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PPPoE中継エージェントの制約事項
PPPoE中継エージェントは、ルーテッドインターフェイスではサポートされていません。

PPPoE中継エージェントに関する情報
アクセススイッチにイーサネット経由で接続されているエンドホストをサービスプロバイダー

BRASが区別するのを支援するために、PPPoE中継エージェント（PPPoEIA）が加入者とBRAS
の間に配置されます。アクセススイッチでは、PPPoE IAにより異なるユーザのイーサネット
フレームに適切にタグ付けすることでサブスクライバ回線識別が可能になります（タグには、

スイッチと VLANに接続された加入者など、特定の情報が含まれています）。PPPoE IAは、
ポート単位/VLAN単位ですべての PPPoE Active Discovery（PAD）メッセージを代行受信する
ことによって、ホストと BRAS間のミニセキュリティファイアウォールとして機能します。
これは、信頼できないポートから代行受信される PADメッセージの確認、ポート単位の PAD
メッセージレート制限の実行、PADメッセージに対するVSAタグの挿入および削除など、特
定のセキュリティ機能を提供します。

DSL Forum TR-101 [1]は、サービスプロバイダーのアクセススイッチで、加入者線に固有な
情報をPPPoEディスカバリパケットにタグ付けする方法を提供します。このメカニズムでは、
スイッチで回線固有の情報を追加するために PPPoEディスカバリパケットのベンダー固有属
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性（VSA）を使用することが指定されています。別の方法（スタックされた VLANタグを使
用した仮想パスおよび回線の再作成）でも加入者線識別（SLI）を行うことができますが、DSL
Forum 2004-071 [4]では、PPPoE中継エージェントメカニズムが推奨されます。これは、アク
セススイッチを管理するOSのシステムとBRAS間で、プロビジョニングコストが削減され、
調整が容易になることに言及しています。PPPoE中継エージェントは、サービスプロバイダー
の BRASが、アクセススイッチにイーサネットを通じて接続されているエンドホストを区別
するために役立ちます。

PPPoE IAの設定方法

スイッチ上での PPPoE IAのイネーブル化

デフォルトでは、PPPoE IAはグローバルにディセーブルです。（注）

スイッチの PPPoE IAをグローバルにイネーブルまたはディセーブルにするには、次の手順を
実行します。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。パ
スワードを入力します（要求された場

合）。

enable

例：

デバイス> 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：

ステップ 2

デバイス# config t

スイッチで PPPoE IAをグローバルにイ
ネーブルにします。

pppoe intermediate-agent

例：

ステップ 3

デバイス(config)# pppoe
intermediate-agent

スイッチ上での PPPoE IAのアクセスノード IDの設定
スイッチのアクセスノード識別子を設定するには、次の手順を実行します。

デフォルトでは、アクセスノード IDは設定されていません。（注）
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手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。パ
スワードを入力します（要求された場

合）。

enable

例：

デバイス> 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：

ステップ 2

デバイス# config terminal

アクセスノード識別子を設定します。pppoe intermediate-agent format-type
access-node-id string word

ステップ 3

• access-node-identifier string word：
アクセスノード識別子の ASCII文
字列リテラル値。

例：

デバイス(config)# pppoe
intermediate-agent format-type
access-node-id string abcd

スイッチ上でのPPPoE IAの識別ストリング、オプション、デリミタの
設定

この機能は、システムによるデフォルトの回線 IDの自動生成を上書きします。

使用可能なオプションは、sp、sv、pvおよび spvを示すスロットです（それぞれ、ポート、ス
ロット VLAN、ポート VLAN、およびスロットポート VLANの組み合わせ）。有効なデリミ
タは # . , ; /スペースです。

WORD、オプション、およびデリミタを指定しないこのコマンドの no形式では、回線 IDのデ
フォルトの自動生成に戻ります。

このコマンドは、pppoe intermediate-agent format-type circuit-idでインターフェイスごとまた
は VLANごとに明示的に設定された回線 IDには影響しません。

次の手順に従い、「:」で区切られるオプションの spvで識別子文字列 wordを設定します。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。パ
スワードを入力します（要求された場

合）。

enable

例：

デバイス> 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：

ステップ 2

デバイス# config t
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目的コマンドまたはアクション

識別子文字列を設定します。pppoe intermediate-agent format-type
identifier-string stringwordoption {sp | sv
| pv | spv} delimiter {, | . | ; | / | #}

ステップ 3

• option {sp | sv | pv | spv} – sp = slot +
port, sv = slot + vlan, pv = port + vlan,
spv = slot +port+vlan例：

デバイス(config)# pppoe
intermediate-agent format-type • delimiter {, | . | ; | / | #}：「オプショ

ン」の slot/port/vlan部分間のデリミ
タ。

identifier-string string word
option spv delimiter :

スイッチ上での PPPoE IAの汎用エラーメッセージの設定
次の手順に従い、Packet_length > 1484の汎用メッセージを設定します。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。パ
スワードを入力します（要求された場

合）。

enable

例：

デバイス> 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：

ステップ 2

デバイス# config terminal

一般的なエラーメッセージを設定しま

す。

pppoe intermediate-agentformat-type
generic-error-message stringstring

例：

ステップ 3

• generic-error-message string string：汎
用エラーメッセージの ASCII文字
列リテラル値。

デバイス(config)# pppoe
intermediate-agent format-type
generic-error-message string
packet_length>1484

インターフェイスでの PPPoE IAのイネーブル化
FastEthernet 3/1で PPPoE IAをイネーブルにするには、次の手順に従います。
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始める前に

インターフェイス上で PPPoE IAをイネーブルにしても、着信パケットがタグ付けされないこ
とがあります。タグ付けするために、PPPoEIAはグローバルにイネーブルにする必要があり、
PPPoEサーバにスイッチを接続する少なくとも 1本のインターフェイスに、信頼できる PPPoE
IAの設定が必要です。詳細については、次の項を参照してください。

（注）

この機能は、インターフェイス上のPPPoEIA機能をイネーブルにします。pppoeintermediate-agent
コマンドが有効になるのは、PPPoE IA機能がこのコマンドを使用してグローバルにイネーブ
ルに設定されている場合だけです（IAのスタティックACLをアクティブにし、PPPoE IAのイ
ンターフェイス上で、そのインターフェイスで受信した PPPoEディスカバリパケットの処理
をアクティブにするには、グローバルにイネーブルにする必要があります）。

この設定は、フレームが属する VLANに関係なく、このインターフェイスを通過するすべて
のフレームに適用されます。デフォルトでは、PPPoE IA機能はすべてのインターフェイスで
ディセーブルです。この機能を必要とする各インターフェイスで、このコマンドを実行する必

要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。パ
スワードを入力します（要求された場

合）。

enable

例：

デバイス> 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：

ステップ 2

デバイス# config terminal

インターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードを開始して、物理インターフェ

イスを指定します。

interfaceinterface-id

例：

デバイス(config)interface FastEthernet
3/1

ステップ 3

インターフェイスで PPPoE IAをイネー
ブルにします。

pppoe intermediate-agent

例：

ステップ 4

デバイス(config-if)pppoe
intermediate-agent
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インターフェイス上の PPPoE IAの信頼設定

PPPoEサーバにスイッチを接続するインターフェイスは、trustedとして設定されています。ス
イッチをユーザ（PPPoEクライアント）に接続するインターフェイスは、untrustedです。

（注）

次の手順に従って、Fasteif Netインターフェイス 3/2を信頼できるものとして設定します。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。パ
スワードを入力します（要求された場

合）。

enable

例：

デバイス> 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：

ステップ 2

デバイス# config terminal

インターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードを開始して、物理インターフェ

イスを指定します。

interfaceinterface-id

例：

デバイス(config)interface FastEthernet
3/2

ステップ 3

インターフェイスの信頼設定を設定しま

す。

pppoe intermediate-agent trust

例：

ステップ 4

デバイス(config-if)pppoe
intermediate-agent trust

インターフェイスでのPPPoE中継エージェントのレート制限設定の指
定

レート制限のパラメータは、1秒あたりのパケット数です。着信パケットのレートがこの値を
超えると、ポートはシャットダウンされます。

（注）

次の手順に従って、インターフェースにレート制限を設定します。
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手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。パ
スワードを入力します（要求された場

合）。

enable

例：

デバイス> 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：

ステップ 2

デバイス# config terminal

インターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードを開始して、物理インターフェ

イスを指定します。

interfaceinterface-id

例：

デバイス(config)interface FastEthernet
3/1

ステップ 3

インターフェイスに着信するPPPoEディ
スカバリパケットのレートを制限しま

す。

pppoe intermediate-agent limit ratenumber

例：

デバイス(config-if)pppoe
intermediate-agent limit rate 30

ステップ 4

インターフェイス上の PPPoE IAベンダータグ除去の設定

通常、PPPoEサーバに接続されているインターフェイスで、ベンダータグの除去を設定しま
す。除去を設定した場合、（加入者および回線 ID情報を伝送する）VSAが着信パケットから
除去されます。このためには、PPPoE中継エージェントをイネーブルにして pppoe
intermediate-agent vendor-tag stripコマンドを有効にし、インターフェイスを trustに設定する必
要があります。コマンドは、独立では機能しません。

（注）

BRASは、PPPoE検出パケットからベンダー固有のタグを自動的に除去してから、それらをア
クセススイッチのダウンストリームを送信します。この機能を持たない古いBRASで動作する
には、アクセススイッチを BRASに接続するインターフェイスで pppoe Intermediate-Agent
Vendor-Tag Stripコマンドを使用します。

（注）

次の手順に従い、ベンダータグの除去をイネーブルにします。
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手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。パ
スワードを入力します（要求された場

合）。

enable

例：

デバイス> 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：

ステップ 2

デバイス# config terminal

インターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードを開始して、物理インターフェ

イスを指定します。

interfaceinterface-id

例：

デバイス(config)interface FastEthernet
3/2

ステップ 3

PPPoEサーバ（または BRAS）からの
PPPoEディスカバリパケットでベンダー
タグの除去をイネーブルにします。

pppoe intermediate-agent vendor-tag strip

例：

デバイス(config-if)pppoe
intermediate-agent vendor-tag strip

ステップ 4

インターフェイスでのPPPoE中継エージェントの回線 IDおよびリモー
ト IDの設定

[no] pppoe intermediate-agent format-type circuit-idコマンドは、インターフェイスの回線 ID
を設定し、スイッチによる回線 IDの自動生成をオーバーライドします。このコマンドを使用
しない場合、1つのデフォルトタグ（ユーザが接続している PPPoE上のイーサネット x/y:zな
ど）が、中継エージェントによって挿入されます。

[no] pppoe intermediate-agent format-type remote-idコマンドは、インターフェイスの回線 ID
を設定します。

この機能により、回線 IDまたはリモート IDがある物理インターフェイスで受信されるPADI、
PADRおよび PADTパケット（PPPoEディスカバリ段階に属する）に、タグが付けられます。
PPPoE IAが VLANでイネーブルになっていない場合、これはその VLANにかかわらず実行さ
れます。

加入者線識別には、回線 IDの代わりにリモート IDを使用する必要があります。デフォルトで
設定されていないため、PPPoE IAをイネーブルにした各インターフェイスでこの設定を行う
必要があります。リモート IDのデフォルト値は、（すべての物理インターフェイスで）スイッ
チのMACアドレスです。

次の手順に従って、回線 IDをルートとして設定し、リモート IDをgraniteとして設定します。

PPPoE中継エージェントの設定
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手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。パ
スワードを入力します（要求された場

合）。

enable

例：

デバイス> 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：

ステップ 2

デバイス# config terminal

インターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードを開始して、物理インターフェ

イスを指定します。

interfaceinterface-id

例：

デバイス(config)interface FastEthernet
3/1

ステップ 3

インターフェイスの回線 IDまたはリ
モート IDを設定します。

pppoe intermediate-agent format-type
{circuit-id | remote-id} stringstring

例：

ステップ 4

• circuit-id string string：回線 IDの
ASCII文字列のリテラル値。デバイス(config-if)pppoe

intermediate-agent format-type
circuit-id string root • remote-id string string：リモート ID

の ASCII文字列のリテラル値。

インターフェイス上の特定の VLANに対する PPPoE IAのイネーブル化

VLAN範囲モードの pppoe intermediate-agentコマンドは、インターフェイスモードの同じコ
マンドに依存しません。pppoe intermediate-agent コマンドは、インターフェイスモードのコ
マンドと関係なくイネーブルになります。このためには、PPPoE IAをグローバルにイネーブ
ルにして、少なくとも 1つのインターフェイスを PPPoEサーバに接続する必要があります。

（注）

特定の VLANで PPPoE IAをイネーブルにするには、次の手順を実行します。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。パ
スワードを入力します（要求された場

合）。

enable

例：

デバイス> enable

ステップ 1

PPPoE中継エージェントの設定
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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：

ステップ 2

デバイス# config terminal

インターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードを開始して、物理インターフェ

イスを指定します。

interfaceinterface-id

例：

デバイス(config)interface FastEthernet
3/1

ステップ 3

VLAN範囲モードを開始します。vlan-range {vlan-id |vlan-list|vlan-range}

例：

ステップ 4

デバイス(config-if)vlan-range 5

指定されたインターフェイスで PPPoE
IAをイネーブルにします。

pppoe intermediate-agent

例：

ステップ 5

デバイス(config-if-vlan-range)pppoe
intermediate-agent

インターフェイス上の VLANに対する PPPoE IAの回線 IDおよびリモー
ト IDの設定

PPPoE IAがグローバルにイネーブルで、vlan-rangeモードである場合にだけ、vlan-rangeモー
ドで circuit-idと remote-idの設定が有効です。

（注）

vlan-rangeモードコマンドは、構文で指定する値によって、特定の VLAN、複数の VLAN、ま
たは VLANの範囲で PPPoE IAを設定します。

（注）

この項のインターフェイス上の特定の VLANに対する回線 IDおよびリモート IDを設定しま
す。コマンドは、この物理インターフェイスに指定された回線 IDとリモート IDを上書きし、
スイッチは、この VLANで受信したパケットのタグ付けにWORD値を使用します。このパラ
メータは、デフォルトでは設定されていません。

remote-idのデフォルト値は、（すべてのVLANで）スイッチのMACアドレスです。加入者固
有の情報を符号化するために、このパラメータを設定します。

次の手順に従い、回線 IDとリモート IDを設定します。

PPPoE中継エージェントの設定
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手順

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

ンモードを開始して、物理インターフェ

イスを指定します。

interfaceinterface-id

例：

デバイス(config)# int g3/7

ステップ 1

VLAN範囲モードを開始します。vlan-rangevlan-range

例：

ステップ 2

デバイス(config-if)# vlan-range5

指定されたインターフェイスで PPPoE
IAをイネーブルにします。

pppoe intermediate-agent

例：

ステップ 3

デバイス(config-if)# pppoe
intermediate-agent

インターフェイスの回線 IDまたはリ
モート IDを設定します。

pppoe intermediate-agent format-type
{circuit-id | remote-id} stringstring

例：

ステップ 4

• circuit-id string string：回線 IDの
ASCII文字列のリテラル値。デバイス(config-if)pppoe

intermediate-agent format-type
circuit-id string root • remote-id string string：リモート ID

の ASCII文字列のリテラル値。

PPPoE IAの設定例

例：スイッチ上での PPPoE中継エージェントのイネーブル化
次の例では、スイッチ上で PPPoE IAをグローバルにイネーブルまたはディセーブルにする方
法を示します。

デバイス> enable
デバイス# configure terminal

デバイス(config)# pppoe intermediate-agent

例：スイッチ上での PPPoE IAのアクセスノード IDの設定
次に、abcdのアクセスノード IDを設定する例を示します。

デバイス> enable
デバイス# configure terminal

デバイス(config)#pppoe intermediate-agent format-type access-node-id string abcd

PPPoE中継エージェントの設定
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例：スイッチ上でのPPPoE IAの識別ストリング、オプション、デリミ
タの設定

「:」で区切られるオプションの spvで IDストリング wordを設定する例を示します。

デバイス> enable
デバイス# configure terminal

デバイス(config)#pppoe intermediate-agent format-type
identifier-string string word
option spv delimiter :

例：スイッチ上での PPPoE IAの汎用エラーメッセージの設定
次に、packet_length>1484の汎用メッセージを設定する例を示します。

デバイス> enable
デバイス# configure terminal

デバイス(config)#pppoe intermediate-agent format-type generic-error-message string
packet_length>1484

例：インターフェイスでの PPPoE IAのイネーブル化
次の例では、FastEthernet 3/1で PPPoE IAをイネーブルにする方法を示します。

デバイス> enable
デバイス# configure terminal

デバイス(config) interface FastEthernet 3/1

デバイス(config-if)pppoe intermediate-agent

例：インターフェイスでの PPPoE中継エージェントの信頼設定
次に、FastEthernetインターフェイス 3/2を trustedに設定する例を示します。

デバイス> enable
デバイス# configure terminal

デバイス(config)interface FastEthernet 3/2

デバイス(config-if)pppoe intermediate-agent trust

例：インターフェイスでのPPPoE中継エージェントのレート制限設定
の指定

次に、FastEthernet 3/1でレート制限を 30に設定する例を示します。

デバイス> enable
デバイス# configure terminal

デバイス(config) interface FastEthernet 3/1

デバイス(config-if)pppoe intermediate-agent limit rate 30

PPPoE中継エージェントの設定
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例：インターフェイスでの PPPoE IAのベンダータグ除去の設定
次に、FastEthernet 3/2で除去をイネーブルにする例を示します。

デバイス> enable
デバイス# configure terminal

デバイス(config)interface FastEthernet 3/2

デバイス(config-if)pppoe intermediate-agent vendor-tag strip

例：インターフェイスでの PPPoE IAの回線 IDおよびリモート IDの設
定

次に、回線 IDを rootとして、リモート IDを graniteとして設定する例を示します。

デバイス> enable
デバイス# configure terminal

デバイス(config) interface FastEthernet 3/1

デバイス(config-if)pppoe intermediate-agent format-type circuit-id string root

デバイス(config-if)pppoe intermediate-agent format-type remote-id string granite

例：インターフェイスでの特定の VLANに対する PPPoE IAのイネーブ
ル化

次に、特定の VLANで PPPoE IAをイネーブルにする例を示します。
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface FastEthernet 3/1
Switch(config-if)# vlan-range 5
Switch(config-if-vlan-range)# pppoe intermediate-agent

次に、カンマ区切り VLANリストで PPPoE IAをイネーブルにする例を示します。
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface FastEthernet 3/1
Switch(config-if)# vlan-range 5,6
Switch(config-if-vlan-range)# pppoe intermediate-agent

次に、「x-y」などの VLAN範囲で PPPoE IAをイネーブルにする例を示します。
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface FastEthernet 3/1
Switch(config-if)# vlan-range 5-9
Switch(config-if-vlan-range)# pppoe intermediate-agent

例：インターフェイスでの VLANに対する PPPoE IAの回線 IDおよびリ
モート IDの設定

次に、インターフェイス g3/7で、circuit-idを AA、remote-idを cccに設定する例を示します。
Switch(config)# int g3/7
Switch(config-if)# vlan-range 5
Switch(config-if)# pppoe intermediate-agent

PPPoE中継エージェントの設定
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Switch(config-if-vlan-range)# pppoe intermediate-agent format-type circuit-id string aaa
Switch(config-if-vlan-range)# pppoe intermediate-agent format-type remote-id string ccc

設定パラメータの表示
show ppoe intermediate-agent [ info | statistics][interface{interface}コマンドは、PPPoE用に保存
されているさまざまな設定パラメータ、統計情報およびカウンタを表示します。

infoキーワードは、インターフェイスまたは（インターフェイスの）VLANで、PPPoE中継
エージェントをグローバルにイネーブルにすると表示されます。また、次のコマンドを使用す

ることにより、スイッチのアクセスノード IDおよび汎用エラーメッセージに加え、グローバ
ルに設定された識別子ストリングオプションとデリミタ値、グローバルサーキット IDおよび
リモート ID設定も示されます。
Switch(config)# pppoe intermediate-agent format-type ?
access-node-id Access Node Identifier
circuit-id Circuit Id
generic-error-message Generic Error Message
identifier-string Identifier String
remote-id Remote Id

infoキーワードでは、回線 ID、リモート ID、信頼とレート制限の設定、すべてのインターフェ
イスおよび関連するすべての VLANに対するベンダータグ除去の設定も表示されます。いず
れかのパラメータが設定されていない場合、これらの設定は表示されません。

statisticsオプションは、受信された PADI/PADR/PADTパケット数、すべてのインターフェイ
ス、およびこれらのインターフェイスに関連するすべての VLANで最後のパケットが受信さ
れた時刻を表示します,

interfaceを指定した場合は、該当する物理インターフェイスおよび関連する VLANだけに適
用される情報または統計情報が表示されます。

PPoE IAはPVLANでサポートされますが、PVLANの関連付け（プライマリおよびセカンダリ
VLANマッピング）情報が表示されないことに注意してください。

show pppoe intermediate-agent info、show pppoe intermediate-agent info interface g3/7、または
show pppoe intermediate-agent statisticsなどの PPPoE IA表示コマンドは、プライベートVLAN
の関連付け (プライマリおよびセカンダリ VLANマッピング)に関する情報を提供しません。

ただし、プライベート VLANまたは標準 VLANのいずれであるかにかかわらず、次の例に示
すように、VLANに関する情報が提供されます。
Switch# show pppoe intermediate-agent info

Switch PPPOE Intermediate-Agent is enabled
PPPOE Intermediate-Agent trust/rate is configured on the following Interfaces:

Interface IA Trusted Vsa Strip Rate limit (pps)
----------------------- -------- ------- --------- ----------------
GigabitEthernet3/4 no yes yes unlimited PPPOE
Intermediate-Agent is
configured on following VLANs:
2-3
GigabitEthernet3/7 no no no unlimited OE
Intermediate-Agent is
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configured on following VLANs:
-3

Switch# show pppoe intermediate-agent info interface g3/7
Interface IA Trusted Vsa Strip Rate limit (pps)
----------------------- -------- ------- --------- ----------------
GigabitEthernet3/7 yes no no unlimited oE
Intermediate-Agent is
configured on following VLANs:
-3

Switch# show pppoe intermediate-agent statistics
PPPOE IA Per-Port Statistics
---- -----------------

Interface : GigabitEthernet3/7 Packets received
All = 0
PADI = 0 PADO = 0
PADR = 0 PADS = 0
PADT = 0
Packets dropped:
Rate-limit exceeded = 0
Server responses from untrusted ports = 0
Client requests towards untrusted ports = 0
Malformed PPPoE Discovery packets = 0

すべてのVLANインターフェイスで PPPoE IA機能が有効になっており、PADパケットカウン
タの値がゼロ以外の場合、次の統計情報が表示されます。

switch# sh run int gi2/0/1
Building configuration...
Current configuration : 135 bytes
!
interface GigabitEthernet2/0/1
switchport mode trunk
pppoe intermediate-agent
vlan-range 200-201
pppoe intermediate-agent
end

Switch# show pppoe intermediate-agent statistics interface gi2/0/3
Interface: GigabitEthernet2/0/3
Packets received
All = 0
PADI = 0 PADO = 0
PADR = 0 PADS = 0
PADT = 0
Packets dropped:
Rate-limit exceeded = 0
Server responses from untrusted ports = 0
Client requests towards untrusted ports = 0
Malformed PPPoE Discovery packets = 0

Switch# show pppoe intermediate-agent statistics interface gi2/0/3
Interface: GigabitEthernet2/0/1
Packets received
All = 50
PADI = 20 PADO = 0
PADR = 20 PADS = 0
PADT = 10
Packets dropped: Rate-limit exceeded = 0
Server responses from untrusted ports = 0
Client requests towards untrusted ports = 0

PPPoE中継エージェントの設定
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Malformed PPPoE Discovery packets = 0
Vlan 200: Packets received PADI = 2 PADO = 0 PADR = 2 PADS = 0 PADT = 1
Vlan 201: Packets received PADI = 2 PADO = 0 PADR = 2 PADS = 0 PADT = 1

パケットカウンタのクリア
ここでは、すべてのインターフェイスでパケットカウンタをクリアする方法について説明しま

す（ポート単位およびポート単位/VLAN単位）。

次に、この方法の例を示します。

Switch# clear pppoe intermediate-agent statistics
Issuing of the above command clears the counters for all PPPoE discovery packets
(PADI,PADO,PADR,PADS,PADT) received on DUT.

PPPoE中継エージェントのデバッグ
debug pppoe intermediate-agent [packet | event | all] コマンドは、デバッグに役立つ PPPoE情報
を表示できます。このコマンドは、デフォルトでディセーブルになっています。

このコマンドのpacketオプションは、ソフトウェアで受信されたパケットの内容（イーサネッ
トフレームの送信元および宛先MACアドレス、PPPoEディスカバリパケットのコード、バー
ジョンおよびタイプ、存在するタグのリスト）を表示します。

このコマンドのeventオプションは、重要なメッセージ（設定した制限を超えるレートでPPPoE
ディスカバリパケットが着信したために、インターフェイスの状態が errdisableに変化したこ
と）をエコーします。これは、debug pppoe intermediate-agent eventコマンドによって表示さ
れる唯一のイベントです。

allオプションは、パッケージとイベントの両方のオプションをイネーブルにします。

次に、packetオプションを付けて debugコマンドを入力する例を示します。
Switch# debug pppoe intermediate-agent packet
PPPOE IA Packet debugging is on
*Sep 2 06:12:56.133: PPPOE_IA: Process new PPPoE packet, Message type: PADI, input
interface:
Gi3/7, vlan : 2 MAC da: ffff.ffff.ffff, MAC sa: aabb.cc00.0000
*Sep 2 06:12:56.137: PPPOE_IA: received new PPPOE packet from inputinterface
(GigabitEthernet3/4)
*Sep 2 06:12:56.137: PPPOE_IA: received new PPPOE packet from inputinterface
(GigabitEthernet3/8)
*Sep 2 06:12:56.137: PPPOE_IA: Process new PPPoE packet, Message type: PADO, input
interface:
Gi3/4, vlan : 2 MAC da: aabb.cc00.0000, MAC sa: 001d.e64c.6512
*Sep 2 06:12:56.137: PPPOE_IA: Process new PPPoE packet, Message type: PADO, input
interface:
Gi3/8, vlan : 2 MAC da: aabb.cc00.0000, MAC sa: aabb.cc80.0000
*Sep 2 06:12:56.137: PPPOE_IA: received new PPPOE packet from inputinterface
(GigabitEthernet3/7)
*Sep 2 06:12:56.137: PPPOE_IA: Process new PPPoE packet, Message type: PADR, input
interface:
Gi3/7, vlan : 2 MAC da: 001d.e64c.6512, MAC sa: aabb.cc00.0000
*Sep 2 06:12:56.145: PPPOE_IA: received new PPPOE packet from inputinterface
(GigabitEthernet3/4)
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*Sep 2 06:12:56.145: PPPOE_IA: Process new PPPoE packet, Message type: PAD ut
interface:
Gi3/4, vlan : 2 MAC da: aabb.cc00.0000, MAC sa: 001d.e64c.6512

次に、eventオプションを付けて debugコマンドを入力する例を示します。
Switch# PPPOE I
*Jul 30 19:00:10.254: %PPPOE_IA-4-PPPOE_IA_ERRDISABLE_WARNING: PPPOE IA received 5 PPPOE
packets on interface Gi3/7
*Jul 30 19:00:10.254: %PPPOE_IA-4-PPPOE_IA_RATE_LIMIT_EXCEEDED: The interface Gi3/7 is
receiving more than the threshold set
*Jul 30 19:00:10.394: %PM-4-ERR_DISABLE: detected on
Gi3/7, putting Gi3/7 in err-disable stat

トラブルシューティングのヒント
radius-server attribute 31 remote-idグローバルコンフィギュレーションコマンドが BRASの
PPPoEエージェントリモート IDタグおよび DSL回線特性機能に追加されると、debug radius
特権EXECコマンドを使用して、ディスカバリフレームを受信する着信アクセスインターフェ
イスに関する情報と、確立されているセッションに関する情報が PPPoE拡張 NAS-Port形式
（format d）で含まれるレポートを生成できます。

PPPoE中継エージェントの設定の機能情報
表 1 : PPPoE中継エージェントの設定の機能情報

機能情報リリース機能名

サブスクライバとブロードバンドリモートアクセスサー

バ（BRAS）の間に配置される Point-to-point protocol on
Ethernet中継エージェント（PPPoE IA）をサポートしてい
ます。PPPoE IAは、サービスプロバイダーのBRASが、
アクセススイッチにイーサネットを通じて接続されてい

るエンドホストを区別するために役立ちます。

Cisco IOS XE
15.2(6)E2

PPPoE中継エー
ジェント
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