-name keypair-name

例：

Device(config)# ip ssh rsa keypair-name
sshkeys

ステップ 3   

シスコデバイスには複数のRSAキーペアを設
定できます。

（注）

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。

cryptokeygeneratersa usage-keys label
key-label modulus modulus-size

例：

Device(config)# crypto key generate rsa
usage-keys label sshkeys modulus 768

ステップ 4   

• SSHバージョン 2では、絶対サイズは 768ビット以
上である必要があります。

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。

（注）

デバイス上で SSH制御変数を設定します。ipssh [time-out seconds |
authentication-retries integer]

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

例：

Device(config)# ip ssh time-out 12

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 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モードを開始します。
exit

例：

Device(config)# exit

ステップ 7   

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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。
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目的コマンドまたはアクション

グ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：

Device# configure terminal

ステップ 2   

ホスト名を指定します。hostname name

例：

Device(config)# hostname host1

ステップ 3   

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。

ipdomain-name name

例：

host1(config)# ip domain-name
name1

ステップ 4   

RSAキーペアを生成します。cryptokeygeneratersa

例：

host1(config)# crypto key
generate rsa

ステップ 5   

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。

ipsshpubkey-chain

例：

host1(config)# ip ssh
pubkey-chain

ステップ 6   

•サーバに保存されている RSA公開キーが、クライアントに
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。

username username

例：

host1(conf-ssh-pubkey)# username
user1

ステップ 7   

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：

host1(conf-ssh-pubkey-user)#
key-string

ステップ 8   

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。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

（任意）SSHキータイプとバージョンを指定します。key-hash key-type key-name

例：

host1(conf-ssh-pubkey-data)#
key-hash ssh-rsa key1

ステップ 9   

•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。

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。

（注）

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。
end

例：

host1(conf-ssh-pubkey-data)# end

ステップ 10   

•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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Device> enable

ステップ 1   

•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。configureterminal

例：

Device# configure terminal

ステップ 2   

ホスト名を指定します。hostname name

例：

Device(config)# hostname host1

ステップ 3   

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。

ipdomain-name name

例：

host1(config)# ip domain-name
name1

ステップ 4   

RSAキーペアを生成します。cryptokeygeneratersa

例：

host1(config)# crypto key
generate rsa

ステップ 5   

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。

ipsshpubkey-chain

例：

host1(config)# ip ssh
pubkey-chain

ステップ 6   

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。

server server-name

例：

host1(conf-ssh-pubkey)# server
server1

ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクション

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：

host1(conf-ssh-pubkey-server)#
key-string

ステップ 8   

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。

（注）

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。

exit

例：

host1(conf-ssh-pubkey-data)# exit

ステップ 9   

（任意）SSHキータイプとバージョンを指定します。key-hash key-type key-name

例：

host1(conf-ssh-pubkey-server)#
key-hash ssh-rsa key1

ステップ 10   

•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。

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。

（注）

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。
end

例：

host1(conf-ssh-pubkey-server)#
end

ステップ 11   

グ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：

host1# configure terminal

ステップ 12   

サーバ認証が実行されることを確認します。ipsshstricthostkeycheck

例：

host1(config)# ip ssh
stricthostkeycheck

ステップ 13   

•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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目的コマンドまたはアクション

リモートデバイスとの暗号化セッションの開始

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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

リモートネットワークデバイス

との暗号化されたセッションを開

始します。

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

ステップ 1   

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

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。

（注）

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

943

セキュアシェルバージョン 2 サポートの設定方法



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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Device> enable

ステップ 1   

•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。

configureterminal

例：

Device# configure terminal

ステップ 2   

AAAアクセスコントロールモデルをイネーブルにしま
す。

aaanew-model

例：

Device(config)# aaa new-model

ステップ 3   

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。
aaaauthenticationlogin default local

例：

Device(config)# aaa authentication
login default local

ステップ 4   

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
aaaauthorization exec defaultlocal

例：

Device(config)# aaa authorization exec
default local

ステップ 5   

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。
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目的コマンドまたはアクション

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。

usernamename privilege privilege-level
password password

例：

Device(config)# username samplename
privilege 15 password password1

ステップ 6   

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。

（注）

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。

ipsshtime-outseconds

例：

Device(config)# ip ssh time-out 120

ステップ 7   

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。

ipsshauthentication-retries整数

例：

Device(config)# ip ssh
authentication-retries 3

ステップ 8   

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。

ipscpserverenable

例：

Device(config)# ip scp server enable

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、特

権 EXECモードに戻ります。
exit

例：

Device(config)# exit

ステップ 10   

（任意）SCP認証の問題に関する診断情報を提供します。debugipscp

例：

Device# debug ip scp

ステップ 11   

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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

SSHサーバ接続のステータスを表示します。showssh

例：

Device# show ssh

ステップ 2   

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

ステップ 3   

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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

SSHのバージョンおよび設定データを表示します。showipssh

例：

Device# show ip ssh

ステップ 2   

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

ステップ 3   

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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

SSHのデバッグを有効にします。debugipssh

例：

Device# debug ip ssh

ステップ 2   

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。

debugsnmppacket

例：

Device# debug snmp packet

ステップ 3   
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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: SSH1: starting SSH control process
00:33:55: SSH1: sent protocol version id SSH-1.99-Cisco-1.25
00:33:55: SSH1: protocol version id is - SSH-2.0-OpenSSH_2.5.2p2
00:33:55: SSH2 1: send: len 280 (includes padlen 4)
00:33:55: SSH2 1: SSH2_MSG_KEXINIT sent
00:33:55: SSH2 1: ssh_receive: 536 bytes received
00:33:55: SSH2 1: input: packet len 632
00:33:55: SSH2 1: partial packet 8, need 624, maclen 0
00:33:55: SSH2 1: ssh_receive: 96 bytes received
00:33:55: SSH2 1: partial packet 8, need 624, maclen 0
00:33:55: SSH2 1: input: padlen 11
00:33:55: SSH2 1: received packet type 20
00:33:55: SSH2 1: SSH2_MSG_KEXINIT received
00:33:55: SSH2: kex: client->server aes128-cbc hmac-md5 none
00:33:55: SSH2: kex: server->client aes128-cbc hmac-md5 none
00:33:55: SSH2 1: expecting SSH2_MSG_KEXDH_INIT
00:33:55: SSH2 1: ssh_receive: 144 bytes received
00:33:55: SSH2 1: input: packet len 144
00:33:55: SSH2 1: partial packet 8, need 136, maclen 0
00:33:55: SSH2 1: input: padlen 5
00:33:55: SSH2 1: received packet type 30
00:33:55: SSH2 1: SSH2_MSG_KEXDH_INIT received
00:33:55: SSH2 1: signature length 111
00:33:55: SSH2 1: send: len 384 (includes padlen 7)
00:33:55: SSH2: kex_derive_keys complete
00:33:55: SSH2 1: send: len 16 (includes padlen 10)
00:33:55: SSH2 1: newkeys: mode 1
00:33:55: SSH2 1: SSH2_MSG_NEWKEYS sent
00:33:55: SSH2 1: waiting for SSH2_MSG_NEWKEYS
00:33:55: SSH2 1: ssh_receive: 16 bytes received
00:33:55: SSH2 1: input: packet len 16
00:33:55: SSH2 1: partial packet 8, need 8, maclen 0
00:33:55: SSH2 1: input: padlen 10
00:33:55: SSH2 1: newkeys: mode 0
00:33:55: SSH2 1: received packet type 2100:33:55: SSH2 1: SSH2_MSG_NEWKEYS received
00:33:56: SSH2 1: ssh_receive: 48 bytes received
00:33:56: SSH2 1: input: packet len 32
00:33:56: SSH2 1: partial packet 16, need 16, maclen 16
00:33:56: SSH2 1: MAC #3 ok
00:33:56: SSH2 1: input: padlen 10
00:33:56: SSH2 1: received packet type 5
00:33:56: SSH2 1: send: len 32 (includes padlen 10)
00:33:56: SSH2 1: done calc MAC out #3
00:33:56: SSH2 1: ssh_receive: 64 bytes received
00:33:56: SSH2 1: input: packet len 48
00:33:56: SSH2 1: partial packet 16, need 32, maclen 16
00:33:56: SSH2 1: MAC #4 ok
00:33:56: SSH2 1: input: padlen 9
00:33:56: SSH2 1: received packet type 50
00:33:56: SSH2 1: send: len 32 (includes padlen 13)
00:33:56: SSH2 1: done calc MAC out #4
00:34:04: SSH2 1: ssh_receive: 160 bytes received
00:34:04: SSH2 1: input: packet len 64
00:34:04: SSH2 1: partial packet 16, need 48, maclen 16
00:34:04: SSH2 1: MAC #5 ok
00:34:04: SSH2 1: input: padlen 13
00:34:04: SSH2 1: received packet type 50
00:34:04: SSH2 1: send: len 16 (includes padlen 10)
00:34:04: SSH2 1: done calc MAC out #5
00:34:04: SSH2 1: authentication successful for lab
00:34:04: SSH2 1: input: packet len 64
00:34:04: SSH2 1: partial packet 16, need 48, maclen 16
00:34:04: SSH2 1: MAC #6 ok
00:34:04: SSH2 1: input: padlen 6
00:34:04: SSH2 1: received packet type 2
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00:34:04: SSH2 1: ssh_receive: 64 bytes received
00:34:04: SSH2 1: input: packet len 48
00:34:04: SSH2 1: partial packet 16, need 32, maclen 16
00:34:04: SSH2 1: MAC #7 ok
00:34:04: SSH2 1: input: padlen 19
00:34:04: SSH2 1: received packet type 90
00:34:04: SSH2 1: channel open request
00:34:04: SSH2 1: send: len 32 (includes padlen 10)
00:34:04: SSH2 1: done calc MAC out #6
00:34:04: SSH2 1: ssh_receive: 192 bytes received
00:34:04: SSH2 1: input: packet len 64
00:34:04: SSH2 1: partial packet 16, need 48, maclen 16
00:34:04: SSH2 1: MAC #8 ok
00:34:04: SSH2 1: input: padlen 13
00:34:04: SSH2 1: received packet type 98
00:34:04: SSH2 1: pty-req request
00:34:04: SSH2 1: setting TTY - requested: height 24, width 80; set: height 24,
width 80
00:34:04: SSH2 1: input: packet len 96
00:34:04: SSH2 1: partial packet 16, need 80, maclen 16
00:34:04: SSH2 1: MAC #9 ok
00:34:04: SSH2 1: input: padlen 11
00:34:04: SSH2 1: received packet type 98
00:34:04: SSH2 1: x11-req request
00:34:04: SSH2 1: ssh_receive: 48 bytes received
00:34:04: SSH2 1: input: packet len 32
00:34:04: SSH2 1: partial packet 16, need 16, maclen 16
00:34:04: SSH2 1: MAC #10 ok
00:34:04: SSH2 1: input: padlen 12
00:34:04: SSH2 1: received packet type 98
00:34:04: SSH2 1: shell request
00:34:04: SSH2 1: shell message received
00:34:04: SSH2 1: starting shell for vty
00:34:04: SSH2 1: send: len 48 (includes padlen 18)
00:34:04: SSH2 1: done calc MAC out #7
00:34:07: SSH2 1: ssh_receive: 48 bytes received
00:34:07: SSH2 1: input: packet len 32
00:34:07: SSH2 1: partial packet 16, need 16, maclen 16
00:34:07: SSH2 1: MAC #11 ok
00:34:07: SSH2 1: input: padlen 17
00:34:07: SSH2 1: received packet type 94
00:34:07: SSH2 1: send: len 32 (includes padlen 17)
00:34:07: SSH2 1: done calc MAC out #8
00:34:07: SSH2 1: ssh_receive: 48 bytes received
00:34:07: SSH2 1: input: packet len 32
00:34:07: SSH2 1: partial packet 16, need 16, maclen 16
00:34:07: SSH2 1: MAC #12 ok
00:34:07: SSH2 1: input: padlen 17
00:34:07: SSH2 1: received packet type 94
00:34:07: SSH2 1: send: len 32 (includes padlen 17)
00:34:07: SSH2 1: done calc MAC out #9
00:34:07: SSH2 1: ssh_receive: 48 bytes received
00:34:07: SSH2 1: input: packet len 32
00:34:07: SSH2 1: partial packet 16, need 16, maclen 16
00:34:07: SSH2 1: MAC #13 ok
00:34:07: SSH2 1: input: padlen 17
00:34:07: SSH2 1: received packet type 94
00:34:07: SSH2 1: send: len 32 (includes padlen 17)
00:34:07: SSH2 1: done calc MAC out #10
00:34:08: SSH2 1: ssh_receive: 48 bytes received
00:34:08: SSH2 1: input: packet len 32
00:34:08: SSH2 1: partial packet 16, need 16, maclen 16
00:34:08: SSH2 1: MAC #14 ok
00:34:08: SSH2 1: input: padlen 17
00:34:08: SSH2 1: received packet type 94
00:34:08: SSH2 1: send: len 32 (includes padlen 17)
00:34:08: SSH2 1: done calc MAC out #11
00:34:08: SSH2 1: ssh_receive: 48 bytes received
00:34:08: SSH2 1: input: packet len 32
00:34:08: SSH2 1: partial packet 16, need 16, maclen 16
00:34:08: SSH2 1: MAC #15 ok
00:34:08: SSH2 1: input: padlen 17
00:34:08: SSH2 1: received packet type 94
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00:34:08: SSH2 1: send: len 32 (includes padlen 16)
00:34:08: SSH2 1: done calc MAC out #12
00:34:08: SSH2 1: send: len 48 (includes padlen 18)
00:34:08: SSH2 1: done calc MAC out #13
00:34:08: SSH2 1: send: len 16 (includes padlen 6)
00:34:08: SSH2 1: done calc MAC out #14
00:34:08: SSH2 1: send: len 16 (includes padlen 6)
00:34:08: SSH2 1: done calc MAC out #15
00:34:08: SSH1: Session terminated normally

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: SSH0: sent protocol version id SSH-1.99-Cisco-1.25
*Nov 17 12:50:53.199: SSH CLIENT0: protocol version id is - SSH-1.99-Cisco-1.25
*Nov 17 12:50:53.199: SSH CLIENT0: sent protocol version id SSH-1.99-Cisco-1.25
*Nov 17 12:50:53.199: SSH CLIENT0: protocol version exchange successful
*Nov 17 12:50:53.203: SSH0: protocol version id is - SSH-1.99-Cisco-1.25
*Nov 17 12:50:53.335: SSH CLIENT0: key exchange successful and encryption on
*Nov 17 12:50:53.335: SSH2 CLIENT 0: using method keyboard-interactive
Password:
Password:
Password:
*Nov 17 12:51:01.887: SSH2 CLIENT 0: using method password authentication
Password:
Password: lab
Device2>

*Nov 17 12:51:11.407: SSH2 CLIENT 0: SSH2_MSG_USERAUTH_SUCCESS message received
*Nov 17 12:51:11.407: SSH CLIENT0: user authenticated
*Nov 17 12:51:11.407: SSH2 CLIENT 0: pty-req request sent
*Nov 17 12:51:11.411: SSH2 CLIENT 0: shell request sent
*Nov 17 12:51:11.411: 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: SSH2 0: SSH2_MSG_KEXINIT sent
00:04:22: SSH2 0: SSH2_MSG_KEXINIT received
00:04:22: SSH2:kex: client->server enc:aes128-cbc mac:hmac-sha1
00:04:22: SSH2:kex: server->client enc:aes128-cbc mac:hmac-sha1
00:04:22: SSH2 0: expecting SSH2_MSG_KEXDH_INIT
00:04:22: SSH2 0: SSH2_MSG_KEXDH_INIT received
00:04:22: SSH2: kex_derive_keys complete
00:04:22: SSH2 0: SSH2_MSG_NEWKEYS sent
00:04:22: SSH2 0: waiting for SSH2_MSG_NEWKEYS
00:04:22: SSH2 0: SSH2_MSG_NEWKEYS received
00:04:24: SSH2 0: authentication successful for lab
00:04:24: SSH2 0: channel open request
00:04:24: SSH2 0: pty-req request
00:04:24: SSH2 0: setting TTY - requested: height 24, width 80; set: height 24, width 80
00:04:24: SSH2 0: shell request
00:04:24: SSH2 0: shell message received
00:04:24: SSH2 0: starting shell for vty
00:04:38: 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: SSH2 0: send:packet of length 280 (length also includes padlen of 4)
00:05:43: SSH2 0: ssh_receive: 64 bytes received
00:05:43: SSH2 0: input: total packet length of 280 bytes
00:05:43: SSH2 0: partial packet length(block size)8 bytes,needed 272 bytes, maclen 0
00:05:43: SSH2 0: ssh_receive: 64 bytes received
00:05:43: SSH2 0: partial packet length(block size)8 bytes,needed 272 bytes, maclen 0
00:05:43: SSH2 0: ssh_receive: 64 bytes received
00:05:43: SSH2 0: partial packet length(block size)8 bytes,needed 272 bytes, maclen 0
00:05:43: SSH2 0: ssh_receive: 64 bytes received
00:05:43: SSH2 0: partial packet length(block size)8 bytes,needed 272 bytes, maclen 0
00:05:43: SSH2 0: ssh_receive: 24 bytes received
00:05:43: SSH2 0: partial packet length(block size)8 bytes,needed 272 bytes, maclen 0
00:05:43: SSH2 0: input: padlength 4 bytes
00:05:43: SSH2 0: ssh_receive: 64 bytes received
00:05:43: SSH2 0: input: total packet length of 144 bytes
00:05:43: SSH2 0: partial packet length(block size)8 bytes,needed 136 bytes, maclen 0
00:05:43: SSH2 0: ssh_receive: 64 bytes received
00:05:43: SSH2 0: partial packet length(block size)8 bytes,needed 136 bytes, maclen 0
00:05:43: SSH2 0: ssh_receive: 16 bytes received
00:05:43: SSH2 0: partial packet length(block size)8 bytes,needed 136 bytes, maclen 0
00:05:43: SSH2 0: input: padlength 6 bytes
00:05:43: SSH2 0: signature length 143
00:05:43: SSH2 0: send:packet of length 448 (length also includes padlen of 7)
00:05:43: SSH2 0: send:packet of length 16 (length also includes padlen of 10)
00:05:43: SSH2 0: newkeys: mode 1
00:05:43: SSH2 0: ssh_receive: 16 bytes received
00:05:43: SSH2 0: input: total packet length of 16 bytes
00:05:43: SSH2 0: partial packet length(block size)8 bytes,needed 8 bytes, maclen 0
00:05:43: SSH2 0: input: padlength 10 bytes
00:05:43: SSH2 0: newkeys: mode 0
00:05:43: SSH2 0: ssh_receive: 52 bytes received
00:05:43: SSH2 0: input: total packet length of 32 bytes
00:05:43: SSH2 0: partial packet length(block size)16 bytes,needed 16 bytes, maclen 20
00:05:43: SSH2 0: MAC compared for #3 :ok
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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

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOS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』

Ciscoセキュリティコマンド

標準

タイトル標準

Internet Engineering Task ForceのWebサイトIETF Secure Shell Version 2 Draft規格

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html右の URLにアクセスして、シスコのテクニカ
ルサポートを最大限に活用してください。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

機能情報リリース機能名

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。

Cisco IOS XE Release
3.4SG

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

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。

（注）

次のコマンドが導入または変更されま

した。debugipssh、ipsshdhminsize

Cisco IOS XE Release
3.4SG

セキュアシェルバージョン 2
の機能拡張
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機能情報リリース機能名

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。

Cisco IOS XE Release
3.4SG

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

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

Cisco IOS XE Release
3.4SG

セキュアシェルバージョン 2
サポート

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 XE Release
3.4SG

SSHキーボードインタラクティ
ブ認証

   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

セキュアシェルバージョン 2 サポートの機能情報



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。

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。

警告

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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

•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。configureterminal

例：

Switch# configure terminal

ステップ 2   

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。

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

ステップ 3   

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。

（注）

• 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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目的コマンドまたはアクション

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。

ip ssh server certificate profile

例：

Switch(config)# ip ssh server
certificate profile

ステップ 4   

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

ステップ 5   

•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。

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。

trustpoint sign PKI-trustpoint-name

例：

Switch(ssh-server-cert-profile-server)#
trustpoint sign trust1

ステップ 6   

• SSHサーバは、この PKIトラストポイントに関連付け
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。

ocsp-response include

例：

Switch(ssh-server-cert-profile-server)#
ocsp-response include

ステップ 7   

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。

（注）

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

ステップ 8   
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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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

•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。configureterminal

例：

Switch# configure terminal

ステップ 2   

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。

ip ssh server algorithm authentication
{publickey | keyboard | password}

例：

Switch(config)# ip ssh server
algorithm authentication publickey

ステップ 3   

（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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目的コマンドまたはアクション

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。

ip ssh server algorithm publickey
{x509v3-ssh-rsa [ssh-rsa] | ssh-rsa
[x509v3-ssh-rsa]}

例：

Switch(config)# ip ssh server
algorithm publickey x509v3-ssh-rsa

ステップ 4   

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。

（注）

• x509v3-ssh-rsa：証明書ベースの認証

• ssh-rsa：公開キーベースの認証

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。

ip ssh server certificate profile

例：

Switch(config)# ip ssh server
certificate profile

ステップ 5   

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 6   

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。
trustpoint verify PKI-trustpoint-name

例：

Switch(ssh-server-cert-profile-user)#
trustpoint verify trust2

ステップ 7   

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。

（注）

（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。

ocsp-response required

例：

Switch(ssh-server-cert-profile-user)#
ocsp-response required

ステップ 8   

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。

（注）

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

ステップ 9   
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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

マニュアルタイトル関連項目

PKI展開での Cisco IOS証明書サーバの設定お
よび管理

PKI設定

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
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、CiscoNotificationService（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

機能情報リリース機能名

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 algorithmhostkey、
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 15.2(4)E1SSH認証の X.509v3証明書
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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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Secure Socket Layer HTTP に関する情報

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）。

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。

（注）

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。

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。

（注）

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。

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。

（注）

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 F70D0101 04050030
59312F30 2D060355 04031326 494F532D 53656C66 2D536967 6E65642D 43657274
69666963 6174652D 33303830 37353530 37323126 30240609 2A864886 F70D0109
02161743 45322D33 3535302D 31332E73 756D6D30 342D3335 3530301E 170D3933
30333031 30303030 35395A17 0D323030 31303130 30303030 305A3059 312F302D

<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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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。（注）

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NetscapeCommunicator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）。

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、WebGUI
とゲストポータル両方へのアクセスが拒否されます。

（注）

（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。

AES256_SHA2はサポートされません。（注）

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、IPv4ACL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

目的コマンドまたはアクション

（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

show ip http server status

例：

Switch# show ip http server status

ステップ 1   

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。

HTTP secure server capability: Present
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目的コマンドまたはアクション

または

HTTP secure server capability: Not present

グ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# configure terminal

ステップ 2   

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。

ip http secure-server

例：

Switch(config)# ip http

ステップ 3   

secure-server

（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。

ip http secure-port port-number

例：

Switch(config)# ip http secure-port

ステップ 4   

443

（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

ip http secure-ciphersuite
{[3des-ede-cbc-sha] [rc4-128-md5]
[rc4-128-sha] [des-cbc-sha]}

ステップ 5   

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

例：

Switch(config)# ip http

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。

secure-ciphersuite rc4-128-md5

（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

ip http secure-client-auth

例：

Switch(config)# ip http

ステップ 6   

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。secure-client-auth

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。

ip http secure-trustpoint name

例：

Switch(config)# ip http

ステップ 7   

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。

（注）
secure-trustpoint your_trustpoint
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目的コマンドまたはアクション

（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

ip http path path-name

例：

Switch(config)# ip http path

ステップ 8   

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）。
/your_server:80

（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。

ip http access-class access-list-number

例：

Switch(config)# ip http access-class

ステップ 9   

2

（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。

ip http access-class { ipv4
{access-list-number | access-list-name} |
ipv6 {access-list-name} }

ステップ 10   

例：
Switch(config)# ip http access-class
ipv4 4

（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。

ip http max-connections value

例：

Switch(config)# ip http

ステップ 11   

max-connections 4

（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。

ip http timeout-policyidle secondslife
secondsrequests value

例：

Switch(config)# ip http

ステップ 12   

• idle：データの受信がないか、応答データが送信できない
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。timeout-policy idle 120 life 240

requests 1 • 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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 13   
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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

目的コマンドまたはアクション

グ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 1   

（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。

ip http client secure-trustpoint name

例：

Switch(config)# ip http client

ステップ 2   

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secure-trustpoint your_trustpoint

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

ip http client secure-ciphersuite
{[3des-ede-cbc-sha] [rc4-128-md5]
[rc4-128-sha] [des-cbc-sha]}

ステップ 3   

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

例：

Switch(config)# ip http client

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。

secure-ciphersuite rc4-128-md5
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目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 4   

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

目的コマンドまたはアクション

グ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 1   
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目的コマンドまたはアクション

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。

hostname hostname

例：

Switch(config)# hostname

ステップ 2   

your_hostname

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。

ip domain-name domain-name

例：

Switch(config)# ip domain-name

ステップ 3   

your_domain

（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

crypto key generate rsa

例：

Switch(config)# crypto key generate

ステップ 4   

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。
rsa

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。

crypto ca trustpoint name

例：

Switch(config)# crypto ca trustpoint

ステップ 5   

your_trustpoint

スイッチによる証明書要求の送信先の URLを指定します。enrollment url url

例：

Switch(ca-trustpoint)# enrollment

ステップ 6   

url http://your_server:80

（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。

enrollment http-proxy host-name
port-number

例：

Switch(ca-trustpoint)# enrollment

ステップ 7   

• host-nameには、CAを取得するために使用するプロキ
シサーバを指定します。

• port-numberには、CAにアクセスするために使用する
ポート番号を指定します。

http-proxy your_host 49

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。

crlquery url

例：
Switch(ca-trustpoint)# crl query
ldap://your_host:49

ステップ 8   
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目的コマンドまたはアクション

（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。

primary name

例：

Switch(ca-trustpoint)# primary

ステップ 9   

• nameには、設定したトラストポイントを指定します。
your_trustpoint

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 10   

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。

crypto ca authentication name

例：

Switch(config)# crypto ca

ステップ 11   

authentication your_trustpoint

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。

crypto ca enroll name

例：

Switch(config)# crypto ca enroll
your_trustpoint

ステップ 12   

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 13   

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

目的コマンド

セキュアHTTPクライアントの設定を表示しま
す。

show ip http client secure status
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目的コマンド

セキュア HTTPサーバの設定を表示します。show ip http server secure status

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。

show running-config

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 secure server status: Enabled
HTTP secure server port: 1025
HTTP secure server ciphersuite: rc4-128-md5 rc4-128-sha
HTTP secure server client authentication: Disabled
HTTP secure server 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

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOS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』

Ciscoセキュリティコマンド

『Cisco IOS IPv6 Command Reference』IPv6コマンド
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https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/mcl/allreleasemcl/all-book.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/security/a1/sec-a1-cr-book.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/security/a1/sec-a1-cr-book.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/security/d1/sec-d1-cr-book.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/security/d1/sec-d1-cr-book.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-s1-cr-book.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-s1-cr-book.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/ipv6/command/reference/ipv6_book.html


シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
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、CiscoNotificationService（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

機能情報リリース

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

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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第 39 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。

PublicKeyCryptography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。
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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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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。（注）

手順の概要

1. crypto ca certificate query

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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。
crypto ca certificate query

例：
Device(config)# crypto ca certificate query

ステップ 1   

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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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

993

認証局の設定方法



目的コマンドまたはアクション

グ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：
Device# configure terminal

ステップ 2   

デバイスのホスト名を設定します。hostname name

例：
Device(config)# hostname device1

ステップ 3   

デバイスの IPドメイン名を設定します。ip domain-name name

例：
Device(config)# ip domain-name
domain.com

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

ステップ 5   

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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。
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目的コマンドまたはアクション

グ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：
Device# configure terminal

ステップ 2   

RSAキーペアを生成します。crypto key generate rsa [usage-keys]

例：
Device(config)# crypto key generate
rsa usage-keys

ステップ 3   

•キーワードusage-keysを使用して、汎用キーではな
く特定目的のキーを指定します。

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

ステップ 4   

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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

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。

crypto ca trustpoint name

例：
Device(config)# crypto ca trustpoint ka

ステップ 3   

登録要求の送信先とする CAサーバの URLを指定し
ます。

enrollment url url

例：
Device(ca-profile-enroll)# enrollment url
http://entrust:81

ステップ 4   

登録のため CAに送信される HTTPコマンドを指定
します。

enrollment command

例：
Device(ca-profile-enroll)# enrollment
command

ステップ 5   

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。

exit

例：
Device(ca-profile-enroll)# exit

ステップ 6   

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。

crypto pki trustpoint name

例：
Device(config)# crypto pki trustpoint ka

ステップ 7   

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。

crl query ldap://url:[port]

例：
Device(ca-trustpoint)# crl query
ldap://bar.cisco.com:3899

ステップ 8   

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。

enrollment {mode ra | retry count number |
retry period minutes | url url}

例：
Device(ca-trustpoint)# enrollment retry
period 2

ステップ 9   
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目的コマンドまたはアクション

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。

enrollment {mode ra | retry count number |
retry period minutes | url url}

例：
Device(ca-trustpoint)# enrollment retry
count 8

ステップ 10   

証明書の失効ステータスをチェックします。revocation-check method1 [method2 method3]

例：
Device(ca-trustpoint)# revocation-check
crl ocsp

ステップ 11   

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

ステップ 12   

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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

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。

crypto ca trustpoint name

例：
Device(config)# crypto ca trustpoint ka

ステップ 3   

証明書の失効ステータスをチェックします。revocation-check method1 [method2 method3]

例：
Device(ca-trustpoint)# revocation-check
ocsp

ステップ 4   

TFTP経由で認証局（CA）の証明書を取得します。root tftp server-hostname filename

例：
Device(ca-trustpoint)# root tftp server1
file1

ステップ 5   

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。

enrollment http-proxy hostname port-number

例：
Device(ca-trustpoint)# enrollment
http-proxy host2 8080

ステップ 6   

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

ステップ 7   

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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

CAの証明書を取得することによりCAを認証します。crypto pki authenticatename

例：
Device(config)# crypto pki authenticate
myca

ステップ 3   

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 4   

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。

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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

CAからデバイスの証明書を取得します。crypto pki enroll number

例：
Device(config)# crypto pki enroll myca

ステップ 3   

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 4   

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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

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。

crypto pki crl request name

例：
Device(config)# crypto pki crl request
myca

ステップ 3   

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 4   

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。

LDAPURL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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

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。

crypto pki trustpoint name

例：
Device(ca-trustpoint)# crypto pki
trustpoint mytp

ステップ 3   

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。

crl query ldap ://url : [port]

例：
Device(ca-trustpoint)# crl query
ldap://url:[port]

ステップ 4   

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

ステップ 5   

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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

すべての Rivest、Shamir、Adelman（RSA）キーをデバ
イスから削除します。

crypto key zeroize rsa [key-pair-label]

例：
Device(config)# crypto key zeroize rsa

ステップ 3   

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 4   

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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

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。

crypto key pubkey-chain rsa

例：
Device(config)# crypto key pubkey-chain
rsa

ステップ 3   

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。

no named key key-name [encryption |
signature]

例：
Device(config-pubkey-c)# no named-key
otherpeer.example.com

ステップ 4   

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。
end

例：
Device(config-pubkey)# end

ステップ 5   

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。

   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

1004

認証局のモニタリングおよびメンテナンス



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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。

show crypto pki certificates

例：
Device# show crypto pki certificates

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：
Device# configure terminal

ステップ 3   

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。

crypto pki certificate chain name

例：
Device(config)# crypto pki certificate
chain myca

ステップ 4   

証明書を削除します。no certificate certificate-serial-number

例：
Device(config-cert-chain)# no certificate
0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF

ステップ 5   

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 6   

証明書を手動で削除します。no crypto pki import namecertificate

例：
Device(config)# no crypto pki import MS
certificate

ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクション

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 8   

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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

show crypto key mypubkey rsa [keyname]

例：
Device# show crypto key mypubkey rsa
[keyname]

ステップ 2   

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。

show crypto key pubkey-chain rsa

例：
Device# show crypto key pubkey-chain rsa

ステップ 3   

特定のキーのアドレスを表示します。show crypto key pubkey-chain rsa [name key-name
| address key-address]

ステップ 4   

例：
Device# show crypto key pubkey-chain rsa
address 209.165.202.129

   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

1006

認証局のモニタリングおよびメンテナンス



目的コマンドまたはアクション

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。

showcrypto pki certificates

例：
Device# show crypto pki certificates

ステップ 5   

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。

show crypto pki trustpoints

例：
Device# show crypto pki certificates

ステップ 6   
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第 40 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。

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。

（注）

• 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。

   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

1012

アクセスコントロールリストについて



•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、showaccess-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

一致する結果Wildcard Maskアドレス

すべてのアドレスはアクセス

リスト条件に一致します

255.255.255.2550.0.0.0

ネットワーク 172.18.0.00.0.255.255172.18.0.0/16

ホスト 172.18.5.2のみが一致し
ます

0.0.0.0172.18.5.2/16

サブネット 172.18.8.0/29のみが
一致します

0.0.0.7172.18.8.0
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一致する結果Wildcard Maskアドレス

サブネット 172.18.8.8/29のみが
一致します

0.0.0.7172.18.8.8

サブネット 172.18.8.15/30のみ
が一致します

0.0.0.3172.18.8.15

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

0.0.254.255（マスクの非隣接
ビット）

10.1.2.0

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。

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。

（注）

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)# access-list 102 permit tcp any host 10.1.1.1 eq smtp
Switch(config)# access-list 102 deny tcp any host 10.1.1.2 eq telnet
Switch(config)# access-list 102 permit tcp any host 10.1.1.2
Switch(config)# access-list 102 deny tcp any any

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。

（注）

•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。

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

1019

アクセスコントロールリストについて



   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

1020

アクセスコントロールリストについて



第 41 章

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。

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。

（注）

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

サポートタイプアクセスリスト番号

ありIP標準アクセスリスト1～ 99

ありIP拡張アクセスリスト100～ 199

なしプロトコルタイプコードアクセスリスト200～ 299

なしDECnetアクセスリスト300～ 399

なしXNS標準アクセスリスト400～ 499

なしXNS拡張アクセスリスト500～ 599

なしAppleTalkアクセスリスト600～ 699

なし48ビットMACアドレスアクセスリスト700～ 799

なしIPX標準アクセスリスト800～ 899

なしIPX拡張アクセスリスト900～ 999

なしIPX SAPアクセスリスト1000～ 1099

なし拡張 48ビットMACサマリーアドレスアクセスリ
スト

1100～ 1199

なしIPXサマリーアドレスアクセスリスト1200～ 1299

ありIP標準アクセスリスト（拡張範囲）1300～ 1999

ありIP拡張アクセスリスト（拡張範囲）2000～ 2699

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 IPv4ACL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 IPACL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。

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。

（注）

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

IPv4ACL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。

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。

（注）

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。

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。

（注）

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。

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。

（注）

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。

VLANアクセスリスト（VACL）はサポートされません。（注）
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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。

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。

（注）

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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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。

（注）

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。

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。

（注）

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。

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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

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 1   

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。

ステップ 2   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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
ストを定義します。

access-list access-list-number {deny
| permit} source source-wildcard
[log]

ステップ 3   

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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目的コマンドまたはアクション

例：

Switch(config)# access-list 2

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。deny your_host

•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。

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。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 4   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 5   

（任意）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

ステップ 6   

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

目的コマンドまたはアクション

グ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 1   

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 access-list-number {deny |
permit} protocol source

ステッ

プ 2   access-list-numberには、100～ 199または 2000～ 2699の 10進数を指定
します。

source-wildcard destination
destination-wildcard [precedence
precedence] [tos tos] [fragments] [log 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。[log-input] [time-range
time-range-name] [dscp dscp]

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、例：

Switch(config)# access-list 101
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。

permit ip host 10.1.1.2 any
precedence 0 tos 0 log

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。

（注）

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。
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目的コマンドまたはアクション

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。

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。

（注）

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。access-list access-list-number {deny |
permit} tcp source source-wildcard

ステッ

プ 3   
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目的コマンドまたはアクション

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。

[operator port] destination
destination-wildcard [operator port]
[established] [precedence precedence]

（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

[tos tos] [fragments] [log [log-input]
[time-range time-range-name] [dscp
dscp] [flag] 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
例：

Switch(config)# access-list 101

（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）。permit tcp any any eq 500

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。

（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。access-list access-list-number {deny |
permit} udp source source-wildcard

ステッ

プ 4   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

[operator port] destination
destination-wildcard [operator port]

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。

[precedence precedence] [tos tos]
[fragments] [log [log-input]
[time-range time-range-name] [dscp
dscp]

例：

Switch(config)# access-list 101
permit udp any any eq 100

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。access-list access-list-number {deny |
permit} icmp source source-wildcard

ステッ

プ 5   ICMPパラメータは拡張 IPv4ACL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

destination destination-wildcard
[icmp-type | [[icmp-type icmp-code] |

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-message]] [precedence
precedence] [tos tos] [fragments]
[time-range time-range-name] [dscp
dscp] • 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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目的コマンドまたはアクション

例：

Switch(config)# access-list 101

• 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。

permit icmp any any 200 • 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。

（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。access-list access-list-number {deny |
permit} igmp source source-wildcard

ステッ

プ 6   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。

destination destination-wildcard
[igmp-type] [precedence precedence]
[tos tos] [fragments] [log [log-input]
[time-range time-range-name] [dscp
dscp] 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。

例：

Switch(config)# access-list 101
permit igmp any any 14

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステッ

プ 7   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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。

ip access-list standard name

例：

Switch(config)# ip access-list standard 20

ステップ 3   

名前には、1～ 99の番号を使用できます。

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

1つ以上の拒否条件または許可条件を指定します。

次のいずれかを使用します。ステップ 4   

• deny {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。

• permit {source [source-wildcard] | host
source | any} [log]

• 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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目的コマンドまたはアクション

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

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-std-nacl)# end

ステップ 5   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 6   

（任意）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

ステップ 7   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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。

ip access-list extended name

例：

Switch(config)# ip access-list extended

ステップ 3   

名前には、100～ 199の番号を使用できます。
150

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
{deny | permit} protocol {source
[source-wildcard] | host source | any}
{destination [destination-wildcard] | host

ステップ 4   

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。
destination | any} [precedence precedence]
[tos tos] [established] [log] [time-range
time-range-name] • 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：

Switch(config-ext-nacl)# permit 0 any
• host destintation：destination 0.0.0.0の宛先および宛
先ワイルドカード。any

• 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

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-ext-nacl)# end

ステップ 5   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 6   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）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

ステップ 7   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Device> enable

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

グ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：

Device# configure terminal

ステップ 2   

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。
ipaccess-listresequence access-list-name
starting-sequence-number increment

例：

Device(config)# ip access-list resequence
kmd1 100 15

ステップ 3   

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。

ipaccess-list {standard| extended}
access-list-name

例：

Device(config)# ip access-list standard
kmd1

ステップ 4   

• 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。

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。

次のいずれかを実行します。ステップ 5   

• sequence-number permit source
source-wildcard •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• sequence-number permit protocol source
source-wildcard destination 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。destination-wildcard [precedence
precedence][tos tos] [log] [time-range
time-range-name] [fragments] •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

例：

Device(config-std-nacl)# 105 permit
10.5.5.5 0.0.0 255

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。

次のいずれかを実行します。ステップ 6   

• sequence-number deny source
source-wildcard •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• sequence-number deny protocol source
source-wildcard destination 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。destination-wildcard [precedence
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目的コマンドまたはアクション

precedence][tos tos] [log] [time-range
time-range-name] [fragments]

•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

例：

Device(config-std-nacl)# 105 deny 10.6.6.7
0.0.0 255

Device(config-ext-nacl)となり、拡張 denyコマンド構文
を使用します。

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。

次のいずれかを実行します。ステップ 7   

• sequence-number permit source
source-wildcard •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• sequence-number permit protocol source
source-wildcard destination 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。destination-wildcard [precedence
precedence][tos tos] [log] [time-range
time-range-name] [fragments] •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：

Device(config-ext-nacl)# 150 permit tcp
any any log

•エントリを削除するには、no sequence-numberコマンド
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。

次のいずれかを実行します。ステップ 8   

• sequence-number deny source
source-wildcard •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• sequence-number deny protocol source
source-wildcard destination 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。destination-wildcard [precedence
precedence][tos tos] [log] [time-range
time-range-name] [fragments] •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：

Device(config-ext-nacl)# 150 deny tcp any
any log

•エントリを削除するには、no sequence-numberコマンド
を使用します。

アクセスリストは変更できます。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。

ステップ 9   

（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。
end

例：

Device(config-std-nacl)# end

ステップ 10   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）IPアクセスリストの内容を表示します。showipaccess-lists access-list-name

例：

Device# show ip access-lists kmd1

ステップ 11   

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 bits 0.0.0.255
105 permit 10.5.5.0, wildcard bits 0.0.0.255
115 permit 10.0.0.0, wildcard bits 0.0.0.255
130 permit 10.5.5.0, wildcard bits 0.0.0.255
145 permit 10.0.0.0, wildcard bits 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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。
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目的コマンドまたはアクション

グ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：
Device# configure terminal

ステップ 2   

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。

ip access-list {standard | extended} {name |
number}

例：
Device(config)# ip access-list extended
telnetting

ステップ 3   

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。

remark注記

例：
Device(config-ext-nacl)# remark Do not
allow host1 subnet to telnet out

ステップ 4   

•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。

deny protocolhost host-addressany eq port

例：
Device(config-ext-nacl)# deny tcp host
172.16.2.88 any eq telnet

ステップ 5   

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

ステップ 6   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch(config)# enable

ステップ 1   

グ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 2   

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

time-range time-range-name

例：

Switch(config)# time-range workhours

ステップ 3   

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。

適用対象の機能がいつ動作可能になるかを指定します。次のいずれかを使用します。ステップ 4   

• absolute [start time date] [end time date] •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• periodic day-of-the-week hh:mm to

[day-of-the-week] hh:mm 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。• periodic {weekdays | weekend | daily}
hh:mm to hh:mm •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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目的コマンドまたはアクション

例：

Switch(config-time-range)# absolute start

設定例を参照してください。

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

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 5   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 6   

（任意）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

ステップ 7   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch(config)# enable

ステップ 1   

グ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 2   

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。

line [console | vty] line-number

例：

Switch(config)# line console 0

ステップ 3   

• 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。

（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

ます。

access-class access-list-number {in | out}

例：

Switch(config-line)# access-class 10

ステップ 4   

in
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目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-line)# end

ステップ 5   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 6   

（任意）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

ステップ 7   

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。

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。（注）

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

目的コマンドまたはアクション

グ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 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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 2   

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。gigabitethernet1/0/1

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。

ip access-group {access-list-number | name}
{in | out}

例：

Switch(config-if)# ip access-group 2 in

ステップ 3   

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 4   

アクセスリストの設定を表示します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 5   

（任意）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

ステップ 6   

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

目的コマンド

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 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 access-lists [number | name]

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 ip 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 running-config [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。

show mac access-group [interface
interface-id]

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_filterACLは発信トラフィックに適用され、marketing_groupACL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)# access-list 1 remark Permit only Jones workstation through
Switch(config)# access-list 1 permit 171.69.2.88
Switch(config)# access-list 1 remark Do not allow Smith workstation through
Switch(config)# access-list 1 deny 171.69.3.13

次に示す番号付き 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)# access-list 100 remark Do not allow Winter to browse the web
Switch(config)# access-list 100 deny host 171.69.3.85 any eq www
Switch(config)# access-list 100 remark Do not allow Smith to browse the web
Switch(config)# access-list 100 deny host 171.69.3.13 any eq www

次に示す名前付き 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 tcp source source-wildcard destination destination-wildcard range 5 60
permit tcp source source-wildcard destination destination-wildcard range 15 160
permit tcp source source-wildcard destination destination-wildcard range 115 1660
permit tcp source source-wildcard destination 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 tcp source source-wildcard destination destination-wildcard
permit tcp source source-wildcard destination destination-wildcard range 5 60
permit tcp source source-wildcard destination destination-wildcard range 15 160
permit tcp source source-wildcard destination 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

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『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

IPv4アクセスコントロールリストのトピック

エラーメッセージデコーダ

リンク説明

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi

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。

MIB

MIB のリンク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

本リリースでサポートするすべてのMIB
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シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
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、CiscoNotificationService（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

機能情報リリース

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 Release 15.0(2)EXCisco IOS Release
15.2(5)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。

Cisco IOS 15.2(2)E
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機能情報リリース

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 15.2(2)E
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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MACACL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、IPVersion4（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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステッ

プ 1   

グ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 2   

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。

{ipv6 access-list list-name

例：
Switch(config)# ipv6 access-list
example_acl_list

ステッ

プ 3   

   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

1070

IPv6 ACL の設定方法



目的コマンドまたはアクション

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。

{deny | permit} protocol
{source-ipv6-prefix/|prefix-length|any|
host source-ipv6-address} [ operator [

ステッ

プ 4   

• 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

port-number ]] { destination-ipv6-prefix/
prefix-length | any | host
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

す。[port-number]][dscp value] [fragments]
[log] [log-input] [routing] [sequence
value] [time-range name] • 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。

• 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
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目的コマンドまたはアクション

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。

（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
{source-ipv6-prefix/prefix-length | any |

ステッ

プ 5   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。

host source-ipv6-address} [operator
[port-number]] {destination-ipv6-
prefix/prefix-length | any | host
destination-ipv6-address} [operator • ack：確認応答（ACK）ビットセット[port-number]] [ack] [dscp value]
[established] [fin] [log] [log-input] [neq • 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。{port | protocol}] [psh] [range {port |
protocol}] [rst] [routing] [sequence
value] [syn] [time-range name] [urg] • 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

（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。{deny | permit} udp
{source-ipv6-prefix/prefix-length | any |

ステッ

プ 6   
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。

host source-ipv6-address} [operator
[port-number]]

ただし、[operator [port]]のポート番号またはポート名は、UDPポー{destination-ipv6-prefix/prefix-length |
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。

any | host destination-ipv6-address}
[operator [port-number]] [dscp value]
[log] [log-input] [neq {port | protocol}]
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[range {port | protocol}] [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。{deny | permit} icmp
{source-ipv6-prefix/prefix-length | any |

ステッ

プ 7   
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

host source-ipv6-address} [operator
[port-number]]

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{destination-ipv6-prefix/prefix-length |
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。

any | host destination-ipv6-address}
[operator [port-number]] [icmp-type
[icmp-code] | icmp-message] [dscp value]

• 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。

[log] [log-input] [routing] [sequence
value] [time-range name]

• 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。

特権 EXECモードに戻ります。endステッ

プ 8   

アクセスリストの設定を確認します。show ipv6 access-listステッ

プ 9   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステッ

プ 10   

（任意）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

ステッ

プ 11   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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

interface interface-idステップ 3   

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、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。

no switchportステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

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。

ipv6 address ipv6-addressステップ 5   

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。

ipv6traffic-filter access-list-name {in
| out}

ステップ 6   

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。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 7   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 8   

（任意）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

ステップ 9   

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。

目的コマンド

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 access-lists

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。

show ipv6 access-list [access-list-name]
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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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

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。

ipv6 access-list access-list-name

例：
Device(config)# ipv6 access-list
list1

ステップ 3   

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 4   

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。

interface type number

例：

ステップ 5   

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。

ipv6traffic-filter access-list-name {in |
out}

例：
Device(config-if)# ipv6
traffic-filter list1 in

ステップ 6   

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

ステップ 7   
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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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにし
ます。

enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

IPv6ACL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。

ipv6access-list access-list-name

例：
Device(config)# ipv6 access-list hbh-acl

ステップ 3   

IPv6 ACLの許可条件を設定します。permit protocol {source-ipv6-prefix/prefix-length | any | host
source-ipv6-address | auth} [operator [port-number]]

ステップ 4   

{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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目的コマンドまたはアクション

[routing] [routing-type routing-number] [sequence value] [time-range
name]

例：
Device(config-ipv6-acl)# permit icmp any any dest-option-type

IPv6 ACLの拒否条件を設定します。deny protocol {source-ipv6-prefix/prefix-length | any |host
source-ipv6-address | auth} [operator [port-number]]

ステップ 5   

{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]

例：
Device(config-ipv6-acl)# deny icmp any any dest-option-type

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

ステップ 6   

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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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

マニュアルタイトル関連項目

『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

IPv6セキュリティ設定のトピック
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マニュアルタイトル関連項目

『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

IPv6コマンドリファレンス

エラーメッセージデコーダ

リンク説明

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi

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。

MIB

MIB のリンク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

本リリースでサポートするすべてのMIB

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
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、CiscoNotificationService（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

機能情報リリース機能名

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）

15.1(1)SGホップバイホップフィルタリ

ング用の IPv6 ACL拡張

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

IPv6 PACLサポート
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機能情報リリース機能名

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。

12.2(25)SGIPv6サービス：拡張アクセス
コントロールリスト

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。

12.2(25)SGIPv6サービス：標準アクセス
コントロールリスト
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第 43 章

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。

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。

（注）

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、ipdhcp
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Option82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、DHCPOFFER、DHCPACKおよびDHCPNACK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。

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。

（注）

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Option82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、Option82データが挿入済みであることを確認します。スイッチはOption82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。
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◦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 IPConfigurationGuide, 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「DHCPConfiguration 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

デフォルト設定機能

Cisco IOSソフトウェアではイネーブル、設定が
必要8

DHCPサーバ

イネーブル9DHCPリレーエージェント

未設定DHCPパケット転送アドレス

イネーブル（無効なメッセージは廃棄）。リレーエージェント情報の確認

既存のリレーエージェント情報を置換。DHCPリレーエージェント転送ポリシー

ディセーブルDHCPスヌーピングをグローバルにイネーブル

イネーブルDHCPスヌーピング情報オプション

ディセーブルパケットを信頼できない入力インターフェイス

で受け取る DHCPスヌーピングオプション10

未設定DHCPスヌーピングレート制限

信頼できないDHCPスヌーピング信頼状態
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デフォルト設定機能

ディセーブルDHCPスヌーピング VLAN

イネーブルDHCPスヌーピングのMACアドレス検証

Cisco IOSソフトウェアではイネーブル、設定が
必要。

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。

（注）

Cisco IOS DHCPサーババインディングデータ
ベース

Cisco IOSソフトウェアではイネーブル、設定が
必要。この機能は宛先が設定されている場合に

限り有効。

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

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 trustipdhcp 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 IPConfigurationGuide,
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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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。

service dhcp

例：

Switch(config)# service dhcp

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   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）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

ステップ 6   

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。
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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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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。

interface vlan vlan-id

例：

Switch(config)# interface vlan 1

ステップ 3   

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。

ip address ip-address subnet-mask

例：

Switch(config-if)# ip address
192.108.1.27 255.255.255.0

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

DHCPパケット転送アドレスを指定します。ip helper-address address

例：

Switch(config-if)# ip helper-address
172.16.1.2

ステップ 5   

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。

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 6   

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。

次のいずれかを使用します。ステップ 7   

• interface range port-range

• interface interface-id
または

例：

Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/2

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。switchport mode access

例：

Switch(config-if)# switchport mode
access

ステップ 8   

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。

switchport access vlan vlan-id

例：

Switch(config-if)# switchport access
vlan 1

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   
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目的コマンドまたはアクション

入力を確認します。show running-config

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

ステップ 12   

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 IOSDHCP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 trustipdhcp 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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

DHCPスヌーピングをグローバルにイネーブル化します。ip dhcp snooping

例：

Switch(config)# ip dhcp snooping

ステップ 3   

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

ip dhcp snooping vlan vlan-range

例：

Switch(config)# ip dhcp snooping
vlan 10

ステップ 4   

特定される単一のVLANID、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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目的コマンドまたはアクション

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

ip dhcp snooping information option

例：

Switch(config)# ip dhcp snooping
information option

ステップ 5   

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

ルト設定です。

（任意）リモート IDサブオプションを設定します。ip dhcp snooping information option
format remote-id [string ASCII-string
| hostname]

ステップ 6   

リモート IDは次のように設定できます。

例：

Switch(config)# ip dhcp snooping

• 63文字までの ASCII文字列（スペースなし）

•スイッチに設定されたホスト名

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。

（注）information option format
remote-id string acsiistring2

デフォルトのリモート IDはスイッチMACアドレスです。

（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

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
ip dhcp snooping information option
allow-untrusted

例：

Switch(config)# ip dhcp snooping

ステップ 7   

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
よってスイッチをイネーブルにします。

デフォルト設定では無効になっています。
information option allow-untrusted

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。

（注）

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface
gigabitethernet2/0/1

ステップ 8   

（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
設定します。

ip dhcp snooping vlan vlaninformation
option format-type circuit-id
[override] string ASCII-string

ステップ 9   

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
トは vlan-mod-portです。

例：

Switch(config-if)# ip dhcp
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目的コマンドまたはアクション

回線 IDは 3～ 63の ASCII文字列（スペースなし）を設定できま
す。

snooping vlan 1 information option
format-type curcuit-id override
string ovrride2

（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。

（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

ip dhcp snooping trust

例：

Switch(config-if)# ip dhcp
snooping trust

ステップ 10   

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。

ip dhcp snooping limit rate rate

例：

Switch(config-if)# ip dhcp
snooping limit rate 100

ステップ 11   

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。

（注）

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 12   

（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

ip dhcp snooping verify mac-address

例：

Switch(config)# ip dhcp snooping
verify mac-address

ステップ 13   

と一致することを確認するようにスイッチを設定します。デフォ

ルトでは、送信元MACアドレスがパケットのクライアントハー
ドウェアアドレスと一致することを確認します。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 14   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 15   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）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

ステップ 16   

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

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

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。

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のステータス
および統計情報を表示します。

show ip dhcp snooping
database

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 dhcp snooping
statistics

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。show ip source binding

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。

（注）
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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。
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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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

次のいずれかの形式を使用して、データベースエージェン

トまたはバインディングファイルの URLを指定します。
ip dhcp snooping database
{flash[number]:/filename |
ftp://user:password@host/filename |

ステップ 3   

• flash[number]:/filenamehttp://[[username:password]@]{hostname |
host-ip}[/directory] /image-name.tar |
rcp://user@host/filename}| tftp://host/filename

（任意）スタックマスターのスタックメンバ番号を

指定するには、numberパラメータを使用します。
numberの指定できる範囲は 1～ 9です。

例：

Switch(config)# ip dhcp snooping
• ftp://user:password@host/filename

   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

1106

DHCP サーバポートベースのアドレス割り当ての設定



目的コマンドまたはアクション

• http://[[username:password]@]{hostname |
host-ip}[/directory] /image-name.tar

database tftp://10.90.90.90/snooping-rp2

• rcp://user@host/filename

• tftp://host/filename

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

定します。

ip dhcp snooping database timeout seconds

例：

Switch(config)# ip dhcp snooping
database timeout 300

ステップ 4   

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。

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。

ip dhcp snooping database write-delay
seconds

例：

Switch(config)# ip dhcp snooping
database write-delay 15

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   

（任意）DHCPスヌーピングバインディングデータベー
スにバインディングエントリを追加します。vlan-idに指

ip dhcp snooping binding mac-addressvlan
vlan-id ip-addressinterface interface-idexpiry
seconds

ステップ 7   

定できる範囲は 1～ 4904です。secondsの範囲は 1～
4294967295です。

例：

Switch# ip dhcp snooping binding
このコマンドは、追加するエントリごとに入力します。

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。

0001.1234.1234 vlan 1 172.20.50.5
interface gi1/1 expiry 1000

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。

show ip dhcp snooping database [detail]

例：

Switch# show ip dhcp snooping database
detail

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   

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

1107

DHCP サーバポートベースのアドレス割り当ての設定



目的コマンドまたはアクション

（任意）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

ステップ 10   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   
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目的コマンドまたはアクション

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。

ip dhcp use subscriber-id client-id

例：

Switch(config)# ip dhcp use
subscriber-id client-id

ステップ 3   

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。

ip dhcp subscriber-id interface-name

例：

Switch(config)# ip dhcp subscriber-id
interface-name

ステップ 4   

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 5   

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。

ip dhcp server use subscriber-id client-id

例：

Switch(config-if)# ip dhcp server use
subscriber-id client-id

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   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 8   

（任意）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

ステップ 9   

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 dhcppool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

目的コマンド

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 interface interface id

DHCPアドレスプールを表示します。show ip dhcp pool

Cisco IOSDHCPサーバのアドレスバインディングを表示します。show ip dhcp binding

その他の参考資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『IP Addressing: DHCPConfiguration 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

DHCP設定情報および手順

エラーメッセージデコーダ

リンク説明

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi

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。
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MIB

MIB のリンク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

本リリースでサポートするすべてのMIB

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
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、CiscoNotificationService（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

機能情報リリース

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

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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第 44 章

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。

RSPANVLAN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。RSPANVLAN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。

（注）

•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。

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。

注意

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。

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。

（注）
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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。

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。

（注）

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

デフォルト設定機能

すべての VLANでディセーブル。ダイナミック ARPインスペクション

すべてのインターフェイスは untrusted。インターフェイスの信頼状態

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。

着信 ARPパケットのレート制限

ARP ACLは定義されません。非 DHCP環境に対する ARP ACL

検査は実行されません。有効性検査

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。

ログバッファ

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。

VLAN単位のロギング

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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非 DHCP 環境での ARP ACL の設定
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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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。

arp access-list acl-nameステップ 3   

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。

（注）

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。permit ip host sender-ipmac
host sender-mac

ステップ 4   

• 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。

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ステップ 5   

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。

ip arp inspection filter
arp-acl-name vlan vlan-range
[static]

ステップ 6   

• 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。VLANID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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目的コマンドまたはアクション

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。

interface interface-idステップ 7   

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。

no ip arp inspection trustステップ 8   

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。

特権 EXECモードに戻ります。endステップ 9   

入力を確認します。次の showコマンドを使用し
ます。

ステップ 10   

• show arp access-list
acl-name

• show ip arp inspection
vlan vlan-range

• show ip arp inspection
interfaces

入力を確認します。show running-config

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

ステップ 12   

例：

Switch# copy running-config
startup-config
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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。

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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

スイッチ間の接続を確認します。show cdp neighbors

例：
Switch(config-if)#show cdp
neighbors

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   

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

ip arp inspection vlan vlan-range

例：
Switch(config)# ip arp inspection
vlan 1

ステップ 4   

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、VLANID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。

Interfaceinterface-id

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

ステップ 5   

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。

ip arp inspection trust

例：
Switch(config-if)#ip arp inspection
trust

ステップ 6   

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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目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードに戻ります。end

例：
Switch(config-if)#end

ステップ 7   

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。

show ip arp inspection interfaces

例：

ステップ 8   

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。

show ip arp inspection vlan vlan-range

例：
Switch(config-if)#show ip arp
inspection vlan 1

ステップ 9   

DHCPバインディングを確認します。show ip dhcp snooping binding

例：
Switch(config-if)#show ip dhcp
snooping binding

ステップ 10   

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。

show ip arp inspection statistics vlan
vlan-range

例：
Switch(config-if)#show ip arp
inspection statistics vlan 1

ステップ 11   

グ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 12   

グ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 13   

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。

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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

グ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 2   

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。

interface interface-idステップ 3   

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
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

ip arp inspection limit {rate pps [burst
interval seconds] | none}

ステップ 4   

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。

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。

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ステップ 5   

（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。

次のコマンドを使用します。ステップ 6   

• errdisable detect 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 cause
arp-inspection

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

特権 EXECモードに戻ります。exitステップ 7   

設定を確認します。次の showコマンドを使用します。ステップ 8   

• show ip arp inspection interfaces

• show errdisable recovery
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目的コマンドまたはアクション

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

ステップ 10   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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。

ip arp inspection validate
{[src-mac] [dst-mac] [ip]}

ステップ 3   

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。

特権 EXECモードに戻ります。exitステップ 4   

設定を確認します。show ip arp inspection vlan
vlan-range

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 6   

（任意）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

ステップ 7   

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。

説明コマンド

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。

clear ip arp inspection statistics

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。

show ip arp inspection statistics [vlan vlan-range]

ダイナミック ARPインスペクションログバッ
ファをクリアします。

clear ip arp inspection 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。

show ip arp inspection log
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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。

説明コマンド

ARP ACLについての詳細情報を表示します。show arp access-list [acl-name]

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 interfaces [interface-id]

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。

show ip arp inspection vlan vlan-range

その他の参考資料

エラーメッセージデコーダ

リンク説明

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi

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。
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MIB

MIB のリンク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

本リリースでサポートするすべてのMIB

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
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、CiscoNotificationService（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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第 45 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。

TACACSは、802.1x認証ではサポートされていません。（注）

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。

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。

（注）

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。
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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。

（注）

ポートでMulti DomainAuthentication（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-ActionRADIUS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。

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。

（注）

•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。authenticationport-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。

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。

（注）

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

モードAuthentication method

複数認証MDAマルチホストシングルホス

ト

VLAN割り当
て

ユーザ単位
ACL

Filter-ID属性

ダウンロード可

能 ACL

リダイレクト
URL

VLAN割り当
て

ユーザ単位
ACL

Filter-ID属性

ダウンロード可

能 ACL

リダイレクト
URL

VLAN割り当
て

VLAN割り当
て

ユーザ単位
ACL

Filter-ID属性

ダウンロード可

能 ACL11

リダイレクト
URL

802.1x
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モードAuthentication method

複数認証MDAマルチホストシングルホス

ト

VLAN割り当
て

ユーザ単位
ACL

Filter-ID属性

ダウンロード可

能 ACL

リダイレクト
URL

VLAN割り当
て

ユーザ単位
ACL

Filter-ID属性

ダウンロード可

能 ACL

リダイレクト
URL

VLAN割り当
て

VLAN割り当
て

ユーザ単位
ACL

Filter-ID属性

ダウンロード可

能 ACL

リダイレクト
URL

MAC認証バイパス

プロキシ ACL、Filter-ID属性、ダウンロード可能 ACLスタンドアロンWeb認証

Filter-ID属性

ダウンロード可

能 ACL

リダイレクト
URL

Filter-ID属性

ダウンロード可

能 ACL

リダイレクト
URL

Filter-ID属性

ダウンロード可

能 ACL

リダイレクト
URL

Filter-ID属性

ダウンロード可

能 ACL

リダイレクト
URL

NACレイヤ 2 IP検証

Proxy ACL

Filter-ID属性

ダウンロード可

能 ACL

Proxy ACL

Filter-ID属性

ダウンロード可

能 ACL

Proxy ACL

Filter-ID属性

ダウンロード可

能 ACL

Proxy ACL

Filter-ID属性

ダウンロード可

能 ACL

フォールバック方式としての

Web認証12

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

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）

（注）

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、authenticationhost-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、authenticationport-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。

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。

（注）

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。

• nomab 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

説明Cisco IOS Release 12.2(46)SE
以前での同等の 802.1x コマ
ンド

Cisco IOS Release 12.2(50)SE
以降での認証マネージャコ

マンド

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。

dot1x control-direction
{both | in}

authentication
control-direction {both | in}

ポート上で制限付きVLANをイネーブ
ルにします。

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。

dot1x auth-fail vlan

dot1x critical (interface
configuration)

dot1x guest-vlan6

authentication event

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。

dot1x fallback
fallback-profile

authentication fallback
fallback-profile

802.1x許可ポートで単一のホスト（ク
ライアント）または複数のホストの接

続を許可します。

dot1x host-mode {single-host
|multi-host |multi-domain}

authentication host-mode
[multi-auth |multi-domain |
multi-host | single-host]

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。

mabauthentication order

クライアントの定期的再認証をイネー

ブルにします。

dot1x reauthenticationauthentication periodic

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。

dot1x port-control {auto |
force-authorized |
force-unauthorized}

authentication port-control
{auto | force-authorized |
force-un authorized}

802.1xタイマーを設定します。dot1x timeoutauthentication timer

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。

dot1x violation-mode
{shutdown | restrict |
protect}

authentication violation
{protect | restrict | shutdown}
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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。

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。

（注）

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
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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

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。

（注）

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

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

1145

802.1x ポートベース認証について



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。

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。

（注）

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。

   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

1146

802.1x ポートベース認証について



ユーザごとのマルチ認証 VLAN 割り当て

この機能は、LANbase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。

（注）

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。

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。

（注）

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。

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。

（注）

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。

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。

（注）

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。

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。

（注）

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

STOPINTERIMSTARTAV ペア名Attribute Number

送信送信送信User-Name属性 [1]

送信送信送信NAS-IP-Address属性 [4]

送信送信送信NAS-Port属性 [5]

条件に応じて送信条件に応じて送信13非送信Framed-IP-Address属性 [8]

送信送信送信クラス属性 [25]

送信送信送信Called-Station-ID属性 [30]

送信送信送信Calling-Station-ID属性 [31]

送信送信送信Acct-Status-Type属性 [40]

送信送信送信Acct-Delay-Time属性 [41]
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STOPINTERIMSTARTAV ペア名Attribute Number

送信送信非送信Acct-Input-Octets属性 [42]

送信送信非送信Acct-Output-Octets属性 [43]

送信送信非送信Acct-Input-PacketsAttribute[47]

送信送信非送信Acct-Output-Packets属性 [48]

送信送信送信Acct-Session-ID属性 [44]

送信送信送信Acct-Authentic属性 [45]

送信送信非送信Acct-Session-Time属性 [46]

送信非送信非送信Acct-Terminate-Cause属性 [49]

送信送信送信NAS-Port-Type属性 [61]

13
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 IOSRelease 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。MACACL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。

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。（注）

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。

ダウンロード可能な ACLは dACLとも呼ばれます。（注）

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。

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。（注）

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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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。

（注）

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。

ディレクティブのデフォルト値は defaultです。（注）

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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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。

（注）

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。

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）。

（注）

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。

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。

（注）

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。

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。

（注）

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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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。

（注）

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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スイッチスタックは、LANBase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。

（注）

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。

switchportvoicevlan 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。

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。

（注）

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、IPPhone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。
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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MultidomainAuthentication
（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。

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。

（注）

ポートセキュリティを使用した IEEE 802.1x 認証
通常、IEEE802.1x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 IEEE802.1x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。

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。

（注）
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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 IEEE802.1x
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、IEEE802.1x
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

   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

1166

802.1x ポートベース認証について



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-TimeoutRADIUS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。

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。

（注）

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。

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。

（注）

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。

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。

（注）

•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。dot1xsupplicantcontrolled
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。

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。

（注）
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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

サプリカントスイッチ

（ワイヤリングクロー

ゼット外）

2ワークステーション（クライ

アント）

1

Access Control Server
（ACS）

4オーセンティケータスイッチ3

トランクポート5
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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。

（注）

音声認識 802.1x セキュリティ

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。

（注）

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 Status Session ID
Fa4/0/4 0000.0000.0203 mab DATA Authz Success 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

デフォルト設定機能

ディセーブルスイッチの 802.1xイネーブルステート

ディセーブル（force-authorized）

ポートはクライアントとの 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。

ポート単位の 802.1xイネーブルステー
ト

ディセーブルAAA

•指定なし

• 1645。

• 1646。

•指定なし

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

• Key

シングルホストモードホストモード

双方向制御制御方向

ディセーブル定期的な再認証

3600秒再認証の間隔（秒）
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デフォルト設定機能

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）

再認証回数

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）

待機時間

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）

再送信時間

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）

最大再送信回数

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）

クライアントタイムアウト時間

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。

認証サーバタイムアウト時間

ディセーブル無活動タイムアウト

指定なしゲスト VLAN

ディセーブルアクセス不能認証バイパス

指定なし制限付き VLAN

指定なしオーセンティケータ（スイッチ）モー

ド

ディセーブルMAC認証バイパス

ディセーブル音声認識セキュリティ
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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。

◦ WindowsXP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、WindowsXP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。

• CiscoWLC（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/noshut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、IPPhone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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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。

dot1x test eapol-capable [interface
interface-id]

例：
Switch# dot1x test eapol-capable
interface gigabitethernet1/0/13

ステップ 3   

（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。

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。

（注）DOT1X_PORT_EAPOL_CAPABLE:DOT1X: MAC
00-01-02-4b-f1-a3 on
gigabitethernet1/0/13 is EAPOL
capable

（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。

dot1x test timeout timeout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   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 6   

（任意）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

ステップ 7   

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

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。

（注）

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。

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。

（注）

• 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。
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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

目的コマンドまたはアクション

グ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ステップ 1   

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。

errdisable detect cause
security-violation shutdown vlan

ステップ 2   

shutdownvlan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。

（注）

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。errdisable recovery cause
security-violation

ステップ 3   

（任意）errordisableになっている個々の VLANを再びイネー
ブルにします。

clear errdisable interfaceinterface-id
vlan [vlan-list]

ステップ 4   

• 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。

（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。

次を入力します。ステップ 5   

• shutdown

• no shutdown

特権 EXECモードに戻ります。endステップ 6   

入力内容を確認します。show errdisable detectステップ 7   
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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。

Switch# 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。

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

目的コマンドまたはアクション

グ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 1   
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目的コマンドまたはアクション

AAAをイネーブルにします。aaa new-model

例：

Switch(config)# aaa new-model

ステップ 2   

802.1x認証方式リストを作成します。aaa authentication dot1x {default}
method1

ステップ 3   

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

例：

Switch(config)# aaa authentication
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。
dot1x default group radius

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。

IEEE802.1x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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 4   

gigabitethernet1/0/4

ポートをアクセスモードに設定します。switchport mode access

例：

Switch(config-if)# switchport mode

ステップ 5   

access

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。

authentication violation {shutdown |
restrict | protect | replace}

例：

Switch(config-if)# authentication

ステップ 6   

• shutdown：エラーによってポートがディセーブルになり
ます。

• restrict：Syslogエラーを生成します。violation restrict

• 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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目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 7   

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

目的コマンドまたはアクション

ユーザがスイッチのポートに接続します。ステップ 1   

認証が実行されます。ステップ 2   

RADIUSサーバ設定に基づいて、VLAN割り当てが適宜イネーブルになりま
す。

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

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 4   

必要に応じて、再認証が実行されます。ステップ 5   

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 6   

ユーザがポートから切断します。ステップ 7   

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。ステップ 8   

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

目的コマンドまたはアクション

グ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 1   
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目的コマンドまたはアクション

AAAをイネーブルにします。aaa new-model

例：

Switch(config)# aaa new-model

ステップ 2   

802.1x認証方式リストを作成します。aaa authentication dot1x {default}
method1

ステップ 3   

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、

例：

Switch(config)# aaa authentication
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。
dot1x default group radius

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。

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。

（注）

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。

dot1x system-auth-control

例：

Switch(config)# dot1x

ステップ 4   

system-auth-control

（任意）ユーザ単位 ACLや VLAN割り当てなど、ネット
ワーク関連のすべてのサービス要求に対するユーザRADIUS
許可をスイッチに設定します。

aaa authorization network {default} group
radius

例：

Switch(config)# aaa authorization

ステップ 5   

network default group radius

（任意）RADIUSサーバの IPアドレスを指定します。radius-server host ip-address

例：

Switch(config)# radius-server host

ステップ 6   

124.2.2.12

（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。

radius-server key string

例：

Switch(config)# radius-server key

ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクション

abc1234

IEEE802.1x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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 8   

gigabitethernet1/0/2

（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。

switchport mode access

例：

Switch(config-if)# switchport mode

ステップ 9   

access

ポートでの 802.1x認証をイネーブルにします。authentication port-control auto

例：

Switch(config-if)# authentication

ステップ 10   

port-control auto

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。

dot1x pae authenticator

例：

Switch(config-if)# dot1x pae

ステップ 11   

authenticator

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 12   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

RADIUSサーバパラメータを設定します。radius-server host {hostname |
ip-address} auth-port
port-numberkey string

ステップ 3   

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。

例：

Switch(config)# radius-server

auth-portport-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。

host 125.5.5.43 auth-port 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、

1645 key rad123

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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目的コマンドまたはアクション

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-serverhost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。

（注）

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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 4   

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

目的コマンドまたはアクション

グ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 1   

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 2   

gigabitethernet2/0/1

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。

authentication host-mode
[multi-auth |multi-domain |
multi-host | single-host]

ステップ 3   

キーワードの意味は次のとおりです。

例：

Switch(config-if)#

• multi-auth：音声 VLANで 1クライアント、データ VLANで複
数の認証クライアントを許可します。

authentication host-mode
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。

（注）multi-host

• 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、IEEE802.1x許可ポートで認
証されるようにします。

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。

（注）

指定したインターフェイスで authenticationport-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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 4   
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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

目的コマンドまたはアクション

グ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 1   

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 2   

gigabitethernet2/0/1

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。

authentication periodic

例：

Switch(config-if)# authentication

ステップ 3   

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。

（注）

periodic

再認証の試行の間隔（秒）を設定します。authentication timer {{[inactivity |
reauthenticate | restart |
unauthorized]} {value}}

ステップ 4   

authentication timerキーワードの意味は次のとおりです。

例：

Switch(config-if)# authentication

• inactivity：クライアントからのアクティビティがなくなり
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）

timer reauthenticate 180
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目的コマンドまたはアクション

• 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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 5   

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

目的コマンドまたはアクション

グ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 1   

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 2   

gigabitethernet2/0/1

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。

authentication timer inactivity seconds

例：

Switch(config-if)# authentication timer

ステップ 3   

指定できる範囲は 1～ 65535秒です。デフォルト
は 60秒です。inactivity 30

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 4   

入力を確認します。show authentication sessions interface interface-id

例：

Switch# show authentication sessions

ステップ 5   

interface gigabitethernet2/0/1

（任意）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

ステップ 6   

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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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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

グ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 1   

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 2   

gigabitethernet2/0/1

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。

authentication timer reauthenticate seconds

例：

Switch(config-if)# authentication timer

ステップ 3   

指定できる範囲は 1～ 65535秒です。デフォルト
は 5秒です。reauthenticate 60

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

入力を確認します。show authentication sessions interface interface-id

例：

Switch# show authentication sessions

ステップ 5   

interface gigabitethernet2/0/1

（任意）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

ステップ 6   

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。

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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

グ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 1   

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 2   

gigabitethernet2/0/1

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
dot1x max-reauth-req count

例：

Switch(config-if)# dot1x max-reauth-req

ステップ 3   

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。

5

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 4   

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。

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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

グ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 1   

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。

interface interface-id

例：

Switch# interface gigabitethernet2/0/1

ステップ 2   

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。

switchport mode access

例：

Switch(config-if)# switchport mode

ステップ 3   

access

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。

dot1x max-req count

例：

Switch(config-if)# dot1x max-req 4

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   
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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

目的コマンドまたはアクション

グ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# configure terminal

ステップ 1   

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。

authentication mac-move permit

例：

Switch(config)# authentication

ステップ 2   

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
mac-move permit

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 3   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）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

ステップ 5   

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

目的コマンドまたはアクション

グ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# configure terminal

ステップ 1   

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 2   

gigabitethernet2/0/2
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイス上でMAC置換をイネーブルにするには、
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。

authentication violation {protect | replace
| restrict | shutdown}

例：

Switch(config-if)# authentication

ステップ 3   

他のキーワードは、次のような機能があります。

• 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。

violation replace

• 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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 4   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 5   

（任意）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

ステップ 6   

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.

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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

グ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# configure terminal

ステップ 1   

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 2   

gigabitethernet1/0/3
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目的コマンドまたはアクション

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。

aaa accounting dot1x default start-stop group
radius

例：

Switch(config-if)# aaa accounting dot1x

ステップ 3   

default start-stop group radius

（任意）システムアカウンティングをイネーブルに

し（すべてのRADIUSサーバのリストを使用）、ス
aaa accounting system default start-stop group
radius

例：

Switch(config-if)# aaa accounting system

ステップ 4   

イッチがリロードするときにシステムアカウンティ

ングリロードイベントメッセージを生成します。

default start-stop group radius

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 5   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 6   

（任意）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

ステップ 7   

ゲスト VLAN の設定
サーバが EAPRequest/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

目的コマンドまたはアクション

グ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 1   

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 2   

gigabitethernet2/0/2

次のいずれかを使用します。ステップ 3   •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。

• switchport mode access

• switchport mode private-vlan host

例：

Switch(config-if)# switchport mode
private-vlan host

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。

authentication event no-response action
authorize vlan vlan-id

例：

Switch(config-if)# authentication event

ステップ 4   

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。

no-response action authorize vlan 2
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目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 5   

制限付き VLAN の設定
スイッチスタックまたはスイッチ上に制限付きVLANを設定している場合、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、IEEE802.1x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

目的コマンドまたはアクション

グ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 1   
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目的コマンドまたはアクション

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 2   

gigabitethernet2/0/2

次のいずれかを使用します。ステップ 3   •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。

• switchport mode access

• switchport mode private-vlan host

例：

Switch(config-if)# switchport mode access

ポートでの 802.1x認証をイネーブルにします。authentication port-control auto

例：

Switch(config-if)# authentication

ステップ 4   

port-control auto

アクティブVLANを 802.1x制限付きVLANとして指
定します。指定できる範囲は 1～ 4094です。

authentication event fail action authorize vlan
vlan-id

例：

Switch(config-if)# authentication event

ステップ 5   

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。

fail action authorize vlan 2

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 6   

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

目的コマンドまたはアクション

グ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 1   

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 2   

gigabitethernet2/0/3

次のいずれかを使用します。ステップ 3   •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。

• switchport mode access

• switchport mode private-vlan host

例：

または

Switch(config-if)# switchport mode access

ポートでの 802.1x認証をイネーブルにします。authentication port-control auto

例：

Switch(config-if)# authentication

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

port-control auto

アクティブ VLANを 802.1x制限付き VLANとして指
定します。指定できる範囲は 1～ 4094です。

authentication event fail action authorize vlan
vlan-id

例：

Switch(config-if)# authentication event

ステップ 5   

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。

fail action authorize vlan 8

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。

authentication event retry retry count

例：

Switch(config-if)# authentication event

ステップ 6   

retry 2

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 7   

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

目的コマンドまたはアクション

グ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 1   

AAAをイネーブルにします。aaa new-model

例：

Switch(config)# aaa new-model

ステップ 2   

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。

radius-server dead-criteria{time
seconds } [tries number]

例：

Switch(config)# radius-server

ステップ 3   

• time：1～ 120秒。スイッチは、デフォルトの seconds値を
10～ 60の間で動的に決定します。

• number：1～ 100の試行回数。スイッチは、デフォルトの
triesnumberを 10～ 100の間で動的に決定します。

dead-criteria time 20 tries 10

（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。

radius-serverdeadtime分

例：

Switch(config)# radius-server

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

deadtime 60

（任意）次のキーワードを使用してRADIUSサーバパラメータを
設定します。

radius-server host ip-address
address[acct-port udp-port][auth-port
udp-port] [testusername name[idle-time

ステップ 5   

• acct-portudp-port：RADIUSアカウンティングサーバの 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 1646です。

time] [ignore-acct-port][ignore
auth-port]] [key string]

例：

Switch(config)# radius-server host

• 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。

1.1.1.2 acct-port 1550 auth-port
1560 test username user1 idle-time
30 key abc1234

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。

（注）

• 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。

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。

（注）

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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目的コマンドまたはアクション

（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。dot1x critical {eapol | recovery delay
milliseconds}

ステップ 6   

• eapol：スイッチがクリティカルポートを正常に認証すると、
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
• 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

eapol
(config)# dot1x critical recovery
delay 2000

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。

interface interface-id

例：

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

ステップ 7   

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
合にポートでホストを移動します。

authentication event server dead action
{authorize | reinitialize} vlan vlan-id]

例：

Switch(config-if)# authentication

ステップ 8   

• authorize：認証しようとする新しいホストをユーザ指定のク
リティカル VLANに移動します。

• 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。

event server dead action
reinitialicze vlan 20

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。

switchport voice vlan vlan-id

例：

Switch(config-if)# switchport voice

ステップ 9   

vlan

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
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。

authentication event server dead action
authorize voice

例：

Switch(config-if)# authentication

ステップ 10   

event server dead action
authorize voice

（任意）設定を確認します。show authentication interface
interface-id

ステップ 11   
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目的コマンドまたはアクション

例：

Switch(config-if)# do show
authentication interface gigabit
1/0/1

（任意）設定を確認します。copy running-config startup-config

例：

Switch(config-if)# do copy

ステップ 12   

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

目的コマンドまたはアクション

グ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# configure terminal

ステップ 1   

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 2   

gigabitethernet2/0/3

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。

authentication control-direction {both | in}

例：

Switch(config-if)# authentication

ステップ 3   

• 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。

control-direction both

• 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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 4   

入力を確認します。show authentication sessions interface
interface-id

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

例：

Switch# show authentication sessions
interface gigabitethernet2/0/3

（任意）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

ステップ 6   

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

目的コマンドまたはアクション

グ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 1   

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 2   

gigabitethernet2/0/1
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目的コマンドまたはアクション

ポートでの 802.1x認証をイネーブルにします。authentication port-control auto

例：

Switch(config-if)# authentication

ステップ 3   

port-control auto

MAC認証バイパスをイネーブルにします。mab [eap]

例：

Switch(config-if)# mab

ステップ 4   

（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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 5   

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

目的コマンドまたはアクション

グ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 1   

MABで生成された Access-Requestパケットの User-Name属性内の
MACアドレスの形式を指定します。

mab request format attribute 1
groupsize {1 | 2 | 4 |12} [separator {-
| : | .} {lowercase | uppercase}]

ステップ 2   

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

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。format attribute 1 groupsize 12

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。

2：MABで生成された Access-Requestパケット内の User-Password属
性のカスタム（デフォルト以外の）値を指定します。

mab request format attribute2 {0 |
7} text

例：

Switch(config)# mab request

ステップ 3   

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。
format attribute 2 7 A02f44E18B12 text：User-Password属性で使用するパスワードを指定します。

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。showtech-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。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 4   
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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

目的コマンドまたはアクション

グ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 1   

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。

vlan group vlan-group-name vlan-list vlan-list

例：

Switch(config)# vlan group eng-dept

ステップ 2   

vlan-list 10

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 3   

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
クリアします。

no vlan group vlan-group-name vlan-list vlan-list

例：

Switch(config)# no vlan group eng-dept

ステップ 4   

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。

   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

1218

802.1x ポートベース認証の設定方法



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

目的コマンドまたはアクション

グ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# configure terminal

ステップ 1   

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 2   

gigabitethernet2/0/3

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。

switchport mode access

例：

Switch(config-if)# switchport mode access

ステップ 3   

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。

authentication event no-response action
authorize vlan vlan-id

例：

Switch(config-if)# authentication event

ステップ 4   

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。

no-response action authorize vlan 8

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。

authentication periodic

例：

Switch(config-if)# authentication periodic

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

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）。

authentication timer reauthenticate

例：

Switch(config-if)# authentication timer

ステップ 6   

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。
reauthenticate

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 7   

入力を確認します。show authentication sessions interface
interface-id

ステップ 8   

例：

Switch# show authentication sessions
interface gigabitethernet2/0/3

（任意）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

ステップ 9   

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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configureterminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

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。

aaa new-model

例：
Device(config)# aaa new-model

ステップ 3   

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。
aaa authentication login default local

例：
Device(config)# aaa authentication
login default local

ステップ 4   

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。

aaa authentication rejected nin mban x

例：
Device(config)# aaa authentication
rejected 3 in 20 ban 300

ステップ 5   

• 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。

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 6   

ブロックされたローカルユーザのリストを表示します。show aaa local user blocked

例：
Device# show aaa local user blocked

ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクション

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。

clear aaa local user blockedusername
username

例：
Device# clear aaa local user blocked
username user1

ステップ 8   

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。

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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

グ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# configure terminal

ステップ 1   

CISPをイネーブルにします。cisp enable

例：

Switch(config)# cisp enable

ステップ 2   

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 3   

gigabitethernet2/0/1

ポートモードを accessに設定します。switchport mode access

例：

Switch(config-if)# switchport mode access

ステップ 4   

ポート認証モードを autoに設定します。authentication port-control auto

例：

Switch(config-if)# authentication

ステップ 5   

port-control auto

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。

dot1x pae authenticator

例：

Switch(config-if)# dot1x pae authenticator

ステップ 6   

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。

spanning-tree portfast

例：

Switch(config-if)# spanning-tree portfast

ステップ 7   

trunk
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目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 8   

設定を確認します。show running-config interface interface-id

例：

Switch# show running-config interface

ステップ 9   

gigabitethernet2/0/1

（任意）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

ステップ 10   

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

目的コマンドまたはアクション

グ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# configure terminal

ステップ 1   

CISPをイネーブルにします。cisp enable

例：

Switch(config)# cisp enable

ステップ 2   

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。

dot1x credentials profile

例：

Switch(config)# dot1x credentials test

ステップ 3   

ユーザ名を作成します。username suppswitch

例：

Switch(config)# username suppswitch

ステップ 4   

新しいユーザ名のパスワードを作成します。password password

例：

Switch(config)# password myswitch

ステップ 5   

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。

dot1x supplicant force-multicast

例：

Switch(config)# dot1x supplicant

ステップ 6   

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。

force-multicast

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 7   

gigabitethernet1/0/1
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目的コマンドまたはアクション

ポートをトランクモードに設定します。switchport trunk encapsulation dot1q

例：

Switch(config-if)# switchport trunk

ステップ 8   

encapsulation dot1q

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。

switchport mode trunk

例：

Switch(config-if)# switchport mode trunk

ステップ 9   

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。
dot1x pae supplicant

例：

Switch(config-if)# dot1x pae supplicant

ステップ 10   

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。

dot1x credentials profile-name

例：

Switch(config-if)# dot1x credentials test

ステップ 11   

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 12   

設定を確認します。show running-config interface interface-id

例：

Switch# show running-config interface

ステップ 13   

gigabitethernet1/0/1

（任意）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

ステップ 14   

startup-config

スイッチ VSAではなく Auto Smartportユーザ定義マ
クロを使用して、オーセンティケータスイッチを設

Auto Smartportマクロを使用した NEATの
設定

ステップ 15   

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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目的コマンドまたはアクション

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

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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

グ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# configure terminal

ステップ 1   

IPデバイストラッキングテーブルを設定しま
す。

ip device tracking

例：

Switch(config)# ip device tracking

ステップ 2   

AAAをイネーブルにします。aaa new-model

例：

Switch(config)# aaa new-model

ステップ 3   

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。

aaa authorization network default local group
radius

例：

Switch(config)# aaa authorization network

ステップ 4   

default local group radius

RADIUS VSA送信認証を設定します。radius-server vsa send authentication

例：

Switch(config)# radius-server vsa send

ステップ 5   

authentication

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 6   

gigabitethernet2/0/4

ポートの入力方向のデフォルトACLを設定しま
す。

ip access-group acl-id in

例：

Switch(config-if)# ip access-group

ステップ 7   

acl-idはアクセスリストの名前または
番号です。

（注）

default_acl in
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目的コマンドまたはアクション

設定を確認します。show running-config interface interface-id

例：

Switch(config-if)# show running-config

ステップ 8   

interface gigabitethernet2/0/4

（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# copy running-config startup-config

ステップ 9   

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

目的コマンドまたはアクション

グ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 1   
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目的コマンドまたはアクション

デフォルトポート ACLを定義します。access-list access-list-number { deny |
permit } { hostname | any | host } log

ステップ 2   

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。

イン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。interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 3   

gigabitethernet2/0/2

ポートの入力方向のデフォルト ACLを設定します。ip access-group acl-id in

例：

Switch(config-if)# ip access-group

ステップ 4   

acl-idはアクセスリストの名前または番号で
す。

（注）

default_acl in

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 5   

AAAをイネーブルにします。aaa new-model

例：

Switch(config)# aaa new-model

ステップ 6   
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目的コマンドまたはアクション

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。

aaa authorization network default
group radius

例：

Switch(config)# aaa authorization

ステップ 7   

network default group radius

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 device tracking

例：

Switch(config)# ip device tracking

ステップ 8   

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。ip device tracking probe [count |
interval | use-svi]

ステップ 9   

• 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
• 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。

probe count

• 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。

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。

radius-server vsa send authentication

例：

Switch(config)# radius-server vsa

ステップ 10   

ダウンロード可能な ACLが機能する必要がありま
す。

（注）

send authentication

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 11   

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

目的コマンドまたはアクション

グ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# configure terminal

ステップ 1   

VLAN IDベースMAC認証をイネーブルにし
ます。

mab request format attribute 32 vlan access-vlan

例：

Switch(config)# mab request format attribute 32

ステップ 2   

vlan access-vlan

（任意）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

ステップ 3   

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。

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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

グ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 1   

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface gigabitethernet

ステップ 2   

1/0/1

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。

switchport mode access

例：

Switch(config-if)# switchport mode access

ステップ 3   

（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。

authentication order [ dot1x |mab ] | {webauth}

例：

Switch(config-if)# authentication order mab

ステップ 4   

dot1x

（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。

authentication priority [ dot1x |mab ] | {webauth}

例：

Switch(config-if)# authentication priority

ステップ 5   

mab dot1x
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目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 6   

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

目的コマンドまたはアクション

グ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 1   
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目的コマンドまたはアクション

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface gigabitethernet

ステップ 2   

1/0/1

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。

switchport mode access

例：

Switch(config-if)# switchport mode access

ステップ 3   

（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。

authentication control-direction {both | in}

例：

Switch(config-if)# authentication

ステップ 4   

control-direction both

（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。

authentication fallback name

例：

Switch(config-if)# authentication fallback

ステップ 5   

profile1

（任意）ポート上で認証マネージャモードを設定

します。

authentication host-mode [multi-auth |
multi-domain |multi-host | single-host]

例：

Switch(config-if)# authentication host-mode

ステップ 6   

multi-auth

（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。

authentication open

例：

Switch(config-if)# authentication open

ステップ 7   

（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。

authentication order [ dot1x |mab ] | {webauth}

例：

Switch(config-if)# authentication order dot1x

ステップ 8   

webauth
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目的コマンドまたはアクション

（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。

authentication periodic

例：

Switch(config-if)# authentication periodic

ステップ 9   

（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。

authentication port-control {auto |
force-authorized | force-un authorized}

例：

Switch(config-if)# authentication

ステップ 10   

port-control auto

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 11   

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、nodot1xpaeインターフ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

   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

1236

802.1x ポートベース認証の設定方法



手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グ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 1   

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 2   

gigabitethernet2/0/1

（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。

switchport mode access

例：

Switch(config-if)# switchport mode access

ステップ 3   

ポートでの 802.1x認証をディセーブルにします。no dot1x pae authenticator

例：

Switch(config-if)# no dot1x pae

ステップ 4   

authenticator

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 5   

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

目的コマンドまたはアクション

グ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 1   

イン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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 2   

gigabitethernet1/0/2

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。

dot1x default

例：

Switch(config-if)# dot1x default

ステップ 3   

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 4   

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

目的コマンド

すべてのポートの 802.1x統計情報を表示しま
す。

show dot1x all statistics
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目的コマンド

指定されたポートの802.1x統計情報を表示しま
す。

show dot1x interface interface-id statistics

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 all [count | details | statistics |
summary]

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。

show dot1x interface interface-id

表 99：グローバルコンフィギュレーションコマンド

目的コマンド

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）

no dot1x logging verbose

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

マニュアルタイトル関連項目

『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

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。

『Securing User Services 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/
secuser-xe-3se-3850-library.html

RADIUS、TACACS+、Secure Shell、802.1xおよ
び AAAの設定。
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エラーメッセージデコーダ

リンク説明

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi

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。

MIB

MIB のリンク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

本リリースでサポートするすべてのMIB

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
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、CiscoNotificationService（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 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

1240

IEEE 802.1x ポートベース認証に関するその他の参考資料

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/index.cgi
https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/index.cgi
http://www.cisco.com/go/mibs
http://www.cisco.com/support


802.1x ポートベースの認証の機能情報

機能情報リリース

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

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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第 46 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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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。（注）

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。

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。

（注）

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

説明認証プロキシのクライアントとの動作

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。

HTTP接続の開始
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説明認証プロキシのクライアントとの動作

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。Howthe
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。

ログインページを使用したログイン

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。

クライアントでのユーザの認証

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 typewebauth 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。
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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 typewebauth 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 typewebauth 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2Web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 2Web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

デフォルト設定機能

ディセーブルAAA

•指定なし

• 1645

•指定なし

RADIUSサーバ

• IPアドレス

• UDP認証ポート

• Key

3600秒無活動タイムアウトのデフォルト値

イネーブル無活動タイムアウト

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。

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。

（注）

• 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）。

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

1259

Web ベース認証について



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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

Webベース許可の認証ルールを設定します。ip admissionname nameproxyhttp

例：

Switch(config)# ip admission name

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

webauth1 proxy http

イン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
interface type slot/port

例：

Switch(config)# interface

ステップ 4   

イヤ 2またはレイヤ 3インターフェイスを指定しま
す。

gigabitEthernet1/0/1 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。ip access-group name

例：

Switch(config-if)# ip access-group

ステップ 5   

webauthag

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。

ip admissionname

例：

Switch(config)# ip admission name

ステップ 6   

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 7   

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 device tracking

例：

Switch(config)# ip device tracking

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   

設定を表示します。show ip admission status

例：

Switch# show ip admission status

ステップ 10   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）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

ステップ 11   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   
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目的コマンドまたはアクション

AAA機能をイネーブルにします。aaa new-model

例：

Switch(config)# aaa new-model

ステップ 3   

ログイン時の認証方法のリストを定義します。aaa authentication login default group {tacacs+ |
radius}

ステップ 4   

例：

Switch(config)# aaa authentication login
default group tacacs+

Webベース許可の許可方式リストを作成しま
す。

aaa authorization auth-proxy default group
{tacacs+ | radius}

例：

Switch(config)# aaa authorization auth-proxy

ステップ 5   

default group tacacs+

AAAサーバを指定します。tacacs-server host {hostname | ip_address}

例：

Switch(config)# tacacs-server host 10.1.1.1

ステップ 6   

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。

tacacs-server key {key-data}

例：

Switch(config)# tacacs-server key

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   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 9   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）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

ステップ 10   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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。

ip radius source-interface vlan vlan
interface number

例：

Switch(config)# ip radius

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

source-interface vlan 80

リモート RADIUSサーバのホスト名または IPアドレスを指
定します。

radius-server host {hostname | ip-address}
test username username

例：

Switch(config)# radius-server host

ステップ 4   

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。

172.l20.39.46 test username user1

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。

radius-server key string

例：

Switch(config)# radius-server key

ステップ 5   

rad123

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

radius-server dead-criteria tries num-tries

例：

Switch(config)# radius-server

ステップ 6   

数を指定します。指定できる num-triesの範囲は 1～ 100で
す。

dead-criteria tries 30

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 7   

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。

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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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。

ip http server

例：

Switch(config)# ip http server

ステップ 3   

HTTPSをイネーブルにします。ip http secure-server

例：

Switch(config)# ip http

ステップ 4   

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。

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。

（注）secure-server

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 5   
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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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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

ip admission proxy http login page file
device:login-filename

例：

Switch(config)# ip admission proxy http login

ステップ 3   

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。
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目的コマンドまたはアクション

page file disk1:login.htm

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。
ip admission proxy http success page file
device:success-filename

例：

Switch(config)# ip admission proxy http

ステップ 4   

success page file disk1:success.htm

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。
ip admission proxy http failure page file
device:fail-filename

例：

Switch(config)# ip admission proxy http fail

ステップ 5   

page file disk1:fail.htm

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。
ip admission proxy http login expired page file
device:expired-filename

例：

Switch(config)# ip admission proxy http login

ステップ 6   

expired page file disk1:expired.htm

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 7   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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。

ip admission max-login-attempts number

例：

Switch(config)# ip admission

ステップ 3   

max-login-attempts 10

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 4   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 5   

（任意）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

ステップ 6   
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目的コマンドまたはアクション

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

目的コマンドまたはアクション

グ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# configure terminal

ステップ 1   

ローカルバナーをイネーブルにします。ip auth-proxy auth-proxy-banner http
[banner-text | file-path]

ステップ 2   

（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

例：
Switch(config)# aaa ip auth-proxy
auth-proxy-banner C My Switch C

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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：
Switch(config)# end

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）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 4   

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。

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。（注）

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

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

clear ip admission cache {* | host ip
address}

例：

Switch# clear ip admission cache

ステップ 2   

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。

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

目的コマンド

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 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。

show authentication sessions interface
type slot/port[details]

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

目的コマンドまたはアクション

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。

show authentication sessions {interfacetype/ slot}

例：

次に、グローバルなWebベース認証のステータスだけを
表示する例を示します。
Switch# show authentication sessions

ステッ

プ 1   

（任意）特定のインターフェイスに対するWeb
ベース認証設定を表示するには、キーワード

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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。

debugipadmissionall

例：

Device# debug ip admission all

ステップ 2   
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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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。

showipadmission{ status|cache }

例：

Device# show ip admission cache

ステップ 2   

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 Max init sessions allowed 100
Limit reached 0 Hi watermark 0

TCP half-open connections 0 Hi watermark 0
TCP new connections 0 Hi watermark 0
TCP half-open + new 0 Hi watermark 0
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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)# ip admission proxy http login page file flash:login.htm
Switch(config)# ip admission proxy http success page file flash:success.htm
Switch(config)# ip admission proxy http fail page file flash:fail.htm
Switch(config)# ip admission proxy http 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 0
Total sessions 0
Init sessions 0 Max init sessions allowed 100
Limit reached 0 Hi watermark 0

TCP half-open connections 0 Hi watermark 0
TCP new connections 0 Hi watermark 0
TCP half-open + new 0 Hi watermark 0
HTTPD1 Contexts 0 Hi watermark 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

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド

『Cisco IOS Identity-Based Networking Services
Command Reference』

IBNSコマンド
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シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
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、CiscoNotificationService（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

機能情報リリース

この機能が導入されます。Cisco IOS Release 15.0(2)EXCisco IOS Release
15.2(5)E
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第 47 章

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

• ストーム制御に関する情報, 1281 ページ

• ストーム制御の設定方法, 1283 ページ

• 機能情報の確認, 1286 ページ

• 保護ポートに関する情報, 1286 ページ

• 保護ポートの設定方法, 1287 ページ

• 保護ポートのモニタリング, 1289 ページ

• 次の作業, 1289 ページ

• その他の参考資料, 1289 ページ

• 機能情報, 1290 ページ

• 機能情報の確認, 1290 ページ

• ポートブロッキングに関する情報, 1291 ページ

• ポートブロッキングの設定方法, 1291 ページ

• ポートブロッキングのモニタリング, 1293 ページ

• 次の作業, 1293 ページ

• その他の参考資料, 1293 ページ

• 機能情報, 1294 ページ

• ポートセキュリティの前提条件, 1295 ページ

• ポートセキュリティの制約事項, 1295 ページ

• ポートセキュリティの概要, 1295 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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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。

（注）

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。

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。

（注）
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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。

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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 3   

ブロードキャスト、マルチキャスト、またはユニキャストストーム制御を

設定します。デフォルトでは、ストーム制御はディセーブルに設定されて

います。

storm-control {broadcast |
multicast | unicast} level {level
[level-low] | bps bps [bps-low] |
pps pps [pps-low]}

ステップ 4   

キーワードの意味は次のとおりです。

例：

Switch(config-if)#

• 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

storm-control unicast level
87 65 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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目的コマンドまたはアクション

•（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。

storm-control action
{shutdown | trap}

例：

Switch(config-if)#
storm-control action trap

ステップ 5   

•ストーム中、ポートを error-disableの状態にするには、shutdownキー
ワードを選択します。

•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
ル）トラップを生成するには、trapキーワードを選択します。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 6   

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

show storm-control
[interface-id] [broadcast |
multicast | unicast]

ステップ 7   

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

（任意）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

ステップ 8   
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目的コマンドまたはアクション

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。
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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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

グ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 2   

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 3   

gigabitethernet1/0/1

インターフェイスを保護ポートとして設定しま

す。

switchport protected

例：

Switch(config-if)# switchport protected

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   

入力を確認します。show interfaces interface-idswitchport

例：

Switch# show interfaces

ステップ 6   

gigabitethernet1/0/1 switchport

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 7   

（任意）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

ステップ 8   
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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

目的コマンド

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。

show interfaces [interface-id] switchport

次の作業

•

その他の参考資料

MIB

MIB のリンク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

本リリースでサポートするすべてのMIB
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シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
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、CiscoNotificationService（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

機能情報リリース

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

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

グ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 2   

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 3   

gigabitethernet1/0/1

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。

switchport block multicast

例：

Switch(config-if)# switchport block

ステップ 4   

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。

（注）

multicast

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。

switchport block unicast

例：

Switch(config-if)# switchport block

ステップ 5   

unicast

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 6   

入力を確認します。show interfaces interface-idswitchport

例：

Switch# show interfaces

ステップ 7   

gigabitethernet1/0/1 switchport

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 8   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）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

ステップ 9   

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

目的コマンド

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。

show interfaces [interface-id] switchport

次の作業

•

その他の参考資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

エラーメッセージデコーダ

リンク説明

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi

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。
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標準および RFC

タイトル標準/RFC

MIB

MIB のリンク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

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
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、CiscoNotificationService（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

機能情報リリース

この機能が導入されました。Cisco IOS Release 15.0(2)EXCisco IOS Release
15.2(5)E
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ポートセキュリティの前提条件

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。

（注）

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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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。

（注）

• 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

ポートの

シャットダ

ウン

違反カウン

タの増加

エラーメッ

セージの表

示
15

Syslog メッ
セージの送

信

SNMP ト
ラップの送

信

トラフィッ

クの転送
14

違反モード

××××××protect

×○×○○×restrict

○○××××shutdown

×
16

○×○××shutdown
vlan

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

デフォルト設定機能

ポート上でディセーブルポートセキュリティ

ディセーブルスティッキーアドレスラーニ

ング

1。ポートあたりのセキュアMAC
アドレスの最大数

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。

違反モード

ディセーブルエージングタイムは 0

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エージン

グ

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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•

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。

（注）

•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

ポートセキュリティとの互換性ポートタイプまたはポートの機能

なしDTP 17ポート18

ありトランクポート

なしダイナミックアクセスポート19

なしルーテッドポート

ありSPAN送信元ポート

なしSPAN宛先ポート

ありEtherChannel
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ポートセキュリティとの互換性ポートタイプまたはポートの機能

あり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

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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。

port-security mac-address
forbidden mac address

例：

Switch(config)# port-security

ステップ 3   

mac-address forbidden 2.2.2
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目的コマンドまたはアクション

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 4   

gigabitethernet1/0/1

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（dynamicauto）のインターフェイスは、セキュ
アポートとして設定できません。

switchport mode {access | trunk}

例：

Switch(config-if)# switchport

ステップ 5   

mode access

ポート上で音声 VLANをイネーブルにします。switchport voice vlan vlan-id

例：

Switch(config-if)# switchport

ステップ 6   

vlan-id：音声トラフィックに使用する VLANを指定します。

voice vlan 22

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。switchport port-security

例：

Switch(config-if)# switchport

ステップ 7   

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。

（注）

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
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

switchport port-security
[maximum value [vlan {vlan-list |
{access | voice}}]]

ステップ 8   

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

例：

Switch(config-if)# switchport

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。

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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目的コマンドまたはアクション

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。

（注）

（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

に、次のいずれかのアクションを実行します。

switchport port-security violation
{protect | restrict | shutdown |
shutdown vlan}

ステップ 9   

• 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：

Switch(config-if)# switchport
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。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。
port-security violation
restrict

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。

（注）

• 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。
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。

（注）

（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

switchport port-security
[mac-address mac-address [vlan
{vlan-id | {access | voice}}]

ステップ 10   
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目的コマンドまたはアクション

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。例：

Switch(config-if)# switchport 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。

（注）

（任意）vlan：VLAN当たりの最大値を設定します。

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。

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。

（注）

（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。

switchport port-security
mac-address sticky

例：

Switch(config-if)# switchport

ステップ 11   

port-security mac-address
sticky

（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
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

switchport port-security
mac-address sticky [mac-address
| vlan {vlan-id | {access | voice}}]

ステップ 12   

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

例：

Switch(config-if)# switchport

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
に追加されます。

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。

（注）

（任意）vlan：VLAN当たりの最大値を設定します。

port-security mac-address
sticky 00:A0:C7:12:C9:25 vlan
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。
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目的コマンドまたはアクション

• 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。

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。

（注）

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。

switchport port-security
mac-address forbidden mac
address

ステップ 13   

例：

Switch(config-if)# switchport
port-security mac-address
forbidden 2.2.2

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 14   

入力を確認します。show port-security

例：

Switch# show port-security

ステップ 15   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 16   

（任意）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

ステップ 17   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 3   

gigabitethernet1/0/1
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目的コマンドまたはアクション

セキュアポートのスタティックエージングをイネーブルまた

はディセーブルにします。またはエージングタイムやタイプを

設定します。

switchport port-security aging {static
| time time | type {absolute | inactivity}}

例：

Switch(config-if)# switchport

ステップ 4   

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。

（注）

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。

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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 5   

入力を確認します。show port-security [interface
interface-id] [address]

ステップ 6   

例：

Switch# show port-security
interface gigabitethernet1/0/1

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）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

ステップ 8   

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 のリンク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

本リリースでサポートするすべてのMIB

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
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、CiscoNotificationService（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、DynamicHost 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。

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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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。

psp {arp | dhcp | igmp} pps value

例：

Switch(config)# psp dhcp pps 35

ステップ 3   

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

errdisable detect cause psp

例：

Switch(config)# errdisable detect

ステップ 4   

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。cause psp
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目的コマンドまたはアクション

（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

errdisable recovery interval time

例：

Switch

ステップ 5   

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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 6   

入力を確認します。show psp config {arp | dhcp | igmp}

例：

Switch# show psp config dhcp

ステップ 7   

プロトコルストームプロテクションのモニタリング

目的コマンド

入力内容を確認します。show psp config {arp | dhcp | igmp}

その他の参考資料

MIB

MIB のリンク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

本リリースでサポートするすべてのMIB
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シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
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、CiscoNotificationService（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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第 X 部

システム管理
• システムの管理, 1317 ページ

• switchのセットアップ設定の実行, 1357 ページ

• システムメッセージログの設定, 1393 ページ

• オンライン診断の設定, 1411 ページ

• ソフトウェア設定のトラブルシューティング, 1423 ページ





第 48 章

システムの管理

• switchの管理に関する情報, 1317 ページ

• switchを管理する方法, 1326 ページ

• switchのモニタリングおよび保守の管理, 1351 ページ

• switch管理の設定例, 1352 ページ

• 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。

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。

（注）

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。
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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。

   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

1322

switchの管理に関する情報



• 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
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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

デフォルト設定機能

イネーブルDNSイネーブルステート

未設定DNSデフォルトドメイン名

ネームサーバのアドレスが未設定DNSサーバ

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。

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。

（注）

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。

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。

（注）

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

デフォルト設定機能

300秒エージングタイム

自動学習ダイナミックアドレス

未設定スタティックアドレス

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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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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

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。

次のいずれかを使用します。ステップ 2   

• clock set hh:mm:ss day month year
• 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。

• clock set hh:mm:ss month day year

例：

Switch# clock set 13:32:00 23 March

• day：月の日で日付を指定します。

• month：月を名前で指定します。2013

• 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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

時間帯を設定します。clock timezone zone hours-offset
[minutes-offset]

ステップ 3   

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。
例：

Switch(config)# clock timezone AST
• 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。

-3 30

• 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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目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 4   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 5   

（任意）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

ステップ 6   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

グ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 2   

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。clock summer-time zonedate date month
year hh:mm date month year hh:mm
[offset]]

ステップ 3   

例：

Switch(config)# clock summer-time PDT
date
10 March 2013 2:00 3 November 2013
2:00

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。

すべての時刻は、現地のタイムゾーンを基準にしています。

開始時間は標準時を基準にしています。

clock summer-time zonerecurring [week
day month hh:mm week day month hh:mm
[offset]]

例：

Switch(config)# clock summer-time

ステップ 4   

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。

PDT recurring 10 March 2013 2:00 3
November 2013 2:00

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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目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 5   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 6   

（任意）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

ステップ 7   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

グ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 2   

最初の日付で夏時間開始の日付を、2番めの日付で終了の日
付を設定します。

clock summer-time zonedate[month date
year hh:mm month date year hh:mm
[offset]]orclock summer-time zonedate

ステップ 3   

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。[date month year hh:mm date month year
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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 4   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 5   

（任意）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

ステップ 6   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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。

hostname name

例：

Switch(config)# hostname

ステップ 3   

デフォルト設定はSwitchです。

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

remote-users

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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 4   

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

1333

switchを管理する方法



目的コマンドまたはアクション

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 5   

（任意）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

ステップ 6   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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。

ip domain-name name

例：

Switch(config)# ip domain-name

ステップ 3   

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。
Cisco.com

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）。

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
のアドレスを指定します。

ip name-server server-address1
[server-address2 ... server-address6]

例：

Switch(config)# ip

ステップ 4   

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
name-server 192.168.1.100

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。

192.168.1.200 192.168.1.300

（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。

ip domain-lookup [nsap |
source-interface interface]

例：

Switch(config)# ip domain-lookup

ステップ 5   

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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目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 6   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 7   

（任意）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

ステップ 8   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

MoTDを指定します。banner motd c message c

例：

Switch(config)# banner motd #

ステップ 3   

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。
This is a secure site. Only
authorized users are allowed.
For access, contact technical

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。

support.
#

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 4   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 5   

（任意）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

ステップ 6   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

ログインメッセージを指定します。banner login c message c

例：

Switch(config)# banner login $

ステップ 3   

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。
Access for authorized users only.
Please enter your username and
password.

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。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 5   

（任意）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

ステップ 6   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

グ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 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。

mac address-table aging-time [0 |
10-1000000] [routed-mac | vlan vlan-id]

例：

Switch(config)# mac address-table

ステップ 3   

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。
aging-time 500 vlan 2

vlan-id：有効な IDは 1～ 4094です。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 4   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 5   

（任意）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

ステップ 6   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

トラップメッセージの受信側を指定します。snmp-server host host-addr
community-string notification-type { informs

ステップ 3   

• 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
• informs：ホストに SNMPインフォームを送信します。

172.20.10.10 traps private
mac-notification

• 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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目的コマンドまたはアクション

snmp-server communityコマンドを使用し、次に
snmp-serverhost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。

スイッチがMACアドレス変更通知トラップを送信できるよ
うにします。

snmp-server enable trapsmac-notification
change

例：

Switch(config)# snmp-server enable

ステップ 4   

traps
mac-notification change

MACアドレス変更通知機能をイネーブルにします。mac address-table notification change

例：

Switch(config)# mac address-table

ステップ 5   

notification change

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。

mac address-table notification change
[interval value] [history-size value]

例：

Switch(config)# mac address-table

ステップ 6   

•（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。

notification change interval 123
Switch(config)#mac address-table
notification change history-size 100

•（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。

インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始し、

SNMPMAC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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/2

ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクション

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
ネーブルにします。

snmp trapmac-notification change {added
| removed}

例：

Switch(config-if)# snmp trap
mac-notification change added

ステップ 8   

• MACアドレスがインターフェイスに追加された
（added）場合にトラップをイネーブルにします。

• MACアドレスがインターフェイスから削除された
（removed）場合にMAC通知トラップをイネーブルに
します。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 9   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 10   

（任意）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

ステップ 11   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

トラップメッセージの受信側を指定します。snmp-server host host-addr {traps |
informs} {version {1 | 2c | 3}}
community-string notification-type

ステップ 3   

• host-addr：NMSの名前またはアドレスを指定します。

例：

Switch(config)# snmp-server host

• 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。172.20.10.10 traps private
mac-notification

• 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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目的コマンドまたはアクション

• notification-type：mac-notificationキーワードを使用し
ます。

スイッチが NMSにMACアドレス移動通知トラップを送
信できるようにします。

snmp-server enable traps mac-notification
move

例：

Switch(config)# snmp-server enable

ステップ 4   

traps
mac-notification move

MACアドレス移動通知機能をイネーブルにします。mac address-table notification mac-move

例：

Switch(config)# mac address-table

ステップ 5   

notification mac-move

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 6   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 7   

（任意）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

ステップ 8   

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、nosnmp-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、nomacaddress-table notificationmac-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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

トラップメッセージの受信側を指定します。snmp-server host host-addr {traps |informs}
{version {1 | 2c | 3}} community-string
notification-type

ステップ 3   

• host-addr：NMSの名前またはアドレスを指定します。

例：

Switch(config)# snmp-server host

• 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。172.20.10.10 traps private
mac-notification

• 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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目的コマンドまたはアクション

• 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。

NMSへのMACしきい値通知トラップをイネーブルにしま
す。

snmp-server enable traps mac-notification
threshold

例：

Switch(config)# snmp-server enable traps

ステップ 4   

mac-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。mac address-table notification threshold

例：

Switch(config)# mac address-table

ステップ 5   

notification threshold

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。

mac address-table notification threshold
[limit percentage] | [interval time]

例：

Switch(config)# mac address-table

ステップ 6   

•（任意）limit percentage：MACアドレステーブルの
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。notification threshold interval 123

Switch(config)# mac address-table •（任意）interval time：通知の間隔を指定します。有
効値は 120秒以上です。デフォルトは 120秒です。

notification threshold limit 78

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 7   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 8   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）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

ステップ 9   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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 address-table static
mac-addrvlan vlan-idinterface
interface-id

ステップ 3   

• 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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目的コマンドまたはアクション

例：

Switch(config)# mac address-table

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。

• 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。

static c2f3.220a.12f4 vlan 4
interface gigabitethernet 1/0/1

• 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。

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 4   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 5   

（任意）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

ステップ 6   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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

mac address-table static mac-addrvlan
vlan-iddrop

例：

Switch(config)# mac address-table

ステップ 3   

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。

static c2f3.220a.12f4 vlan 4 drop

• 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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 5   

（任意）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

ステップ 6   

startup-config

switchのモニタリングおよび保守の管理

目的コマンド

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

特定のMACアドレスを削除します。clear mac address-table dynamic address
mac-address

指定された物理ポートまたはポートチャネル上

のすべてのアドレスを削除します。

clear mac address-table dynamic interface
interface-id

指定されたVLAN上のすべてのアドレスを削除
します。

clear mac address-table dynamic vlan vlan-id

時刻と日付の設定を表示します。show clock [detail]

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 ip igmp snooping groups

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 address mac-address

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 aging-time

すべての VLANまたは指定された VLANで存
在しているアドレス数を表示します。

show mac address-table count
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目的コマンド

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 dynamic

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 interface interface-name

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 move update

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 multicast

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 notification {change |
mac-move | threshold}

セキュアMACアドレスを表示します。show mac address-table secure

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 static

指定されたVLANのMACアドレステーブル情
報を表示します。

show mac address-table vlan vlan-id

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)# snmp-server host 172.20.10.10 traps private mac-notification
Switch(config)# snmp-server enable traps mac-notification threshold
Switch(config)# mac address-table notification threshold
Switch(config)# mac address-table notification threshold interval 123
Switch(config)# 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。VLAN4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。

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。

（注）

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

マニュアルタイトル関連項目

Catalyst 2960-X Switch System Management Command
Reference

スイッチ管理コマンド

Catalyst 2960-X Switch Network Management Configuration
Guide

ネットワーク管理の設定

Catalyst 2960-X Switch Layer 2 Configuration Guideレイヤ 2の設定

Catalyst 2960-X Switch VLAN Management Configuration
Guide

VLANコンフィギュレーション

Cisco IOS 15.3M&T Command References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 Configuration Guidesプラットフォームに依存しない設定情

報

標準および RFC

タイトル標準/RFC

—なし

MIB

MIB のリンク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

本リリースでサポートするすべてのMIB
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シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
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、CiscoNotificationService（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

変更内容リリース

この機能が導入されました。Cisco IOS Release 15.0(2)EXCisco IOS Release 15.2(5)E
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第 49 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。

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。

（注）

•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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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。

（注）

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

デフォルト設定機能

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。

IPアドレスおよびサブネットマスク

デフォルトゲートウェイは定義されていませ

ん。

デフォルトゲートウェイ

パスワード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

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。
Hostname

パスワードは定義されていません。Telnetパスワード

ディセーブルクラスタコマンドスイッチ機能

クラスタ名は定義されません。クラスタ名

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 IOSDHCP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
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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。
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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。

（注）

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

Cisco IOS グローバルコンフィギュレー
ションコマンド

ブートローダコマン

ド

変数

boot system {filesystem: /file-url ...
次の起動時にロードするCisco IOSイメー
ジと、イメージがロードされるスタック

メンバーを指定します。このコマンドは、

BOOT環境変数の設定を変更します。

set BOOT filesystem:/
file-url ...

自動起動時にロード

して実行を試みる、

セミコロンで区切ら

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。

BOOT
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Cisco IOS グローバルコンフィギュレー
ションコマンド

ブートローダコマン

ド

変数

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。MANUAL_BOOT環境
変数の設定が変更されます。

次回のシステム再起動時には、スイッチ

はブートローダモードになります。シス

テムを起動するには、boot flash: filesystem:/
file-urlブートローダコマンドを使用して
ブート可能なイメージの名前を指定しま

す。

setMANUAL_BOOT
yes

スイッチの起動を自

動で行うか手動で行

うかを決定します。

有効な値は1、yes、
0、および noです。
noまたは0に設定さ
れている場合、ブー

トローダはシステム

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。

MANUAL_BOOT

boot config-file flash:/ file-url

Cisco IOSがシステム設定の不揮発性コ
ピーの読み書きに使用するファイル名を

指定します。このコマンドによって、

CONFIG_FILE環境変数が変更されます。

set CONFIG_FILE
flash:/ file-url

Cisco IOSがシステ
ムコンフィギュレー

ションの不揮発性コ

ピーの読み書きに使

用するファイル名を

変更します。

CONFIG_FILE

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

スタックメンバのメンバ番号を変更しま

す。

set
SWITCH_NUMBER
stack-member-number

スタックメンバのメ

ンバ番号を変更しま

す。

SWITCH_NUMBER

switch stack-member-numberpriority
priority-number

スタックメンバのプライオリティ値を変

更します。

set
SWITCH_PRIORITY
stack-member-number

スタックメンバのプ

ライオリティ値を変

更します。

SWITCH_PRIORITY
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Cisco IOS グローバルコンフィギュレー
ションコマンド

ブートローダコマン

ド

変数

line console 0

speedspeed-value

ボーレートを設定します。

set BAUD baud-rateBAUD

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。

set
ENABLE_BREAK
yes/no

ENABLE_BREAK

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

説明変数

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。

（注）

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。

MAC_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。

IP_ADDR

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。

DEFAULT_ROUTER
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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。

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。（注）

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

目的コマンドまたはアクション

グ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# configure terminal

ステップ 1   

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。

ip dhcp pool poolname

例：

Switch(config)# ip dhcp pool pool

ステップ 2   

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。

boot filename

例：

Switch(dhcp-config)# boot

ステップ 3   

config-boot.text
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目的コマンドまたはアクション

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。

network network-number mask prefix-length

例：

Switch(dhcp-config)# network 10.10.10.0

ステップ 4   

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。

（注）

255.255.255.0

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。

default-router address

例：

Switch(dhcp-config)# default-router

ステップ 5   

10.10.10.1

TFTPサーバの IPアドレスを指定します。option 150 address

例：

Switch(dhcp-config)# option 150

ステップ 6   

10.10.10.1

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(dhcp-config)# exit

ステップ 7   

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。

tftp-server flash:filename.text

例：

Switch(config)# tftp-server

ステップ 8   

flash:config-boot.text

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 9   

gigabitethernet1/0/4

インターフェイスをレイヤ 3モードにします。no switchport

例：

Switch(config-if)# no switchport

ステップ 10   
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目的コマンドまたはアクション

IPアドレスとインターフェイスのマスクを指定します。ip address address mask

例：

Switch(config-if)# ip address 10.10.10.1

ステップ 11   

255.255.255.0

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 12   

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

目的コマンドまたはアクション

グ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# configure terminal

ステップ 1   

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。

ip dhcp pool poolname

例：

Switch(config)# ip dhcp pool pool1

ステップ 2   

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。

boot filename

例：

Switch(dhcp-config)# boot config-boot.text

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

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。

network network-number mask prefix-length

例：

Switch(dhcp-config)# network 10.10.10.0 255.255.255.0

ステップ 4   

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。

（注）

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。

default-router address

例：

Switch(dhcp-config)# default-router 10.10.10.1

ステップ 5   

TFTPサーバの IPアドレスを指定しま
す。

option 150 address

例：

Switch(dhcp-config)# option 150 10.10.10.1

ステップ 6   

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。

option 125 hex

例：

Switch(dhcp-config)# option 125 hex

ステップ 7   

0000.0009.0a05.08661.7574.6f69.6e73.7461.6c6c.5f64.686370

スイッチに、テキストファイルをアッ

プロードします。

copy tftp flash filename.txt

例：

Switch(config)# copy tftp flash image.bin

ステップ 8   

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。

copy tftp flash imagename.bin

例：

Switch(config)# copy tftp flash image.bin

ステップ 9   
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目的コマンドまたはアクション

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(dhcp-config)# exit

ステップ 10   

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。

tftp-server flash: config.text

例：

Switch(config)# tftp-server flash:config-boot.text

ステップ 11   

TFTPサーバ上のイメージ名を指定しま
す。

tftp-server flash: imagename.bin

例：

Switch(config)# tftp-server flash:image.bin

ステップ 12   

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。

tftp-server flash: filename.txt

例：

Switch(config)# tftp-server flash:boot-config.text

ステップ 13   

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface gigabitEthernet1/0/4

ステップ 14   

インターフェイスをレイヤ3モードにし
ます。

no switchport

例：

Switch(config-if)# no switchport

ステップ 15   

IPアドレスとインターフェイスのマス
クを指定します。

ip address address mask

例：

Switch(config-if)# ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

ステップ 16   

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 17   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）コンフィギュレーションファ

イルに設定を保存します。

copyrunning-configstartup-config

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 18   

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

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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

グ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# configure terminal

ステップ 1   

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。

boot host dhcp

例：

Switch(conf)# boot host dhcp

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

（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。

boot host retry timeout timeout-value

例：

Switch(conf)# boot host retry timeout 300

ステップ 3   

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。

（注）

（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。

banner config-save ^C warning-message^C

例：

Switch(conf)# banner config-save ^C

ステップ 4   

Caution - Saving Configuration File
to NVRAM May Cause You to No longer
Automatically Download Configuration Files
at Reboot^C

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 5   

設定を確認します。show boot

例：

Switch# show boot

ステップ 6   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

デフォルトゲートウェイ（ルータ）を設定します。ip default-gateway ip-address

例：

Switch(config)# ip default gateway
10.1.5.1

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   

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。

show ip redirects

例：

Switch# show ip redirects

ステップ 5   

（任意）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

ステップ 6   

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

目的コマンドまたはアクション

グ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# configure terminal

ステップ 1   

イン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。

interface vlan vlan-id

例：

Switch(config)# interface vlan 99

ステップ 2   

IPアドレスとサブネットマスクを入力します。ip address ip-address subnet-mask

例：

Switch(config-vlan)# ip address

ステップ 3   

10.10.10.2 255.255.255.0

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-vlan)# exit

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

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
ip default-gateway ip-address

例：

Switch(config)# ip default-gateway

ステップ 5   

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。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。

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。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 6   

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

例：

Switch# show interfaces vlan 99

ステップ 7   

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

例：

Switch# show ip redirects

ステップ 8   

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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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。

（注）

手順の概要

1. configure terminal
2. boot buffersize size
3. end
4. showboot

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グ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# configure terminal

ステップ 1   

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。

boot buffersize size

例：

Switch(config)# boot buffersize 524288

ステップ 2   

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 3   

設定を確認します。showboot

例：

Switch# show boot

ステップ 4   

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

目的コマンドまたはアクション

グ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# configure terminal

ステップ 1   

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。

boot flash:/file-url

例：

Switch(config)# boot

ステップ 2   

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。

flash:config.text
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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

入力を確認します。show boot

例：

Switch# show boot

ステップ 4   

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。

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存し

ます。

copyrunning-configstartup-config

例：

Switch# copy running-config
startup-config

ステップ 5   

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

目的コマンドまたはアクション

グ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# configure terminal

ステップ 1   

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。boot manual

例：

Switch(config)# boot manual

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 3   

入力を確認します。show boot

例：

Switch# show boot

ステップ 4   

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。

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。

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。copyrunning-configstartup-config

例：

Switch# copy running-config

ステップ 5   

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

目的コマンドまたはアクション

グ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# configure terminal

ステップ 1   

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。

copy running-config startup-config

例：
copy running-config startup-config

ステップ 2   

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。

reload in [hh:]mm [text]

例：

Switch(config)# reload in 12

ステップ 3   

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

リロードを実行する時間を、時間数と分数で指定します。reload at hh: mm [month day | day
month] [text]

ステップ 4   

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。

（注）

例：

Switch(config)# reload at 14:00

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。reload cancel

例：

Switch(config)# reload cancel

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

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。

show reload

例：
show reload

ステップ 6   

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

マニュアルタイトル関連項目

Catalyst 2960-X Switch System
Management Command Reference

スイッチセットアップコマンド

ブートローダコマンド

Catalyst 2960-X Switch Interface
and Hardware Component
Configuration Guide

Catalyst 2960-X Switch Managing
Cisco IOS Image Files
Configuration Guide

USBフラッシュデバイス

『Catalyst 2960-X Switch
Hardware Installation Guide』

ハードウェアの設置

Cisco IOS 15.3M&T Command
References

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&TConfiguration
Guides

プラットフォームに依存しない設定情報

標準および RFC

タイトル標準/RFC

—なし

MIB

MIB のリンク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

本リリースでサポートするすべてのMIB
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シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
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、CiscoNotificationService（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 変更内容リリース

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

Syslogフォーマットは 4.3 Berkeley Standard Distribution（BSD）UNIXと互換性があります。（注）

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

説明要素

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。

seq no:

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。

timestampのフォーマット：

mm/dd hh:mm:ss

または

hh:mm:ss（短時間）

または

d h（長時間）

メッセージが参照する機能（SNMP、SYSなど）
です。

facility

メッセージの重大度を示す 0～ 7の 1桁のコー
ドです。

severity

メッセージを一意に示すテキストストリングで

す。

MNEMONIC

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。

説明

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。

hostname-n（ホスト名 -n）

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

デフォルト設定機能

イネーブルコンソールへのシステムメッセージロギング

デバッグコンソールの重大度
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デフォルト設定機能

ファイル名の指定なしログファイル設定

4096バイトログバッファサイズ

1メッセージログ履歴サイズ

ディセーブルタイムスタンプ

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

未設定Syslogサーバの IPアドレス

local7サーバ機能

Informationalサーバの重大度

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

目的コマンドまたはアクション

グ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# configure terminal

ステップ 1   

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

logging buffered [size]

例：

Switch(config)# logging

ステップ 2   

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。

buffered 8192
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。

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。

（注）

UNIX Syslogサーバホストにメッセージを保存します。loggingホストステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

例：

Switch(config)# logging

hostには、syslogサーバとして使用するホストの名前または IPアドレス
を指定します。

ロ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。125.1.1.100

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。

logging file flash: filename
[max-file-size [min-file-size]]
[severity-level-number | type]

例：

Switch(config)# logging file

ステップ 4   

• filename：ログメッセージのファイル名を入力します。

•（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。

flash:log_msg.txt 40960
4096 3

•（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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 5   

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。terminalmonitor

例：

Switch# terminal monitor

ステップ 6   

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

目的コマンドまたはアクション

グ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# configure terminal

ステップ 1   

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。line [console | vty] line-number
[ending-line-number]

ステップ 2   

• 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。

メッセージの同期ロギングをイネーブルにします。logging synchronous [level
[severity-level | all] | limit
number-of-buffers]

ステップ 3   

•（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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目的コマンドまたはアクション

例：

Switch(config)# logging

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。

•（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。synchronous level 3 limit

1000

•（任意）limitnumber-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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 4   

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

目的コマンドまたはアクション

グ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# configure terminal

ステップ 1   

メッセージロギングをディセーブルにします。no logging console

例：

Switch(config)# no logging console

ステップ 2   

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 3   

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

目的コマンドまたはアクション

グ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# configure terminal

ステップ 1   

ログのタイムスタンプをイネーブルにします。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 2   

• servicetimestampsloguptime • 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。
• service timestamps log datetime[msec |
localtime | show-timezone]

• logdatetime：ログメッセージのタイムスタンプをイ
ネーブルにします。選択したオプションに応じて、

例：
Switch(config)# service timestamps log
uptime

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。
または

Switch(config)# service timestamps log
datetime

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 3   

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

目的コマンドまたはアクション

グ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# configure terminal

ステップ 1   

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 2   

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 3   

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

目的コマンドまたはアクション

グ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# configure terminal

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

コンソールに保存するメッセージを制限します。logging console level

例：

Switch(config)# logging console 3

ステップ 2   

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。

端末回線に出力するメッセージを制限します。logging monitor level

例：

Switch(config)# logging monitor 3

ステップ 3   

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。

Syslogサーバに保存するメッセージを制限します。logging trap level

例：

Switch(config)# logging trap 3

ステップ 4   

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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 5   

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

目的コマンドまたはアクション

グ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# configure terminal

ステップ 1   

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。

logging history level

例：

Switch(config)# logging history 3

ステップ 2   

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。

logging history size number

例：

Switch(config)# logging history size

ステップ 3   

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。

200

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 4   

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。

最新バージョンのUNIXSyslog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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

/etc/syslog.confファイルに次の行を追加しま
す。

ステップ 1   • 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

ログファイルを作成します。syslogデーモンは、この
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。

UNIXシェルプロンプトに次のコマンドを入
力します。

例：

$ touch /var/log/cisco.log

ステップ 2   

$ chmod 666 /var/log/cisco.log

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。

Syslogデーモンに新しい設定を認識させます。

例：

$ kill -HUP `cat /etc/syslog.pid`

ステップ 3   

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

目的コマンド

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。

show archive log config {all | number
[end-number] | user username [session
number] number [end-number] | statistics}
[provisioning]
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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)

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

1407

システムメッセージログの設定例



システムメッセージログに関する追加情報

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

Catalyst 2960-X Switch System
Management Command Reference

システムメッセージログコマンド

Cisco IOS 15.3M&T Command
References

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&TConfiguration
Guides

プラットフォームに依存しない設定情報

標準および RFC

タイトル標準/RFC

—なし

MIB

MIB のリンク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

本リリースでサポートするすべてのMIB
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シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
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、CiscoNotificationService（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

変更内容リリース

この機能が導入されました。Cisco IOS Release 15.0(2)EXCisco IOS Release 15.2(5)E
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第 51 章

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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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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

診断テストを開始します。diagnostic start test {name | test-id |
test-id-range | all | basic | non-disruptive
}

ステップ 1   

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。

例：

Switch# diagnostic start test basic

• name：テストの名前を入力します。

• test-id：テストの ID番号を入力します。

• 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

目的コマンドまたはアクション

グ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# configure terminal

ステップ 1   

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。diagnostic schedule test {name | test-id
| test-id-range | all | basic |

ステップ 2   

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

します。
non-disruptive |} {daily | onmmdd yyyy
hh:mm | weekly day-of-week hh:mm}

例：

Switch(config)# diagnostic schedule

• name：showdiagnostic 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 1-5 on July 3 2013 23:10

• test-id-range：showdiagnostic 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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目的コマンドまたはアクション

•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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

グ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 2   

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

す。

diagnostic monitor interval test {name
| test-id | test-id-range | all} hh:mm:ss
milliseconds day

ステップ 3   

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。

（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。

diagnostic monitor syslog

例：

Switch(config)# diagnostic monitor
syslog

ステップ 4   

（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

す。

diagnostic monitor threshold
numbertest {name | test-id | test-id-range
| all} failure count count

ステップ 5   

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 • 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。threshold test 1 failure count

20
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目的コマンドまたはアクション

• 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。

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。diagnostic monitor test {name | test-id
| test-id-range | all}

ステップ 6   

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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 7   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 8   

（任意）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

ステップ 9   

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

目的コマンド

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 content

現在実行中の診断テストを表示します。show diagnostic status

オンライン診断テストの結果を表示します。

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 diagnostic result switch [number | all] [detail
| test {name | test-id | test-id-range | all} [detail]]

オンライン診断テストの結果を表示します。show diagnosticdetail]

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 schedule

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）。

show diagnostic post
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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

目的コマンドまたはアクション

診断テストを開始します。diagnostic start test {name | test-id |
test-id-range | all | basic | non-disruptive
}

ステップ 1   

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。

例：

Switch# diagnostic start test basic

• name：テストの名前を入力します。

• test-id：テストの ID番号を入力します。

• 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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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。

（注）

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

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。

（注）

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 ------------------> 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
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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

Test Interval Thre-
ID Test Name Attributes day hh:mm:ss.ms shold
==== ================================== ============ =============== =====
1) TestPortAsicStackPortLoopback ---> B*N****I** not configured n/a
2) TestPortAsicLoopback ------------> B*D*X**IR* not configured n/a
3) TestPortAsicCam -----------------> B*D*X**IR* not configured n/a
4) TestPortAsicRingLoopback --------> B*D*X**IR* not configured n/a
5) TestMicRingLoopback -------------> B*D*X**IR* not configured n/a
6) TestPortAsicMem -----------------> B*D*X**IR* not configured 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> - Bootup Diagnostics, <HM> - Health Monitoring Diagnostics,
<OD> - OnDemand Diagnostics, <SCH> - Scheduled Diagnostics
====== ================================= =============================== ======
Card Description Current Running Test Run by
------ --------------------------------- --------------------- ------
1 N/A N/A
2 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.

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。

（注）
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第 52 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。

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）。

（注）

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noshutdown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、CiscoDiscoveryProtocol（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
TimeDomainReflector（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

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。

注意

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。

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。

（注）

•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。CiscoIOS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。

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。

（注）

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

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。

（注）

ステップ 9 コンフィギュレーションファイルをメモリにコピーします。
Switch# copy flash: config.text system: running-config
Source filename [config.text]?
Destination filename [running-config]?

確認を求めるプロンプトに、Return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。

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、showrunning-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VLANID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。

（注）

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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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。

注意

• 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 c2960x-universalk9-mz.150-2.0.63.UCP.bin

16128000 bytes total (10003456 bytes free)

ステップ 3 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#

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。

（注）

ステップ 8 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

IEEE802.3ab自動ネゴシエーションプロトコルは速度（10Mbps、100Mbps、およびSFPモジュー
ルポート以外の1000Mbps）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。

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。

（注）
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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。

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。

（注）

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、errdisablerecoverycausegbic-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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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。

（注）

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。

目的コマンド

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。

ping ip host | address

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。systemenvtemperature
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

目的コマンド

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 [interface interface-id]
{source-mac-address} [interface interface-id]
{destination-mac-address} [vlan vlan-id] [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。

tracetroute mac ip {source-ip-address |
source-hostname}{destination-ip-address |
destination-hostname} [detail]
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IP traceroute の実行

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。

（注）

目的コマンド

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。

traceroute ipホスト
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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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。

（注）

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

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。

注意

• 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、nohw-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

目的コマンド

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OBFLCLI
コマンドを表示します。

show logging onboard [module[switch-number ]]clilog
Switch# show logging onboard 1 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。

show logging onboard [module[switch-number ]] environment
Switch# show logging onboard 1 environment

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。

show logging onboard [module[switch-number ]] message
Switch# show logging onboard 1 message
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目的コマンド

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。

show logging onboard [module[switch-number ]] poe
Switch# show logging onboard 1 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

ンバの温度を表示します。

show logging onboard [module[switch-number ]] temperature
Switch# show logging onboard 1 temperature

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。

show logging onboard [module[switch-number ]] uptime
Switch# show logging onboard 1 uptime

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。

show logging onboard [module[switch-number ]] voltage
Switch# show logging onboard 1 voltage

連続ファイルのデータを表

示します。

show logging onboard [module[switch-number ]] continuous
Switch# show logging onboard 1 continuous

連続データおよびサマリー

データの両方を表示しま

す。

show logging onboard [module[switch-number ]] detail
Switch# show logging onboard 1 detail

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。

show logging onboard [module[switch-number ]] endhh:mm:ss
Switch# show logging onboard 1
end 13:00:15 jul 2013

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。

show logging onboard [module[switch-number ]]
Switch# show logging
onboard 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

1449

ソフトウェア設定のトラブルシューティングの確認



目的コマンド

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。

show logging onboard [module[switch-number ]] raw
Switch# show logging
onboard 1 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

バの開始日時を表示しま

す。

show logging onboard [module[switch-number ]] start
Switch# show logging
onboard 1 start 13:00:10 jul 2013

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。

show logging onboard [module[switch-number ]] status
Switch# show logging onboard 1 status

サマリーファイルの両方の

データを表示します。

show logging onboard [module[switch-number ]] summary
Switch# show logging onboard 1 summary

詳細については、『Catalyst 2960-X Switch SystemManagement 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

修正措置Cause問題のタイプ

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。

CPUがネットワークから受信
するパケット数が多すぎる。

割り込みのパーセント値が合計

の CPU使用率の値とほぼ同程
度に高い

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。

CPU時間を過度に消費する
Cisco IOS処理が 1つ以上存在
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。

割り込みの所要時間は最小限で

あったにもかかわらず CPUの
合計使用率が 50%を超える
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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

考えられる原因と解決法症状または問題

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
る。

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。

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。

（注）

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。

PoEがないポートは 1つに限りま
せん。

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。
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考えられる原因と解決法症状または問題

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。
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考えられる原因と解決法症状または問題

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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考えられる原因と解決法症状または問題

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。

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

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

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

続的な切断やリロードなどが発生します。

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
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CallManager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。

Cisco IP Phoneが切断またはリセッ
トされる。

正常に動作した後で、Cisco phone
またはワイヤレスアクセスポイン

トが断続的にリロードしたり、PoE
から切断されたりします。
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考えられる原因と解決法症状または問題

showpower inlineコマンドを使用して、受電デバイスの接続
前後に、スイッチの電力バジェット（使用可能なPoE）が使
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

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

ることを確認します。

show interface statusコマンドを使用して、接続されている受
電デバイスをスイッチが検出することを確認します。

showlog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。

シスコ以外の受電デバイスがシス

コ PoEスイッチで動作しない。

シスコ PoEスイッチに接続するシ
スコ以外の受電デバイスに電源が

供給されないか、電源投入後すぐ

に電源が切れます。PoE非対応装
置は正常に動作します。

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

説明文字

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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説明文字

宛先到達不能エラー PDUを受信したことを示
します。

U

輻輳に遭遇したパケットを受信したことを示し

ます。

C

ユーザによりテストが中断されたことを示しま

す。

I

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

1 192.0.2.1 0 msec 0 msec 4 msec
2 192.0.2.203 12 msec 8 msec 0 msec
3 192.0.2.100 4 msec 0 msec 0 msec
4 192.0.2.10 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

説明文字

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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説明文字

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。

A

ホストが到達不能です。H

ネットワークが到達不能です。N

プロトコルが到達不能です。P

発信元。Q

ポートが到達不能です。U

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

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。

注意

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

マニュアルタイトル関連項目

Catalyst 2960-X Switch System
Management Command Reference

トラブルシューティングコマンド

Catalyst 2960-X Switch Interface
and Hardware Component
Configuration Guide

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

ギュレーション

Cisco IOS 15.3M&T Command
References

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&TConfiguration
Guides

プラットフォームに依存しない設定情報

標準および RFC

タイトル標準/RFC

—なし

MIB

MIB のリンク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

本リリースでサポートするすべてのMIB
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シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
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、CiscoNotificationService（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

変更内容リリース

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

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
• 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





第 53 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) Type Flags Prefixes
* 15998976 5135872 flash rw flash:

- - opaque rw bs:
- - opaque rw vb:

524288 520138 nvram rw nvram:
- - network rw tftp:
- - opaque rw null:
- - opaque rw system:
- - opaque ro xmodem:
- - opaque ro ymodem:

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 systems
File Systems:

Size(b) Free(b) Type Flags Prefixes
145898496 5479424 disk rw crashinfo:crashinfo-1:
248512512 85983232 disk rw crashinfo-2:stby-crashinfo:
146014208 17301504 disk rw crashinfo-3:
146014208 0 disk rw crashinfo-4:
146014208 1572864 disk rw crashinfo-5:
248512512 30932992 disk rw crashinfo-6:
146014208 6291456 disk rw crashinfo-7:
146276352 15728640 disk rw crashinfo-8:
146276352 73400320 disk rw crashinfo-9:

* 741621760 481730560 disk rw flash:flash-1:
1622147072 1360527360 disk rw flash-2:stby-flash:
729546752 469762048 disk rw flash-3:
729546752 469762048 disk rw flash-4:
729546752 469762048 disk rw flash-5:
1622147072 1340604416 disk rw flash-6:
729546752 469762048 disk rw flash-7:
1749549056 1487929344 disk rw flash-8:
1749549056 1487929344 disk rw flash-9:

0 0 disk rw unix:
- - disk rw usbflash0:usbflash0-1:
- - disk rw usbflash0-2: stby-usbflash0:
- - disk rw usbflash0-3:
- - disk rw usbflash0-4:
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- - disk rw usbflash0-5:
- - disk rw usbflash0-6:
- - disk rw usbflash0-7:
- - disk rw usbflash0-8:
- - disk rw usbflash0-9:
0 0 disk ro webui:
- - opaque rw system:
- - opaque rw tmpsys:

2097152 2055643 nvram rw stby-nvram:
- - nvram rw stby-rcsf:
- - opaque rw null:
- - opaque ro tar:
- - network rw tftp:

2097152 2055643 nvram rw nvram:
- - opaque wo syslog:
- - network rw rcp:
- - network rw http:
- - network rw ftp:
- - network rw scp:
- - network rw https:
- - opaque ro cns:
- - opaque rw revrcsf:

表 122：show file systems のフィールドの説明

値フィールド

ファイルシステムのメモリサイズ（バイト単位）です。Size(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。Free(b)

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。

タイプ

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。

Flags
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値フィールド

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。

Prefixes

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

説明コマンド

ファイルシステムのファイルリストを表示します。dir [/all]
[filesystem:filename]

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 systems

特定のファイルに関する情報を表示します。show file information
file-url

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。

show file descriptors

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

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。dir filesystem:

例：

Switch# dir flash:

ステップ 2   

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。

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。

指定されたディレクトリへ移動します。cd directory_name

例：

Switch# cd new_configs

ステップ 3   

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。

作業ディレクトリを表示します。pwd

例：

Switch# pwd

ステップ 4   

デフォルトディレクトリに移動します。cd

例：

Switch# cd

ステップ 5   

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

目的コマンドまたはアクション

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。dir filesystem:

例：

Switch# dir flash:

ステップ 1   

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。

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

mkdir directory_name

例：

Switch# mkdir new_configs

ステップ 2   

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。

入力を確認します。dir filesystem:

例：

Switch# dir flash:

ステップ 3   

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。

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。注意

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 to crashinfo-1: file system
crashinfo-2: Copy to crashinfo-2: file system
crashinfo-3: Copy to crashinfo-3: file system
crashinfo-4: Copy to crashinfo-4: file system
crashinfo-5: Copy to crashinfo-5: file system
crashinfo: Copy to crashinfo: file system
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flash-1: Copy to flash-1: file system
flash-2: Copy to flash-2: file system
flash-3: Copy to flash-3: file system
flash-4: Copy to flash-4: file system
flash-5: Copy to flash-5: file system
flash: Copy to flash: file system
ftp: Copy to ftp: file system
http: Copy to http: file system
https: Copy to https: file system
null: Copy to null: file system
nvram: Copy to nvram: file system
rcp: Copy to rcp: file system
revrcsf: Copy to revrcsf: file system
running-config Update (merge with) current system configuration
scp: Copy to scp: file system
startup-config Copy to startup configuration
stby-crashinfo: Copy to stby-crashinfo: file system
stby-flash: Copy to stby-flash: file system
stby-nvram: Copy to stby-nvram: file system
stby-rcsf: Copy to stby-rcsf: file system
stby-usbflash0: Copy to stby-usbflash0: file system
syslog: Copy to syslog: file system
system: Copy to system: file system
tftp: Copy to tftp: file system
tmpsys: Copy to tmpsys: file system
usbflash0-1: Copy to usbflash0-1: file system
usbflash0-2: Copy to usbflash0-2: file system
usbflash0-3: Copy to usbflash0-3: file system
usbflash0-4: Copy to usbflash0-4: file system
usbflash0-5: Copy to usbflash0-5: file system
usbflash0: 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。

ファイルが削除された場合、その内容は回復できません。注意
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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

目的コマンドまたはアクション

ファイルを作成し、そこにファイルを追加します。archive tar /create
destination-urlflash: /file-url

ステッ

プ 1   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。

例：

スイッチ# archive tar /create
•ローカルフラッシュファイルシステム構文

flash:
tftp:172.20.10.30/saved.
flash:/new-configs • 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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目的コマンドまたはアクション

ファイルの内容を表示します。archive tar /table source-url

例：

スイッチ# archive tar /table
flash: /new_configs

ステッ

プ 2   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。

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。archive tar /xtract source-url
flash:/file-url [dir/file...]

ステッ

プ 3   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。

例：

スイッチ# archive tar /xtract
•ローカルフラッシュファイルシステム構文tftp:/172.20.10.30/saved.

flash:/new-configs
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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目的コマンドまたはアクション

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

ルの内容を表示します。

more [ /ascii | /binary | /ebcdic]
/file-url

例：

スイッチ# more
flash:/new-configs

ステッ

プ 4   

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。

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。

（注）

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

目的コマンドまたは

アクション

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 1   

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 2   

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 3   

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 4   

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。ステップ 5   

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

/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。

（注）

•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

目的コマンドまた

はアクション

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 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   

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。

ステップ 4   

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。

（注）

このコンフィギュレーションファイルを実行すると、ダウンロードが実行され、

ファイルが行単位で解析されてコマンドが実行されます。

次に、IPアドレス 172.16.2.155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

目的コマンドまた

はアクション

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 1   

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 2   

。

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。

ステップ 3   

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。

（注）

TFTPサーバにファイルがアップロードされます。

次に、スイッチから TFTPサーバにコンフィギュレーションファイルをアップロードする例を示
します。

Switch# copy system:running-config tftp://172.16.2.155/tokyo-confg
Write file tokyo-confg on host 172.16.2.155? [confirm] y
#
Writing tokyo-confg!!! [OK]

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
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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

目的コマンドまたはアクション

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。

configure terminalステップ 1   

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）。

（任意）デフォルトのリモートユーザ名を変更します。ip ftp username usernameステップ 2   

（任意）デフォルトのパスワードを変更します。ip ftp password passwordステップ 3   

特権 EXECモードに戻ります。endステップ 4   

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

次のいずれかを実行します。ステップ 5   

• copysystem:running-configftp:
[[[//[username [:password
]@]location]/directory ]/filename ]

ルまたはスタートアップコンフィギュレーションファイ

ルにコピーします。
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目的コマンドまたはアクション

• 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

目的コマンドまたはアクション

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。

configure terminalステップ 1   

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）。

（任意）デフォルトのリモートユーザ名を変更します。ip ftp username usernameステップ 2   

（任意）デフォルトのパスワードを変更します。ip ftp password passwordステップ 3   

特権 EXECモードに戻ります。endステップ 4   

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。

次のいずれかを実行します。ステップ 5   

• 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
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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

目的コマンドまたはアクション

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。

configure terminalステップ 1   

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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目的コマンドまたはアクション

（任意）デフォルトのリモートユー

ザ名を変更します。

ip rcmd remote-username usernameステップ 2   

特権 EXECモードに戻ります。endステップ 3   

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

次のいずれかを実行します。ステップ 4   

• 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
rcp:[[[//username@]location]/directory]/filename]nvram:startup-config

フィギュレーションファイルにコピー

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

目的コマンドまたはアクション

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。

configure terminalステップ 1   

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）。

（任意）リモートユーザ名を指定します。ip rcmd remote-username usernameステップ 2   

特権 EXECモードに戻ります。endステップ 3   

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

次のいずれかを実行します。ステップ 4   

• 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。

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。（注）

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。

削除されたファイルは復元できません。（注）

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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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。

（注）

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

目的コマンドまたはアク

ション

グ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ステップ 1   

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。archiveステップ 2   

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。

pathurlステップ 3   

（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。

maximumnumberステップ 4   
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目的コマンドまたはアク

ション

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。

（注）

（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。

time-period分ステップ 5   

特権 EXECモードに戻ります。endステップ 6   

設定を確認します。show running-configステップ 7   

（任意）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

ステップ 8   

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

目的コマンドまたはアク

ション

（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。

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。

（注）

archive configステップ 1   

グ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ステップ 2   

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 3   

特権 EXECモードに戻ります。exitステップ 4   

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

ンファイルと交換します。

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

configure replace
target-url [list] [force]
[time seconds] [nolock]

ステップ 5   

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。

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）。

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。

（注）

（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。

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。

（注）

configure confirmステップ 6   

（任意）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

ステップ 7   
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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。

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。

（注）

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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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。

（注）

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

説明フィールド

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_suffix

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。

version_directory

tarファイル内の Cisco IOSイメージの名前を指
定します。

image_name

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。

ios_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。

total_image_file_size

イメージの主な機能に関する説明です。image_feature

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_min_dram

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。

image_family

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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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、archivecopy-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。

（注）

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

/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。

（注）

•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

目的コマンドまたはアクション

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 1   

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 2   

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、
現在のイメージを上書きします。

archive download-sw/overwrite/reload
tftp:[[//location]/directory]/image-name.tar

ステッ

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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目的コマンドまたはアクション

• /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。

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、
現在のイメージを保存します。

archive download-sw/leave-old-sw/reload
tftp:[[//location]/directory]/image-name.tar

ステッ

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。

（注）

/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。

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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目的コマンドまたはアクション

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。

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。

（注）

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

目的コマンドまたはアク

ション

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 1   

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 2   

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。archive upload-sw
tftp:[[// location

ステップ 3   

• // locationには、TFTPサーバの IPアドレスを指定します。]/directory
]/image-name.tar • 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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目的コマンドまたはアク

ション

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。

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。

（注）

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。

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。

（注）

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。

   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

1502

FTP によるイメージファイルのコピー



•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

目的コマンドまたはアクション

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 1   

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 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ステッ

プ 3   

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）。

（任意）デフォルトのリモートユーザ名を変更

します。

ip ftp username usernameステッ

プ 4   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）デフォルトのパスワードを変更します。ip ftp passwordpasswordステッ

プ 5   

特権 EXECモードに戻ります。endステッ

プ 6   

FTPサーバからスイッチにイメージファイルを
ダウンロードして、現在のイメージを上書きしま

す。

archive download-sw /overwrite/reload
ftp:[[//username[:password]@location]/directory]/image-name.tar

ステッ

プ 7   

• /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。

FTPサーバからスイッチにイメージファイルを
ダウンロードして、現在のイメージを保存しま

す。

archive download-sw /leave-old-sw/reload
ftp:[[//username[:password]@location]/directory]/image-name.tar

ステッ

プ 8   

• /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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目的コマンドまたはアクション

• //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。

（注）

/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。

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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目的コマンドまたはアクション

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。

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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

グ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ステッ

プ 1   

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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目的コマンドまたはアクション

きする場合のみです（ステップ2、3、および
4を参照）。

（任意）デフォルトのリモートユーザ名を変

更します。

ip ftp usernameusernameステッ

プ 2   

（任意）デフォルトのパスワードを変更しま

す。

ip ftp passwordpasswordステッ

プ 3   

特権 EXECモードに戻ります。endステッ

プ 4   

現在稼働中のスイッチイメージをFTPサーバ
にアップロードします。

archive upload-sw
ftp:[[//[username[:password]@]location]/directory]/image-name.tar

ステッ

プ 5   

• 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。

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。

（注）
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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。

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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

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 1   

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 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ステッ

プ 3   

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）。

（任意）リモートユーザ名を指定します。ip rcmd remote-username usernameステッ

プ 4   

特権 EXECモードに戻ります。endステッ

プ 5   

RCPサーバからスイッチにイメージファイルをダウン
ロードして、現在のイメージを上書きします。

archive download-sw /overwrite/reload
rcp:[[[//username@]/location]/directory]/image-name.tar

ステッ

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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目的コマンドまたはアクション

• /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。

FTPサーバからスイッチにイメージファイルをダウン
ロードして、現在のイメージを保存します。

archive download-sw /leave-old-sw/reload
rcp:[[[//[username@]location]/directory]/image-name.tar

ステッ

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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目的コマンドまたはアクション

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。

（注）

/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。

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。

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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

グ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ステッ

プ 1   

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）。

（任意）リモートユーザ名を指定します。ip rcmd remote-usernameusernameステッ

プ 2   

特権 EXECモードに戻ります。endステッ

プ 3   

現在稼働中のスイッチイメージを RCPサーバにアッ
プロードします。

archive upload-sw
rcp:[[[//[username@]location]/directory]/image-name.tar

ステッ

プ 4   

• //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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目的コマンドまたはアクション

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。

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。

（注）

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。

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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

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

トされるスタックメンバに無条件にリロードします。

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。

（注）

/ 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

archive copy-sw/destination-system
destination-stack-member-number/
force-reloadsource-stack-member-number

ステッ

プ 1   

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。

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。

reload slotstack-member-numberステッ

プ 2   
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VLAN
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• VLANトランクの設定, 1571 ページ
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第 54 章

VTP の設定

• 機能情報の確認, 1519 ページ

• VTPの前提条件, 1520 ページ

• VTPの制約事項, 1520 ページ
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• その他の参考資料, 1544 ページ

• VTPの機能履歴と情報, 1545 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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VTP の前提条件
VLANを作成する前に、ネットワークでVLANTrunking 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

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。

（注）

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

説明VTP モード

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サーバ

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クライ
アント

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。

VTPトラン
スペアレン

ト
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説明VTP モード

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。

VTPオフ

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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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。

（注）

•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
SpanningTree（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VTPVLAN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。

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）

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。

注意

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。

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。

注意

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

デフォルト設定機能

ヌルVTPドメイン名

サーバVTPモード（VTPバージョン1およびバージョ
ン 2）

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モード（VTPバージョン 3）

Version 1VTPバージョン

TransparentMSTデータベースモード
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デフォルト設定機能

セカンダリ（Secondary）VTPバージョン 3のサーバタイプ

なしVTPパスワード

ディセーブルVTPプルーニング

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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

vtp domain domain-name

例：

Switch(config)# vtp domain

ステップ 3   

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。
eng_group

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）

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。

vtp mode {client | server |
transparent | off} {vlan |mst |
unknown}

ステップ 4   

• 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。

（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

vtp password password

例：

Switch(config)# vtp password

ステップ 5   

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。
mypassword
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目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 6   

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。

show vtp status

例：

Switch# show vtp status

ステップ 7   

（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。

copy running-config startup-config

例：

Switch# copy running-config

ステップ 8   

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。

startup-config

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

（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 password password [hidden |
secret]

例：

Switch(config)# vtp password

ステップ 3   

•（任意）hidden：パスワード文字列から生成される秘密
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。
mypassword hidden

•（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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 4   

入力を確認します。次のような出力が表示されます。show vtp password

例：

Switch# show vtp password

ステップ 5   

VTP password: 89914640C8D90868B6A0D8103847A733

（任意）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

ステップ 6   

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

目的コマンドまたはアクション

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

vtp primary [vlan |mst]
[force]

例：

Switch# vtp primary vlan
force

ステッ

プ 1   
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。

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。

注意

• 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。

•

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。

注意

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   
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目的コマンドまたはアクション

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。

vtp version {1 | 2 | 3}

例：

Switch(config)# vtp version 2

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   

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。

show vtp status

例：

Switch# show vtp status

ステップ 5   

（任意）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

ステップ 6   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

VTP管理ドメインでプルーニングをイネーブルにします。vtp pruning

例：

Switch(config)# vtp pruning

ステップ 3   

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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 4   

表示された [VTP Pruning Mode]フィールドの設定を確認し
ます。

show vtp status

例：

Switch# show vtp status

ステップ 5   
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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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 3   

gigabitethernet1/0/1
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目的コマンドまたはアクション

指定したポートの VTPをイネーブルにします。vtp

例：

Switch(config)# vtp

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   

ポートの変更を確認します。show running-config interface interface-id

例：

Switch# show running-config interface

ステップ 6   

gigabitethernet1/0/1

設定を確認します。show vtp status

例：

Switch# show vtp status

ステップ 7   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

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。

show vtp status

例：

Switch# show vtp status

ステップ 2   

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。

グ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   
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目的コマンドまたはアクション

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。

vtp domain domain-name

例：

Switch(config)# vtp domain

ステップ 4   

domain123

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 5   

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。

show vtp status

例：

Switch# show vtp status

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。configure terminal

例：

Switch# configure terminal

ステップ 7   

スイッチの元のドメイン名を開始します。vtp domain domain-name

例：

Switch(config)# vtp domain

ステップ 8   

domain012

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 9   

（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。

show vtp status

例：

Switch# show vtp status

ステップ 10   

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

目的コマンド

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 counters

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 devices [conflict]

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 interface [interface-id]

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 password

VTPスイッチ設定情報を表示します。show vtp status
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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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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

マニュアルタイトル関連項目

Catalyst 2960-X Switch VLAN Management
Command Reference

この章で使用するコマンドの完全な構文および

使用方法の詳細。

MIB

MIB のリンク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

本リリースでサポートするすべてのMIB
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シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
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、CiscoNotificationService（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

変更内容リリース

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

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

1547

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


• 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。

LANBase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。

（注）

•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（VLAN1006～ 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。

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LANLite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。

（注）

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。

スイッチがLANLite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。

（注）
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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

VTP の特性VLAN メンバーシップの特性メンバーシップモード

VTPは必須ではありません。
VTPにグローバルに情報を伝播
させないようにする場合は、

VTPモードをトランスペアレン
ト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。

スタティックアクセスポート

は、手動で割り当てられ、1つ
の VLANだけに所属します。

スタティックアクセス

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。

デフォルトで、トランクポー

トは拡張範囲 VLANを含むす
べての VLANのメンバです。
ただし、メンバーシップは許可

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。

トランク（IEEE 802.1Q）

• IEEE 802.1Q：業界標準の
トランキングカプセル化

方式です。
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VTP の特性VLAN メンバーシップの特性メンバーシップモード

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
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

必要があります。

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。

VMPSにはCatalyst 6500シリー
ズのスイッチを使用できます

が、Catalystスイッチなどは使
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。

ダイナミックアクセス

VTPは不要です。VTPは音声
VLANに対して無効です。

音声 VLANポートは、Cisco IP
Phoneに接続し、電話に接続さ
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。

音声 VLAN

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。

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。

（注）
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表 129：イーサネットVLAN のデフォルトおよび範囲

範囲デフォルトパラメータ

1～ 4094

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。

（注）

1VLAN ID

範囲なしVLANxxxx。xxxxは VLAN ID
番号に等しい4桁の数字（先行
ゼロを含む）です。

VLAN名

1～ 4294967294100001（100000とVLAN IDの
和）

IEEE 802.10 SAID

576～ 181901500IEEE 802.10 SAID

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。

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。

（注）

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。

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。

（注）
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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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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

vlan vlan-id

例：

Switch(config)# vlan 20

ステップ 3   

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。

このコマンドで指定できる VLAN ID範囲は 1～
4094です。

（注）

（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

name vlan-name

例：

Switch(config-vlan)# name test20

ステップ 4   

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。

mtu mtu-size

例：

Switch(config-vlan)# mtu 256

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

（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。

remote-span

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   

入力を確認します。show vlan {name vlan-name | id vlan-id}

例：

Switch# show vlan name test20 id 20

ステップ 8   

（任意）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

ステップ 9   

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。

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。

注意
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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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

VLAN IDを入力して、VLANを削除します。no vlan vlan-id

例：

Switch(config)# no vlan 4

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   

VLANが削除されたことを確認します。show vlan brief

例：

Switch# show vlan brief

ステップ 5   

（任意）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

ステップ 6   
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目的コマンドまたはアクション

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

目的コマンドまたはアクション

グ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 1   

VLANに追加するインターフェイスを入力しま
す。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 2   

gigabitethernet2/0/1

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。

switchport mode access

例：

Switch(config-if)# switchport mode access

ステップ 3   

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。

switchport access vlan vlan-id

例：

Switch(config-if)# switchport access vlan 2

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   

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。

show running-config interface interface-id

例：

Switch# show running-config interface

ステップ 6   

gigabitethernet2/0/1

表示されたAdministrativeModeおよびAccessMode
VLANフィールドの設定を確認します。

show interfaces interface-idswitchport

例：

Switch# show interfaces gigabitethernet2/0/1

ステップ 7   

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、 copyrunning-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

目的コマンドまたはアクション

グ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 1   

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。

vtp mode transparent

例：

Switch(config)# vtp mode

ステップ 2   

この手順は、VTPバージョン 3では不要で
す。

（注）

transparent

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。

vlan vlan-id

例：

Switch(config)# vlan 2000

ステップ 3   

Switch(config-vlan)#

MTUサイズを変更して、VLANを変更します。mtu mtu size

例：
Switch(config-vlan)# mtu 1024

ステップ 4   

（任意）RSPAN VLANとして VLANを設定します。remote-span

例：

Switch(config-vlan)# remote-span

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   

VLANが作成されたことを確認します。show vlan id vlan-id

例：

Switch# show vlan id 2000

ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクション

（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。

copy running-config startup config

例：

Switch# copy running-config

ステップ 8   

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

startup-config
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。

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。

（注）

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

目的コマンド

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。
show interfaces [vlan vlan-id]
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目的コマンド

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。

show vlan [brief | group [group-name name] |id
vlan-id | ifindex | internal |mtu | name name
|remote-span | summary]]

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

1565

VLAN のモニタリング



目的コマンド

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。

• access-log：VACLロギングを表示します。

• 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。

show vlan [ access-log {config | flow | statistics} |
access-map name | brief | dot1q { tag native } | filter
[ access-map | vlan ] | group [ group-name name ]
| id vlan-id | ifindex | internal usage |mtu | name
name | private-vlan type | remote-span | summary
]

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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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

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

Catalyst 2960-X Switch VLAN Management
Command Reference

この章で使用するコマンドの完全な構文および

使用方法の詳細。

標準および RFC

タイトル標準/RFC

——

MIB

MIB のリンク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

本リリースでサポートするすべてのMIB
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シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
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、CiscoNotificationService（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

変更内容リリース

この機能が導入されました。Cisco IOS Release 15.0(2)EXCisco IOS Release 15.2(5)E
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第 56 章

VLAN トランクの設定

• 機能情報の確認, 1571 ページ

• VLANトランクの前提条件, 1571 ページ

• VLANトランクについて, 1572 ページ

• VLANトランクの設定方法, 1577 ページ

• VLANトランキングの設定例, 1593 ページ

• 次の作業, 1593 ページ

• その他の参考資料, 1593 ページ

• VLANトランクの機能履歴と情報, 1594 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。

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。

• IEEE802.1Q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。

• IEEE802.1Q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。IEEE802.1Q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。

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。

（注）

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

機能モード

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 access

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 auto

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 dynamic desirable

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。

switchport mode trunk
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機能モード

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。

switchport nonegotiate

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 IEEE802.1x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

デフォルト設定機能

switchport mode dynamic autoインターフェイスモード

VLAN 1～ 4094VLAN許容範囲

VLAN 2～ 1001プルーニングに適格な VLAN範囲

VLAN 1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）
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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、switchportmode 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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 3   

gigabitethernet1/0/2

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

switchport mode {dynamic {auto |
desirable} | trunk}

例：

Switch(config-if)# switchport mode

ステップ 4   

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

dynamic desirable

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。

• dynamicdesirable：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。

（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。
switchport access vlan vlan-id

例：

Switch(config-if)# switchport access

ステップ 5   

vlan 200
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目的コマンドまたはアクション

IEEE 802.1Qトランク用のネイティブ VLANを指定します。switchport trunk native vlan vlan-id

例：

Switch(config-if)# switchport trunk

ステップ 6   

native vlan 200

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 7   

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。

show interfaces interface-idswitchport

例：

Switch# show interfaces

ステップ 8   

gigabitethernet1/0/2 switchport

インターフェイスのトランクの設定を表示します。show interfaces interface-idtrunk

例：

Switch# show interfaces

ステップ 9   

gigabitethernet1/0/2 trunk

（任意）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

ステップ 10   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 3   

gigabitethernet1/0/1

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。

switchport mode trunk

例：

Switch(config-if)# switchport mode

ステップ 4   

trunk
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目的コマンドまたはアクション

（任意）トランク上で許容されるVLANのリストを設定
します。

switchport trunk allowed vlan {add | all |
except | remove} vlan-list

例：

Switch(config-if)# switchport trunk

ステップ 5   

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

allowed vlan remove 2
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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 6   

表示された [Trunking VLANs Enabled]フィールドの設定
を確認します。

show interfaces interface-idswitchport

例：

Switch# show interfaces

ステップ 7   

gigabitethernet1/0/1 switchport

（任意）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

ステップ 8   

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。

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

1581

VLAN トランクの設定方法



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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 3   

gigabitethernet2/0/1

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
定します。

switchport trunk pruning vlan {add |
except | none | remove} vlan-list [,vlan
[,vlan [,,,]]

ステップ 4   

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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目的コマンドまたはアクション

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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 5   

表示された [Pruning VLANs Enabled]フィールドの設定を確認
します。

show interfaces interface-idswitchport

例：

Switch# show interfaces

ステップ 6   

gigabitethernet2/0/1 switchport

（任意）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

ステップ 7   

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VLANID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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 3   

gigabitethernet1/0/2

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。
switchport trunk native vlan vlan-id

例：

Switch(config-if)# switchport trunk

ステップ 4   

vlan-idに指定できる範囲は 1～ 4094です。

native vlan 12

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

[Trunking Native Mode VLAN]フィールドの設定を確
認します。

show interfaces interface-idswitchport

例：

Switch# show interfaces

ステップ 6   

gigabitethernet1/0/2 switchport

（任意）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

ステップ 7   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

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。

configure terminal

例：

Switch# configure terminal

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

VTP管理ドメインを設定します。vtp domain domain-name

例：

Switch(config)# vtp domain workdomain

ステップ 3   

1～ 32文字のドメイン名を使用できます。

switch Aを VTPサーバとして設定します。vtp mode server

例：

Switch(config)# vtp mode 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   

switchAおよびswitchBの両方で、VTP設定を確認し
ます。

show vtp status

例：

Switch# show vtp status

ステップ 6   

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。

show vlan

例：

Switch# show vlan

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開始し

ます。

configure terminal

例：

Switch# configure terminal

ステップ 8   

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 9   

gigabitethernet1/0/1

ポートをトランクポートとして設定します。switchport mode trunk

例：

Switch(config-if)# switchport mode trunk

ステップ 10   
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目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 11   

VLANの設定を確認します。show interfaces interface-idswitchport

例：

Switch# show interfaces

ステップ 12   

gigabitethernet1/0/1 switchport

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 13   

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 14   

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

show vlan

例：

Switch# show vlan

ステップ 15   

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。

configure terminal

例：

Switch# configure terminal

ステップ 16   

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 17   

gigabitethernet1/0/1

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

spanning-tree vlan vlan-rangeport-priority
priority-value

例：

Switch(config-if)# spanning-tree vlan
8-10 port-priority 16

ステップ 18   

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。
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目的コマンドまたはアクション

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 19   

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 20   

gigabitethernet1/0/2

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

spanning-tree vlan vlan-rangeport-priority
priority-value

例：

Switch(config-if)# spanning-tree vlan

ステップ 21   

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。

3-6 port-priority 16

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 22   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 23   

（任意）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

ステップ 24   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

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。

configure terminal

例：

Switch# configure terminal

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 3   

gigabitethernet1/0/1

ポートをトランクポートとして設定します。switchport mode trunk

例：

Switch(config-if)# switchport mode trunk

ステップ 4   

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 5   

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 6   

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 7   

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。

show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 8   

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

show vlan

例：

Switch# show vlan

ステップ 9   

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。

configure terminal

例：

Switch# configure terminal

ステップ 10   
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目的コマンドまたはアクション

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 11   

gigabitethernet1/0/1

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。

spanning-tree vlan vlan-rangecost cost-value

例：

Switch(config-if)# spanning-tree vlan 2-4

ステップ 12   

cost 30

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 13   

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

ステップ 14   

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。

特権 EXECモードに戻ります。exit

例：

Switch(config)# exit

ステップ 15   

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。

show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 16   

（任意）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

ステップ 17   

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

マニュアルタイトル関連項目

Catalyst 2960-X Switch VLAN Management
Command Reference

この章で使用するコマンドの完全な構文および

使用方法の詳細。

標準および RFC

タイトル標準/RFC

——
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MIB

MIB のリンク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

本リリースでサポートするすべてのMIB

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
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、CiscoNotificationService（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

変更内容リリース

この機能が導入されました。Cisco IOS Release 15.0(2)EXCisco IOS Release 15.2(5)E
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• VMPSの機能履歴と情報, 1611 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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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 IEEE802.1x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。

   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

1596

VMPS の前提条件



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。NetworkAssistant、
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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

デフォルト設定機能

なしVMPSドメインサーバ

60分VMPS再確認インターバル

3VMPSサーバ再試行回数

未設定ダイナミックアクセスポート

VMPS の設定方法

VMPS の IP アドレスの入力

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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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。

vmps server ipaddressprimary

例：

Switch(config)# vmps server 10.1.2.3

ステップ 3   

primary

（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。

vmps server ipaddress

例：

Switch(config)# vmps server 10.3.4.5

ステップ 4   

セカンダリサーバのアドレスは、3つまで入力できま
す。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 5   

表示された [VMPS Domain Server]フィールドの設定を
確認します。

show vmps

例：

Switch# show vmps

ステップ 6   

（任意）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

ステップ 7   

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

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。

注意

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。

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 switchportmodeインターフ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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface gigabitethernet

ステップ 3   

1/0/1

ポートをアクセスモードに設定します。switchport mode access

例：

Switch(config-if)# switchport mode access

ステップ 4   

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。

switchport access vlan dynamic

例：

Switch(config-if)# switchport access vlan

ステップ 5   

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。
dynamic

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 6   

表示された [Operational Mode]フィールドの設定を確
認します。

show interfaces interface-idswitchport

例：

Switch# show interfaces gigabitethernet

ステップ 7   

1/0/1 switchport
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目的コマンドまたはアクション

（任意）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

ステップ 8   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

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。

vmpsreconfirm

例：

Switch# vmps reconfirm

ステップ 2   

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

1603

VMPS の設定方法



目的コマンドまたはアクション

ダイナミック VLAN再確認ステータスを確認します。showvmps

例：

Switch# show vmps

ステップ 3   

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。

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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   
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目的コマンドまたはアクション

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。

vmps reconfirm分

例：

Switch(config)# vmps reconfirm 90

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   

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。

show vmps

例：

Switch# show vmps

ステップ 5   

（任意）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

ステップ 6   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

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。
vmps retry count

例：

Switch(config)# vmps retry 5

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   

表示された [Server Retry Count]フィールドの設定を確
認します。

show vmps

例：

Switch# show vmps

ステップ 5   

（任意）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

ステップ 6   

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

マニュアルタイトル関連項目

Catalyst 2960-X Switch VLAN Management
Command Reference

この章で使用するコマンドの完全な構文および

使用方法の詳細。

MIB

MIB のリンク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

本リリースでサポートするすべてのMIB

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
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、CiscoNotificationService（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

変更内容リリース

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

• 音声 VLANに関する情報, 1614 ページ

• 音声 VLANの設定方法, 1617 ページ

• 音声 VLANのモニタリング, 1622 ページ

• 設定例, 1622 ページ

• 次の作業, 1623 ページ

• その他の参考資料, 1623 ページ

• 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。

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。

（注）

•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 IEEE802.1pCoS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 IPPhone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

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。

（注）

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 IPPhone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 IPPhone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 IPPhone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。

Cisco IPPhoneに接続されたデバイスからのタグなしトラフィックは、IPPhone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。

（注）

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 IPPhone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 IPPhone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。

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。

（注）

◦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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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。

（注）

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 2CoS値を使用して、IEEE802.1Qフレームの音声トラフィックを伝送できます。IEEE802.1p
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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

グ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 2   

IPPhone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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 3   

gigabitethernet1/0/1

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。

mls qos trust cos

例：

Switch(config-if)# mls qos trust

ステップ 4   

ポートの信頼状態を設定する前に、mlsqos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。

（注）
cos
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目的コマンドまたはアクション

音声 VLANを設定します。switchport voice {vlan{vlan-id | dot1p
| none | untagged}}

ステップ 5   

• vlan-id：すべての音声トラフィックが特定の VLANを経由
して転送されるように IP Phoneを設定します。デフォルト例：

Switch(config-if)# switchport voice
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。

vlan dot1p

• 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。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 6   

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。

次のいずれかを使用します。ステップ 7   

• show interfaces
interface-idswitchport

• 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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目的コマンドまたはアクション

（任意）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

ステップ 8   

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

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

グ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 2   

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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 3   

gigabitethernet1/0/1

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。

switchport priority extend {cos value |
trust}

例：

Switch(config-if)# switchport

ステップ 4   

• cos value：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、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。priority extend trust
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 IPPhoneアクセスポー
トを設定します。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 5   

入力を確認します。show interfaces interface-idswitchport

例：

Switch# show interfaces

ステップ 6   

gigabitethernet1/0/1 switchport

（任意）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

ステップ 7   

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

マニュアルタイトル関連項目

Catalyst 2960-X Switch VLAN Management
Command Reference

この章で使用するコマンドの完全な構文および

使用方法の詳細。

標準および RFC

タイトル標準/RFC

——

MIB

MIB のリンク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

本リリースでサポートするすべてのMIB
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シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
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、CiscoNotificationService（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

変更内容リリース

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

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.

警告
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★削除★★削除★★削除★★削除★Waarschuwing

Voice over IP (VoIP) -palvelu ja hätäpuhelupalvelu eivät toimi, jos virta
katkeaa tai sen syötössä esiintyy häiriöitä.Kun virransyöttö on taas normaali,
sinun täytyymahdollisesti 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.

Varoitus

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.

Attention

Bei einem Stromausfall oder eingeschränkter Stromversorgung funktionieren
VoIP-Dienst und Notruf nicht.Sobald die Stromversorgung wieder hergestellt
ist, müssen Siemöglicherweise dieGeräte 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.

Warnung

★削除★★削除★★削除★★削除★Avvertenza

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.

Advarsel

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.

Aviso

★削除★★削除★★削除★Asegúrese de obtener el número de emergencia en
su país.

¡Advertencia!

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.

Varning!
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ステートメント 1071：警告の定義
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

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

警告

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

Waarschuwing

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

Varoitus
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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

Attention

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.

Warnung

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

Avvertenza

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

Advarsel

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

Aviso
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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

¡Advertencia!

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Denna varningssignal signalerar fara.Du befinner dig i en situation som kan leda
till personskada.Innan du utför arbete på någon utrustningmåste du varamedveten
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

Varning!
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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

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

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

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

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

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

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 331

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
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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

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

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

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

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

す

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
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