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機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートさ

れているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォーム

およびソフトウェアリリースの Bug Search Toolおよびリリースノートを参照してください。
このモジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリース

のリストを確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を

検索するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorには、
http://www.cisco.com/go/cfnからアクセスします。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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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。

スイッチスタックは、ネットワーク内のそれ以外のルータに対して、単一のルータとして動作

し、認識されます。スタティックルーティングなどの基本的なルーティング機能は、IPLite IP
Baseフィーチャセットおよび IP Servicesフィーチャセットの両方

IPv4トラフィックに加えて、スイッチまたはスイッチスタックが IPベースまたは IPサービス
フィーチャセットを実行している場合IPバージョン 6（IPv6）ユニキャストルーティングを
イネーブルにし、IPv6トラフィックを転送するようにインターフェイスを設定できます。

（注）

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。

図 1 :ルーティングトポロジの例

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。

VLAN 10内のホスト Aが VLAN 10内のホスト Bと通信する場合、ホスト Aはホスト B宛に
アドレス指定されたパケットを送信します。スイッチAはパケットをルータに送信せず、ホス
ト Bに直接転送します。

ホスト Aから VLAN 20内のホスト Cにパケットを送信する場合、スイッチ Aはパケットを
ルータに転送し、ルータは VLAN 10インターフェイスでトラフィックを受信します。ルータ
はルーティングテーブルを調べて正しい発信インターフェイスを判別し、VLAN 20インター
フェイスを経由してパケットをスイッチ Bに送信します。スイッチ Bはパケットを受信し、
ホスト Cに転送します。
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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

•ルーティングプロトコルによるルートの動的な計算

デフォルトルーティングとは、宛先がルータにとって不明であるトラフィックをデフォルトの

出口または宛先に送信することです。

スタティックユニキャストルーティングの場合、パケットは事前に設定されたポートから単

一のパスを通り、ネットワークの内部または外部に転送されます。スタティックルーティング

は安全で、帯域幅をほとんど使用しません。ただし、リンク障害などのネットワークの変更に

は自動的に対応しないため、パケットが宛先に到達しないことがあります。ネットワークが拡

大するにつれ、スタティックルーティングの設定は煩雑になります。

LANベースフィーチャセットを実行しているスイッチは、管理インターフェイスで使用する
デフォルトルートに加えて、ユーザが設定した 16のスタティックルートをサポートしていま
す。LANベースイメージは、SVIでのみスタティックルーティングをサポートしています。

ルータでは、トラフィックを転送する最適ルートを動的に計算するため、ダイナミックルー

ティングプロトコルが使用されます。ダイナミックルーティングプロトコルには次の 2つの
タイプがあります。

•ディスタンスベクトルプロトコルを使用するルータでは、ネットワークリソースの距離
の値を使用してルーティングテーブルを保持し、これらのテーブルをネイバーに定期的に

渡します。ディスタンスベクトルプロトコルは1つまたは複数のメトリックを使用し、最
適なルートを計算します。これらのプロトコルは、簡単に設定、使用できます。

•リンクステートプロトコルを使用するルータでは、ルータ間のリンクステートアドバタ
イズメント（LSA）の交換に基づき、ネットワークトポロジに関する複雑なデータベース
を保持します。LSAはネットワークのイベントによって起動され、コンバージェンス時
間、またはこれらの変更への対応時間を短縮します。リンクステートプロトコルはトポロ

ジの変更にすばやく対応しますが、ディスタンスベクトルプロトコルよりも多くの帯域幅

およびリソースが必要になります。

スイッチでサポートされているディスタンスベクトルプロトコルは、ルーティング情報プロト

コル（RIP）です。RIPは最適パスを決定するために単一の距離メトリック（コスト）を使用
します。また、従来の Interior Gateway Routing Protocol（IGRP）にリンクステートルーティン
グ機能の一部を追加して効率化を図った Open Shortest Path First（OSPF）リンクステートプロ
トコルもサポートされています。

IPルーティングおよびスイッチスタック
スタックのスイッチがルーティングピアに接続されているかどうかに関係なく、スイッチス

タックはネットワークからは単一のスイッチとして認識されます。
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アクティブスイッチにより、次の機能が実行されます。

•ルーティングプロトコルを初期化し、設定します。

•ルーティングプロトコルメッセージおよびアップデートを他のルータに送信します。

•ピアルータから受信したルーティングプロトコルメッセージおよびアップデートを処理
します。

• distributed Cisco Express Forwarding（dCEF）データベースを生成および維持し、すべての
スタックメンバーに配信します。このデータベースに基づいて、スタック内のすべてのス

イッチにルートがプログラミングされます。

•アクティブスイッチのMACアドレスはスタック全体のルータMACアドレスとして使用
され、すべての外部デバイスはこのアドレスを使用して IPパケットをスタックに送信し
ます。

•ソフトウェア転送またはソフトウェア処理を必要とするすべての IPパケットは、アクティ
ブスイッチの CPUを通ります。

スタックメンバーは、次に示す機能を実行します。

•ルーティングスタンバイスイッチとして機能します。アクティブスイッチに障害が発生
し、新規アクティブスイッチとして選択された場合に、処理を引き継ぐことができます。

•ルートをハードウェアにプログラムします。

アクティブスイッチに障害が発生すると、スタックはアクティブスイッチがダウンしている

ことを検出し、スタックメンバの 1つを新規アクティブスイッチとして選択します。この期
間中に、ハードウェアは一時的な中断を除き、アクティブなプロトコルがない状態でパケット

の転送を継続します。

ただし、スイッチスタックが障害のあとハードウェア IDを維持していても、アクティブス
イッチの再起動前の短い中断の間にルータネイバーのルーティングプロトコルがフラップす

ることがあります。OSPFや EIGRPなどのルーティングプロトコルは、ネイバーの移行を認
識する必要があります。

新規アクティブスイッチは、選択されたときに次の機能を実行します。

•ルーティングアップデートの生成、受信、および処理を開始します。

•ルーティングテーブルを構築し、CEFデータベースを生成して、スタックメンバーに配
信します。

•ルータMACアドレスとして自身のMACアドレスを使用します。新規MACアドレスの
ネットワークピアに通知するために、新規ルータMACアドレスを使用して余分の ARP
応答を定期的に（5分間の間、数秒おきに）送信します。
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固定MACアドレス機能をスタックに設定していて、アクティブ
スイッチに変更があった場合、設定された時間スタックMACア
ドレスは変更されません。この期間に前のアクティブスイッチが

メンバスイッチとしてスタックに再加入する場合、スタックMAC
アドレスは前のアクティブスイッチのMACアドレスのままにな
ります。

（注）

• ARP要求をプロキシ ARP IPアドレスに送信し、ARP応答を受信して、各プロキシ ARP
エントリの到達可能性を判別しようとします。到達可能なプロキシ ARP IPアドレスごと
に、新規ルータMACアドレスを使用して gratuitous ARP応答を生成します。このプロセ
スは、新規アクティブスイッチが選択されたあと、5分間繰り返されます。

スイッチスタックを複数のスタックに分割すると、ネットワーク

が適切に動作しなくなる場合があります。

注意

スイッチがリロードされると、、そのスイッチのポートがすべてダウンし、ルーティングに関

わるインターフェイスにトラフィックの損失が発生します。

クラスレスルーティング

ルーティングを行うように設定されたデバイスで、クラスレスルーティング動作はデフォルト

でイネーブルとなっています。クラスレスルーティングがイネーブルの場合、デフォルトルー

トがないネットワークのサブネット宛てパケットをルータが受信すると、ルータは最適なスー

パーネットルートにパケットを転送します。スーパーネットは、単一の大規模アドレス空間を

シミュレートするために使用されるクラス Cアドレス空間の連続ブロックで構成されていま
す。スーパーネットは、クラス Bアドレス空間の急速な枯渇を回避するために設計されまし
た。

図では、クラスレスルーティングがイネーブルとなっています。ホストがパケットを128.20.4.1
に送信すると、ルータはパケットを廃棄せずに、最適なスーパーネットルートに転送します。

クラスレスルーティングがディセーブルの場合、デフォルトルートがないネットワークのサ

ブネット宛てパケットを受信したルータは、パケットを廃棄します。
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図 2 : IPクラスレスルーティングがイネーブルの場合

図では、ネットワーク 128.20.0.0のルータはサブネット 128.20.1.0、128.20.2.0、128.20.3.0に接
続されています。ホストがパケットを 128.20.4.1に送信した場合、ネットワークのデフォルト
ルートが存在しないため、ルータはパケットを廃棄します。

図 3 : IPクラスレスルーティングがディセーブルの場合

デバイスが認識されないサブネット宛てのパケットを最適なスーパーネットルートに転送しな

いようにするには、クラスレスルーティング動作をディセーブルにします。

アドレス解決

インターフェイス固有の IP処理方法を制御するには、アドレス解決を行います。IPを使用す
るデバイスには、ローカルセグメントまたはLAN上のデバイスを一意に定義するローカルア
ドレス（MACアドレス）と、デバイスが属するネットワークを特定するネットワークアドレ
スがあります。
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スイッチスタックでは、スタックの単一のMACアドレスおよび IPアドレスを使用して、ネッ
トワーク通信を行います。

（注）

ローカルアドレス（MACアドレス）は、パケットヘッダーのデータリンク層（レイヤ 2）セ
クションに格納されて、データリンク（レイヤ2）デバイスによって読み取られるため、デー
タリンクアドレスと呼ばれます。ソフトウェアがイーサネット上のデバイスと通信するには、

デバイスのMACアドレスを学習する必要があります。IPアドレスからMACアドレスを学習
するプロセスを、アドレス解決と呼びます。MACアドレスから IPアドレスを学習するプロセ
スを、逆アドレス解決と呼びます。

デバイスでは、次の形式のアドレス解決を行うことができます。

• ARP：IPアドレスをMACアドレスと関連付けるために使用されます。ARPは IPアドレ
スを入力と解釈し、対応するMACアドレスを学習します。次に、IPアドレス/MACアド
レスアソシエーションを ARPキャッシュにストアし、すぐに取り出せるようにします。
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要求や応答については、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。

•プロキシ ARP：ルーティングテーブルを持たないホストで、他のネットワークまたはサ
ブネット上のホストのMACアドレスを学習できるようにします。デバイス（ルータ）が
送信元と異なるインターフェイス上のホストに宛てたARP要求を受信した場合、そのルー
タに他のインターフェイスを経由してそのホストに至るすべてのルートが格納されていれ

ば、ルータは自身のローカルデータリンクアドレスを示すプロキシARPパケットを生成
します。ARP要求を送信したホストはルータにパケットを送信し、ルータはパケットを目
的のホストに転送します。

デバイスでは、ARPと同様の機能（ローカルMACアドレスでなく IPアドレスを要求する点
を除く）を持つReverseAddressResolution Protocol（RARP）を使用することもできます。RARP
を使用するには、ルータインターフェイスと同じネットワークセグメント上に RARPサーバ
を設置する必要があります。サーバを識別するには、ip rarp-server addressインターフェイス
コンフィギュレーションコマンドを使用します。

RARPの詳細については、『Cisco IOS Configuration Fundamentals Configuration Guide』を参照
してください。

『Proxy ARP』
プロキシ ARPは、他のルートを学習する場合の最も一般的な方法です。プロキシ ARPを使用
すると、ルーティング情報を持たないイーサネットホストと、他のネットワークまたはサブ

ネット上のホストとの通信が可能になります。このホストでは、すべてのホストが同じローカ

ルイーサネット上にあり、ARPを使用してMACアドレスを学習すると想定されています。デ
バイスが送信元と異なるネットワーク上にあるホストに宛てた ARP要求を受信した場合、デ
バイスはそのホストへの最適なルートがあるかどうかを調べます。最適なルートがある場合、
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スイッチはデバイス自身のイーサネットMACアドレスが格納されたARP応答パケットを送信
します。要求の送信元ホストはパケットをスイッチに送信し、スイッチは目的のホストにパ

ケットを転送します。プロキシ ARPは、すべてのネットワークをローカルな場合と同様に処
理し、IPアドレスごとに ARP処理を実行します。

ICMP Router Discovery Protocol
ルータディスカバリを使用すると、デバイスは ICMPRouterDiscovery Protocol（IRDP）を使用
し、他のネットワークへのルートを動的に学習します。ホストは IRDPを使用し、ルータを特
定します。クライアントとして動作しているデバイスは、ルータディスカバリパケットを生

成します。ホストとして動作しているデバイスは、ルータディスカバリパケットを受信しま

す。デバイスは Routing Information Protocol（RIP）ルーティングのアップデートを受信し、こ
の情報を使用してルータの場所を推測することもできます。実際のところ、ルーティングデバ

イスによって送信されたルーティングテーブルは、デバイスにストアされません。どのシステ

ムがデータを送信しているのかが記録されるだけです。IRDPを使用する利点は、プライオリ
ティと、パケットが受信されなくなってからデバイスがダウンしていると見なされるまでの期

間の両方をルータごとに指定できることです。

検出された各デバイスは、デフォルトルータの候補となります。現在のデフォルトルータが

ダウンしたと宣言された場合、または再送信が多すぎて TCP接続がタイムアウトになりつつ
ある場合、プライオリティが上位のルータが検出されると、最も高いプライオリティを持つ新

しいルータが選択されます。

UDPブロードキャストパケットおよびプロトコル

ユーザデータグラムプロトコル（UDP）は IPのホスト間レイヤプロトコルで、TCPと同様で
す。UDPはオーバーヘッドが少ない、コネクションレスのセッションを 2つのエンドシステ
ム間に提供しますが、受信されたデータグラムの確認応答は行いません。場合に応じてネット

ワークホストは UDPブロードキャストを使用し、アドレス、コンフィギュレーション、名前
に関する情報を検索します。このようなホストが、サーバを含まないネットワークセグメント

上にある場合、通常 UDPブロードキャストは転送されません。この状況を改善するには、特
定のクラスのブロードキャストをヘルパーアドレスに転送するように、ルータのインターフェ

イスを設定します。インターフェイスごとに、複数のヘルパーアドレスを使用できます。

UDP宛先ポートを指定し、転送されるUDPサービスを制御できます。複数のUDPプロトコル
を指定することもできます。旧式のディスクレスSunワークステーションおよびネットワーク
セキュリティプロトコルSDNSで使用されるNetworkDisk（ND）プロトコルも指定できます。

ヘルパーアドレスがインターフェイスに定義されている場合、デフォルトでは UDPと NDの
両方の転送がイネーブルになっています。『Cisco IOS IP Command Reference, Volume 1 of 3:
Addressing and Services』の ip forward-protocolインターフェイスコンフィギュレーションコ
マンドの説明には、UDPポートを指定しない場合にデフォルトで転送されるポートがリストさ
れています。

IPユニキャストルーティングの設定
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ブロードキャストパケットの処理

IPインターフェイスアドレスを設定したあとで、ルーティングをイネーブルにしたり、1つま
たは複数のルーティングプロトコルを設定したり、ネットワークブロードキャストへのデバ

イスの応答方法を設定したりできます。ブロードキャストは、物理ネットワーク上のすべての

ホスト宛てのデータパケットです。デバイスでは、2種類のブロードキャストがサポートされ
ています。

•ダイレクトブロードキャストパケット：特定のネットワークまたは一連のネットワーク
に送信されます。ダイレクトブロードキャストアドレスには、ネットワークまたはサブ

ネットフィールドが含まれます。

•フラッディングブロードキャストパケット：すべてのネットワークに送信されます。

storm-controlインターフェイスコンフィギュレーションコマン
ドを使用して、トラフィック抑制レベルを設定し、レイヤ 2イン
ターフェイスでブロードキャスト、ユニキャスト、マルチキャス

トトラフィックを制限することもできます。

（注）

ルータはローカルケーブルまでの範囲を制限して、ブロードキャストストームを防ぎます。

ブリッジ（インテリジェントなブリッジを含む）はレイヤ 2デバイスであるため、ブロード
キャストはすべてのネットワークセグメントに転送され、ブロードキャストストームを伝播

します。ブロードキャストストーム問題を解決する最善の方法は、ネットワーク上で単一のブ

ロードキャストアドレス方式を使用することです。最新の IP実装機能ではほとんどの場合、
アドレスをブロードキャストアドレスとして使用するように設定できます。デバイスをはじ

め、多数の実装機能では、ブロードキャストメッセージを転送するためのアドレス方式が複数

サポートされています。

IPブロードキャストのフラッディング
IPブロードキャストをインターネットワーク全体に、制御可能な方法でフラッディングできる
ようにするには、ブリッジングSTPで作成されたデータベースを使用します。この機能を使用
すると、ループを回避することもできます。この機能を使用できるようにするには、フラッ

ディングが行われるインターフェイスごとにブリッジングを設定する必要があります。ブリッ

ジングが設定されていないインターフェイス上でも、ブロードキャストを受信できます。ただ

し、ブリッジングが設定されていないインターフェイスでは、受信したブロードキャストが転

送されません。また、異なるインターフェイスで受信されたブロードキャストを送信する場

合、このインターフェイスは使用されません。

IPヘルパーアドレスのメカニズムを使用して単一のネットワークアドレスに転送されるパケッ
トを、フラッディングできます。各ネットワークセグメントには、パケットのコピーが1つだ
け送信されます。

フラッディングを行う場合、パケットは次の条件を満たす必要があります（これらの条件は、

IPヘルパーアドレスを使用してパケットを転送するときの条件と同じです）。

IPユニキャストルーティングの設定
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•パケットはMACレベルのブロードキャストでなければなりません。

•パケットは IPレベルのブロードキャストでなければなりません。

•パケットは Trivial File Transfer Protocol（TFTP）、ドメインネームシステム（DNS）、
Time、NetBIOS、ND、または BOOTPパケット、または ip forward-protocol udp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 UDPでなければなりません。

•パケットの存続可能時間（TTL）値は 2以上でなければなりません。

フラッディングされた UDPデータグラムには、出力インターフェイスで ip broadcast-address
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指定された宛先アドレスが表示

されます。宛先アドレスを、任意のアドレスに設定できます。このため、データグラムがネッ

トワーク内に伝播されるにつれ、宛先アドレスが変更されることもあります。送信元アドレス

は変更されません。TTL値が減ります。

フラッディングされた UDPデータグラムがインターフェイスから送信されると（場合によっ
ては宛先アドレスが変更される）、データグラムは通常の IP出力ルーチンに渡されます。こ
のため、出力インターフェイスにアクセスリストがある場合、データグラムはその影響を受け

ます。

デバイスでは、パケットの大部分がハードウェアで転送され、デバイスの CPUを経由しませ
ん。CPUに送信されるパケットの場合は、ターボフラッディングを使用し、スパニングツリー
ベースの UDPフラッディングを約 4～ 5倍高速化します。この機能は、ARPカプセル化用に
設定されたイーサネットインターフェイスでサポートされています。

IPルーティングの設定方法
デバイス上で、IPルーティングはデフォルトでディセーブルとなっているため、ルーティング
を行う前に、IPルーティングをイネーブルにする必要があります。IPルーティングに関する
設定情報については、『Cisco IOS IP Configuration Guide』を参照してください。

次の手順では、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：no switchportインターフェイスコンフィギュレーションコマンドを
使用し、レイヤ 3ポートとして設定された物理ポートです。

•スイッチ仮想インターフェイス（SVI）：interface vlan vlan_idグローバルコンフィギュ
レーションコマンド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：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、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。詳

細については、『Layer 2 Configuration Guide』の「Configuring Layer 3 EtherChannels」の章
を参照してください。

IPユニキャストルーティングの設定
10

IPユニキャストルーティングの設定

IPルーティングの設定方法



スイッチは、ユニキャストルーテッドトラフィックのトンネル

インターフェイスをサポートしません。

（注）

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。

スイッチは、各ルーテッドポートおよび SVIに割り当てられた IPアドレスを持つことができ
ます。

（注）

ルーティングを設定するための主な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、デバイス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 Configuration Guide』の「Configuring VLANs」の章を参照
してください。

•レイヤ 3インターフェイスを設定します。

•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。

•選択したルーティングプロトコルをスイッチ上でイネーブルにします。

•ルーティングプロトコルパラメータを設定します（任意）。

IPアドレッシングの設定方法
IPルーティングを設定するには、レイヤ 3ネットワークインターフェイスに IPアドレスを割
り当ててインターフェイスをイネーブルにし、IPを使用するインターフェイスを経由してホス
トとの通信を許可する必要があります。次の項では、さまざまな IPアドレス指定機能の設定
方法について説明します。IPアドレスをインターフェイスに割り当てる手順は必須ですが、そ
の他の手順は任意です。

•アドレス指定のデフォルト設定

•ネットワークインターフェイスへの IPアドレスの割り当て

•アドレス解決方法の設定

• 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

•ブロードキャストパケットの処理方法の設定

• IPアドレスのモニタリングおよびメンテナンス

IPユニキャストルーティングの設定
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IPアドレス指定のデフォルト設定
表 1 :アドレス指定のデフォルト設定

デフォルト設定機能

未定義IPアドレス

ARPキャッシュに永続的なエントリはありま
せん

カプセル化：標準イーサネット形式の ARP

14400秒（4時間）

『ARP』

255.255.255.255（すべて 1）IPブロードキャストアドレス

イネーブルIPクラスレスルーティング

ディセーブルIPデフォルトゲートウェイ

ディセーブル（すべての IPダイレクトブロー
ドキャストがドロップされます）

IPダイレクトブロードキャスト

ドメインリスト：ドメイン名は未定義

ドメイン検索：イネーブル

ドメイン名：イネーブル

IPドメイン

ヘルパーアドレスが定義されているか、また

はユーザデータグラムプロトコル（UDP）フ
ラッディングが設定されている場合、デフォ

ルトポートではUDP転送がイネーブルとなり
ます

ローカルブロードキャスト：ディセーブル

スパニングツリープロトコル（STP）：ディ
セーブル

ターボフラッディング：ディセーブル

IP転送プロトコル

ディセーブルIPヘルパーアドレス

ディセーブルIPホスト

IPユニキャストルーティングの設定
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デフォルト設定機能

ディセーブル

イネーブルの場合のデフォルト：

•ブロードキャスト IRDPアドバタイズメン
ト

•アドバタイズメント間の最大インターバ
ル：600秒

•アドバタイズ間の最小インターバル：最
大インターバルの 0.75倍

•プリファレンス：0

ICMP Router Discovery Protocol（IRDP）

イネーブルIPプロキシ ARP

ディセーブルIPルーティング

ディセーブルIPサブネットゼロ

ネットワークインターフェイスへの IPアドレスの割り当て
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。

手順

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：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

グ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：

ステップ 2

Device# configure terminal

IPユニキャストルーティングの設定
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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：

Device(config)# interface gigabitethernet 1/0/1

ステップ 3

レイヤ 2コンフィギュレーションモードからイン
ターフェイスを削除します（物理インターフェイス

の場合）。

no switchport

例：

Device(config-if)# no switchport

ステップ 4

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：

ステップ 5

Device(config-if)# ip address 10.1.5.1
255.255.255.0

物理インターフェイスをイネーブルにします。no shutdown

例：

ステップ 6

Device(config-if)# no shutdown

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 7

Device(config)# end

入力を確認します。show ip route

例：

ステップ 8

Device# show ip route

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

例：

ステップ 9

Device# show ip interface gigabitethernet 1/0/1

入力を確認します。show running-config

例：

ステップ 10

Device# show running-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：

ステップ 11

IPユニキャストルーティングの設定
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目的コマンドまたはアクション

Device# copy running-config startup-config

サブネットゼロの使用

サブネットアドレスがゼロであるサブネットを作成しないでください。同じアドレスを持つ

ネットワークおよびサブネットがある場合に問題が発生することがあります。たとえば、ネッ

トワーク 131.108.0.0のサブネットが 255.255.255.0の場合、サブネットゼロは 131.108.0.0と記
述され、ネットワークアドレスと同じとなってしまいます。

すべてが 1のサブネット（131.108.255.0）は使用可能です。また、IPアドレス用にサブネット
スペース全体が必要な場合は、サブネットゼロの使用をイネーブルにできます（ただし推奨で

きません）。

デフォルトに戻して、サブネットゼロの使用をディセーブルにするには、no ip subnet-zeroグ
ロ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

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：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

グ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：

ステップ 2

Device# configure terminal

インターフェイスアドレスおよびルーティングの

アップデート時にサブネットゼロの使用をイネーブ

ルにします。

ip subnet-zero

例：

Device(config)# ip subnet-zero

ステップ 3

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 4

Device(config)# end

入力を確認します。show running-config

例：

ステップ 5

IPユニキャストルーティングの設定
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目的コマンドまたはアクション

Device# show running-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：

ステップ 6

Device# copy running-config startup-config

クラスレスルーティングのディセーブル化

デバイスが認識されないサブネット宛てのパケットを最適なスーパーネットルートに転送しな

いようにするには、クラスレスルーティング動作をディセーブルにします。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

グ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：

ステップ 2

Device# configure terminal

クラスレスルーティング動作をディセーブルにしま

す。

no ip classless

例：

ステップ 3

Device(config)#no ip classless

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 4

Device(config)# end

入力を確認します。show running-config

例：

ステップ 5

Device# show running-config

IPユニキャストルーティングの設定
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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：

ステップ 6

Device# copy running-config startup-config

アドレス解決方法の設定

アドレス解決を設定するために必要な作業は次のとおりです。

スタティック ARPキャッシュの定義

ARPおよび他のアドレス解決プロトコルを使用すると、IPアドレスとMACアドレス間をダイ
ナミックにマッピングできます。ほとんどのホストではダイナミックアドレス解決がサポート

されているため、通常の場合、スタティック ARPキャッシュエントリを指定する必要はあり
ません。スタティック ARPキャッシュエントリを定義する必要がある場合は、グローバルに
それを定義できます。グローバルに定義すると、IPアドレスをMACアドレスに変換するため
にデバイスが使用するARPキャッシュに永続的なエントリをインストールします。また、指定
された IPアドレスに属しているかのように、デバイスが ARP要求に応答するように指定する
こともできます。ARPエントリを永続的なエントリにしない場合は、ARPエントリのタイム
アウト期間を指定できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

グ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：

ステップ 2

Device# configure terminal

ARPキャッシュ内で IPアドレスをMAC（ハード
ウェア）アドレスに関連付け、次に示すカプセル化

タイプのいずれかを指定します。

arp ip-address hardware-address type

例：

Device(config)# ip 10.1.5.1 c2f3.220a.12f4 arpa

ステップ 3

• arpa：ARPカプセル化（イーサネットインター
フェイス用）

IPユニキャストルーティングの設定
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目的コマンドまたはアクション

• snap：SNAPカプセル化（トークンリングお
よび FDDIインターフェイス用）

• sap：HPの ARPタイプ

（任意）指定された IPアドレスがスイッチに属す
る場合と同じ方法で、スイッチが ARP要求に応答
するように指定します。

arp ip-address hardware-address type [alias]

例：

Device(config)# ip 10.1.5.3 d7f3.220d.12f5 arpa
alias

ステップ 4

インターフェイスコンフィギュレーションモード

を開始し、設定するインターフェイスを指定しま

す。

interface interface-id

例：

Device(config)# interface gigabitethernet 1/0/1

ステップ 5

（任意）ARPキャッシュエントリがキャッシュに
保持される期間を設定します。デフォルト値は

arp timeout seconds

例：

ステップ 6

14400秒（4時間）です。指定できる範囲は 0～
2147483秒です。Device(config-if)# arp 20000

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 7

Device(config)# end

すべてのインターフェイスまたは特定のインター

フェイスで使用される ARPのタイプおよびタイム
アウト値を確認します。

show interfaces [interface-id]

例：

Device# show interfaces gigabitethernet 1/0/1

ステップ 8

ARPキャッシュの内容を表示します。show arp

例：

ステップ 9

Device# show arp

ARPキャッシュの内容を表示します。show ip arp

例：

ステップ 10

Device# show ip arp

（任意）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：

ステップ 11

Device# copy running-config startup-config

IPユニキャストルーティングの設定
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ARPのカプセル化の設定

IPインターフェイスでは、イーサネット 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。ネットワークの必要性に応じて、カプセル化方法

を SNAPに変更できます。

カプセル化タイプをディセーブルにするには、no arp arpaまたは no arp snapインターフェイ
スコンフィギュレーションコマンドを使用します。

手順

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：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

グ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：

ステップ 2

Device# configure 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、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：

Device(config)# interface gigabitethernet 1/0/2

ステップ 3

ARPカプセル化方法を指定します。arp {arpa | snap}

例：

ステップ 4

• arpa：Address Resolution Protocol

Device(config-if)# arp arpa • snap：Subnetwork Address Protocol

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 5

Device(config)# end

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ARPカプセル化設定を確認します。
show interfaces [interface-id]

例：

ステップ 6

Device# show interfaces

（任意）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：

ステップ 7
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目的コマンドまたはアクション

Device# copy running-config startup-config

プロキシ ARPのイネーブル化

デフォルトでは、プロキシ ARPがデバイスで使用されます。ホストが他のネットワークまた
はサブネット上のホストのMACアドレスを学習できるようにするためです。

手順

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：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

グ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：

ステップ 2

Device# configure 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、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：

Device(config)# interface gigabitethernet 1/0/2

ステップ 3

インターフェイス上でプロキシARPをイネーブルに
します。

ip proxy-arp

例：

ステップ 4

Device(config-if)# ip proxy-arp

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 5

Device(config)# end

指定されたインターフェイスまたはすべてのイン

ターフェイスの設定を確認します。

show ip interface [interface-id]

例：

ステップ 6

Device# show ip interface gigabitethernet 1/0/2

IPユニキャストルーティングの設定
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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：

ステップ 7

Device# copy running-config startup-config

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、デバイスは 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。

•『Proxy ARP』

•デフォルトゲートウェイ

• ICMP Router Discovery Protocol（IRDP）

『Proxy ARP』

プロキシ ARPは、デフォルトでイネーブルに設定されています。ディセーブル化されたプロ
キシ ARPをイネーブルにするには、「プロキシ ARPのイネーブル化」の項を参照してくださ
い。プロキシ ARPは、他のルータでサポートされているかぎり有効です。

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。デバイ

ス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

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：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

グ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：

ステップ 2
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目的コマンドまたはアクション

Device# configure terminal

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：

ステップ 3

Device(config)# ip default gateway 10.1.5.1

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 4

Device(config)# end

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：

ステップ 5

Device# show ip redirects

（任意）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：

ステップ 6

Device# copy running-config startup-config

ICMP Router Discovery Protocol（IRDP）

インターフェイスで IRDPルーティングを行う場合は、インターフェイスで IRDP処理をイネー
ブルにしてください。IRDP処理をイネーブルにすると、デフォルトのパラメータが適用され
ます。

これらのパラメータを変更することもできます。maxadvertinterval値を変更すると、holdtime
値および minadvertinterval値も変更されます。最初に maxadvertinterval値を変更し、次に
holdtime値または minadvertinterval値のいずれかを手動で変更することが重要です。

手順

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：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

グ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：

ステップ 2
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目的コマンドまたはアクション

Device# configure 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、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：

Device(config)# interface gigabitethernet 1/0/1

ステップ 3

インターフェイスで IRDP処理をイネーブルにしま
す。

ip irdp

例：

ステップ 4

Device(config-if)# ip irdp

（任意）IPブロードキャストの代わりとして、マ
ルチキャストアドレス（224.0.0.1）に IRDPアドバ
タイズを送信します。

ip irdp multicast

例：

Device(config-if)# ip irdp multicast

ステップ 5

このコマンドを使用すると、IRDPパケッ
トをマルチキャストとして送信するサン

マイクロシステムズ社の Solarisとの互換
性を維持できます。実装機能の中には、

これらのマルチキャストを受信できない

ものも多くあります。このコマンドを使

用する前に、エンドホストがこの機能に

対応していることを確認してください。

（注）

（任意）アドバタイズが有効である IRDP期間を設
定します。デフォルト値は maxadvertinterval値の

ip irdp holdtime seconds

例：

ステップ 6

3倍です。maxadvertinterval値よりも大きな値
Device(config-if)# ip irdp holdtime 1000 （9000秒以下）を指定する必要があります。

maxadvertinterval値を変更すると、この値も変更
されます。

（任意）アドバタイズメントの IRDP最大間隔を設
定します。デフォルトは 600秒です。

ip irdp maxadvertinterval seconds

例：

ステップ 7

Device(config-if)# ip irdp maxadvertinterval 650

（任意）アドバタイズ間の IRDPの最小インターバ
ルを設定します。デフォルト値はmaxadvertinterval

ip irdp minadvertinterval seconds

例：

ステップ 8

値の0.75倍です。maxadvertintervalを変更すると、
Device(config-if)# ip irdp minadvertinterval 500 この値も新しいデフォルト値（maxadvertinterval

の 0.75倍）に変更されます。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）デバイスの IRDPプリファレンスレベル
を設定します。指定できる範囲は -231～231です。

ip irdp preference number

例：

ステップ 9

デフォルトは0です。大きな値を設定すると、ルー
タのプリファレンスレベルも高くなります。Device(config-if)# ip irdp preference 2

（任意）プロキシアドバタイズを行うための IRDP
アドレスとプリファレンスを設定します。

ip irdp address address [number]

例：

ステップ 10

Device(config-if)# ip irdp address 10.1.10.10

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 11

Device(config)# end

IRDP値を表示し、設定を確認します。show ip irdp

例：

ステップ 12

Device# show ip irdp

（任意）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：

ステップ 13

Device# copy running-config startup-config

ブロードキャストパケットの処理方法の設定

これらの方式をイネーブルにするには、次に示す作業を実行します。

•ダイレクトブロードキャストから物理ブロードキャストへの変換のイネーブル化

• UDPブロードキャストパケットおよびプロトコルの転送

• IPブロードキャストアドレスの確立

• IPブロードキャストのフラッディング

ダイレクトブロードキャストから物理ブロードキャストへの変換のイネーブル化

デフォルトでは、IPダイレクトブロードキャストがドロップされるため、転送されることは
ありません。IPダイレクトブロードキャストがドロップされると、ルータが DoS攻撃（サー
ビス拒絶攻撃）にさらされる危険が少なくなります。

IPユニキャストルーティングの設定
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ブロードキャストが物理（MACレイヤ）ブロードキャストになるインターフェイスでは、IP
ダイレクトブロードキャストの転送をイネーブルにできます。ip forward-protocolグローバル
コンフィギュレーションコマンドを使用し、設定されたプロトコルだけを転送できます。

転送するブロードキャストを制御するアクセスリストを指定できます。アクセスリストを指

定すると、アクセスリストで許可されている IPパケットだけが、ダイレクトブロードキャス
トから物理ブロードキャストに変換できるようになります。アクセスリストの詳細について

は、『Security Configuration Guide』の「Information about Network Security with ACLs」の項を参
照してください。

手順

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：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

グ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：

ステップ 2

Device# configure 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、設定するインターフェイスを指定しま

す。

interface interface-id

例：

Device(config)# interface gigabitethernet 1/0/2

ステップ 3

インターフェイス上で、ダイレクトブロードキャ

ストから物理ブロードキャストへの変換をイネーブ

ip directed-broadcast [access-list-number]

例：

ステップ 4

ルにします。転送するブロードキャストを制御する

Device(config-if)# ip directed-broadcast 103 アクセスリストを指定できます。アクセスリスト

を指定すると、アクセスリストで許可されている

IPパケットだけが変換可能になります。

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：

ステップ 5

Device(config-if)# exit

ブロードキャストパケットを転送するとき、ルー

タによって転送されるプロトコルおよびポートを指

定します。

ip forward-protocol {udp [port] | nd | sdns}

例：

Device(config)# ip forward-protocol nd

ステップ 6

• udp：UPDデータグラムを転送します。
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目的コマンドまたはアクション

port：（任意）転送される UDPサービスを制
御する宛先ポートです。

• nd：NDデータグラムを転送します。

• sdns：SDNSデータグラムを転送します。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 7

Device(config)# end

指定されたインターフェイスまたはすべてのイン

ターフェイスの設定を確認します。

show ip interface [interface-id]

例：

ステップ 8

Device# show ip interface

入力を確認します。show running-config

例：

ステップ 9

Device# show running-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：

ステップ 10

Device# copy running-config startup-config

UDPブロードキャストパケットおよびプロトコルの転送

UDPブロードキャストの転送を設定するときにUDPポートを指定しないと、ルータはBOOTP
フォワーディングエージェントとして動作するように設定されます。BOOTPパケットは
Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）情報を伝達します。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

IPユニキャストルーティングの設定
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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。

configureterminal

例：

ステップ 2

Device# configure 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、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：

Device(config)# interface gigabitethernet 1/0/1

ステップ 3

転送をイネーブルにし、BOOTPなどのUDPブロー
ドキャストパケットを転送するための宛先アドレ

スを指定します。

ip helper-address address

例：

Device(config-if)# ip helper address 10.1.10.1

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：

ステップ 5

Device(config-if)# exit

ブロードキャストパケットを転送するときに、ルー

タによって転送されるプロトコルを指定します。

ip forward-protocol {udp [port] | nd | sdns}

例：

ステップ 6

Device(config)# ip forward-protocol sdns

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 7

Device(config)# end

指定されたインターフェイスまたはすべてのイン

ターフェイスの設定を確認します。

show ip interface [interface-id]

例：

ステップ 8

Device# show ip interface gigabitethernet 1/0/1

入力を確認します。show running-config

例：

ステップ 9

Device# show running-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：

ステップ 10
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目的コマンドまたはアクション

Device# copy running-config startup-config

IPブロードキャストアドレスの確立

最も一般的な（デフォルトの）IPブロードキャストアドレスは、すべて 1で構成されている
アドレス（255.255.255.255）です。ただし、任意の形式の IPブロードキャストアドレスを生
成するようにデバイスを設定することもできます。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

グ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：

ステップ 2

Device# configure 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、設定するインターフェイスを指定しま

す。

interface interface-id

例：

Device(config)# interface gigabitethernet 1/0/1

ステップ 3

デフォルト値と異なるブロードキャストアドレス

（128.1.255.255など）を入力します。
ip broadcast-address ip-address

例：

ステップ 4

Device(config-if)# ip broadcast-address
128.1.255.255

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 5

Device(config)# end

指定されたインターフェイスまたはすべてのイン

ターフェイスのブロードキャストアドレスを確認し

ます。

show ip interface [interface-id]

例：

Device# show ip interface

ステップ 6

IPユニキャストルーティングの設定
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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：

ステップ 7

Device# copy running-config startup-config

IPブロードキャストのフラッディング

手順

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：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

グ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：

ステップ 2

Device# configure terminal

ブリッジングスパニングツリーデータベースを使

用し、UDPデータグラムをフラッディングします。
ip forward-protocol spanning-tree

例：

ステップ 3

Device(config)# ip forward-protocol spanning-tree

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 4

Device(config)# end

入力を確認します。show running-config

例：

ステップ 5

Device# show running-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：

ステップ 6

Device# copy running-config startup-config

IPユニキャストルーティングの設定
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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。

configureterminal

例：

ステップ 7

Device# configure terminal

スパニングツリーデータベースを使用し、UDPデー
タグラムのフラッディングを高速化します。

ip forward-protocol turbo-flood

例：

ステップ 8

Device(config)# ip forward-protocol turbo-flood

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 9

Device(config)# end

入力を確認します。show running-config

例：

ステップ 10

Device# show running-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：

ステップ 11

Device# copy running-config startup-config

IPアドレス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内容が無効になっている場合、または無

効である可能性がある場合は、clear特権 EXECコマンドを使用し、すべての内容を削除でき
ます。次の表に、内容をクリアするために使用するコマンドを示します。

表 2 :キャッシュ、テーブル、データベースをクリアするコマンド

IP ARPキャッシュおよび高速スイッチング
キャッシュをクリアします。

clear arp-cache

ホスト名およびアドレスキャッシュから 1つ
またはすべてのエントリを削除します。

clear host {name | *}

IPルーティングテーブルから 1つまたは複数
のルートを削除します。

clear ip route {network [mask] | *}
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IPルーティングテーブル、キャッシュ、データベースの内容、ノードへの到達可能性、ネッ
トワーク内のパケットのルーティングパスなど、特定の統計情報を表示できます。次の表に、

IP統計情報を表示するために使用する特権 EXECコマンドを示します。

表 3 :キャッシュ、テーブル、データベースを表示するコマンド

ARPテーブル内のエントリを表示します。show arp

デフォルトのドメイン名、検索サービスの方

式、サーバホスト名、およびキャッシュに格

納されているホスト名とアドレスのリストを

表示します。

show hosts

TCPポートにマッピングされた IPアドレスを
表示します（エイリアス）。

show ip aliases

IP ARPキャッシュを表示します。show ip arp

インターフェイスの IPステータスを表示しま
す。

show ip interface [interface-id]

IRDP値を表示します。show ip irdp

ネットワークアドレスに対して使用されるマ

スクおよび各マスクを使用するサブネット番

号を表示します。

show ip masks address

デフォルトゲートウェイのアドレスを表示し

ます。

show ip redirects

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]] | [protocol]

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

IPユニキャストルーティングの設定方法

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、デバイスはレイヤ 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。デバイスのレイヤ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

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：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

グ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：

ステップ 2

Device# configure terminal

IPルーティングをイネーブルにします。ip routing

例：

ステップ 3

Device(config)# ip routing

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 4

Device(config)# end

入力を確認します。show running-config

例：

ステップ 5

Device# show running-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：

ステップ 6

Device# copy running-config startup-config

IPルーティングのイネーブル化の例
次に、、上で IPルーティングをイネーブルにする例を示します。

Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# ip routing

Device(config-router)# end
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次の作業

ここで、選択したルーティングプロトコルのパラメータを設定できます。具体的な手順は次の

とおりです。

• RIP

• OSPF

• EIGRP

•ユニキャスト Reverse Path Forwarding

•プロトコル独立機能（任意）

RIP情報
RIPは、小規模な同種ネットワーク間で使用するために作成された Interior Gateway Protocol
（IGP）です。RIPは、ブロードキャストユーザデータグラムプロトコル（UDP）データパ
ケットを使用してルーティング情報を交換するディスタンスベクトルルーティングプロトコ

ルです。このプロトコルは RFC 1058に文書化されています。RIPの詳細については、『IP
Routing Fundamentals』（Cisco Press刊）を参照してください。

RIPは IP LiteNetwork Essentials機能セットでサポートされています。（注）

デバイスはRIPを使用し、30秒ごとにルーティング情報アップデート（アドバタイズメント）
を送信します。180秒以上を経過しても別のルータからアップデートがルータに届かない場合、
該当するルータから送られたルートは使用不能としてマークされます。240秒後もまだ更新が
ない場合、ルータは更新のないルータのルーティングテーブルエントリをすべて削除します。

RIPでは、各ルートの値を評価するためにホップカウントが使用されます。ホップカウント
は、ルート内で経由されるルータ数です。直接接続されているネットワークのホップカウント

は0です。ホップカウントが16のネットワークに到達できません。このように範囲（0～15）
が狭いため、RIPは大規模ネットワークには適していません。

ルータにデフォルトのネットワークパスが設定されている場合、RIPはルータを疑似ネット
ワーク 0.0.0.0にリンクするルートをアドバタイズします。0.0.0.0ネットワークは存在しませ
ん。RIPはデフォルトのルーティング機能を実行するためのネットワークとして、このネット
ワークを処理します。デフォルトネットワークが RIPによって学習された場合、またはルー
タにラストリゾートゲートウェイがあり、RIPがデフォルトのメトリックによって設定され
ている場合、デバイスはデフォルトネットワークをアドバタイズします。RIPは指定された
ネットワーク内のインターフェイスにアップデートを送信します。インターフェイスのネット

ワークを指定しなければ、RIPのアップデート中にアドバタイズされません。
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サマリーアドレスおよびスプリットホライズン

ブロードキャストタイプの IPネットワークに接続され、ディスタンスベクトルルーティング
プロトコルを使用するルータでは、通常ルーティングループの発生を抑えるために、スプリッ

トホライズンメカニズムが使用されます。スプリットホライズンは、ルートに関する情報の

発信元であるインターフェイス上の、ルータによって、その情報がアドバタイズされないよう

にします。この機能を使用すると、通常の場合は複数のルータ間通信が最適化されます（特に

リンクが壊れている場合）。

RIPの設定方法

RIPのデフォルト設定
表 4 : RIPのデフォルト設定

デフォルト設定機能

イネーブル自動サマリー

ディセーブルデフォルト情報送信元

自動メトリック変換（組み込み）デフォルトメトリック

認証なし

認証モード：クリアテキスト

IP RIP認証キーチェーン

ディセーブルIP RIPの起動

メディアにより異なるIPスプリットホライズン

未定義Neighbor

指定なしネットワーク

ディセーブルオフセットリスト

0ミリ秒出力遅延

•更新：30秒

•無効：180秒

•ホールドダウン：180秒

•フラッシュ：240秒

タイマー基準
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デフォルト設定機能

イネーブルアップデート送信元の検証

RIPバージョン 1およびバージョン 2パケッ
トを受信し、バージョン 1パケットを送信し
ます。

Version

基本的な RIPパラメータの設定
RIPを設定するには、ネットワークに対して RIPルーティングをイネーブルにします。他のパ
ラメータを設定することもできます。デバイスでは、ネットワーク番号を設定するまでRIPコ
ンフィギュレーションコマンドは無視されます。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

グ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：

ステップ 2

Device# configure terminal

IPルーティングをイネーブルにします。（IPルー
ティングがディセーブルになっている場合だけ、必

須です）。

ip routing

例：

Device(config)# ip routing

ステップ 3

RIPルーティングプロセスをイネーブルにし、ルー
タコンフィギュレーションモードを開始します。

router rip

例：

ステップ 4

Device(config)# router rip

ネットワークを RIPルーティングプロセスと関連
付けます。複数の networkコマンドを指定できま

network network number

例：

ステップ 5

す。RIPルーティングアップデートの送受信は、
Device(config)# network 12 これらのネットワークのインターフェイスを経由す

る場合だけ可能です。

RIPコマンドを有効にするには、ネット
ワーク番号を設定する必要があります。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

（任意）ルーティング情報を交換する隣接ルータを

定義します。このステップを使用すると、RIP（通
neighbor ip-address

例：

ステップ 6

常はブロードキャストプロトコル）からのルーティ

Device(config)# neighbor 10.2.5.1 ングアップデートが非ブロードキャストネットワー

クに到達するようになります。

（任意）オフセットリストをルーティングメトリッ

クに適用し、RIPによって取得したルートへの着信
offset-list [access-list number | name] {in | out} offset
[type number]

例：

ステップ 7

および発信メトリックを増加します。アクセスリ

ストまたはインターフェイスを使用し、オフセット

リストを制限できます。Device(config)# offset-list 103 in 10

（任意）ルーティングプロトコルタイマーを調整

します。すべてのタイマーの有効範囲は 0～
4294967295秒です。

timers basic update invalid holddown flush

例：

Device(config)# timers basic 45 360 400 300

ステップ 8

• update：ルーティングアップデートの送信間
隔。デフォルトは 30秒です。

• invalid：ルートが無効と宣言されるまでの時
間。デフォルト値は 180秒です。

• holddown：ルートがルーティングテーブルか
ら削除されるまでの時間。デフォルト値は180
秒です。

• flush：ルーティングアップデートが延期され
る時間。デフォルトは 240秒です。

（任意）RIPバージョン 1または RIPバージョン 2
のパケットだけを送受信するようにスイッチを設定

version {1 | 2}

例：

ステップ 9

します。デフォルトの場合、スイッチではバージョ

Device(config)# version 2 ン 1および 2を受信しますが、バージョン 1だけを
送信します。インターフェイスコマンド iprip{send
| receive} version 1 | 2 | 1 2}を使用し、インターフェ
イスでの送受信に使用するバージョンを制御するこ

ともできます。

（任意）自動要約をディセーブルにします。デフォ

ルトでは、クラスフルネットワーク境界を通過す

no auto summary

例：

ステップ 10

るときにサブプレフィックスがサマライズされま

Device(config)# no auto summary す。サマライズをディセーブルにし（RIPバージョ
ン 2だけ）、クラスフルネットワーク境界にサブ
ネットおよびホストルーティング情報をアドバタ

イズします。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）着信 RIPルーティングアップデートの送
信元 IPアドレスの検証をディセーブルにします。

no validate-update-source

例：

ステップ 11

デフォルトでは、スイッチが着信 RIPルーティン
Device(config)# no validdate-update-source グアップデートの送信元 IPアドレスを検証しま

す。送信元アドレスが無効な場合は、アップデート

が廃棄されます。通常の環境で使用する場合は、こ

の機能をディセーブルにしないでください。ただ

し、ネットワークに接続されていないルータがあ

り、そのルータのアップデートを受信する場合は、

このコマンドを使用できます。

（任意）送信する RIPアップデートにパケット間
遅延を追加します。デフォルトでは、複数のパケッ

output-delay delay

例：

ステップ 12

トからなるRIPアップデートのパケットに、パケッ
Device(config)# output-delay 8 ト間遅延が追加されません。パケットを低速なデバ

イスに送信する場合は、8～ 50ミリ秒のパケット
間遅延を追加できます。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 13

Device(config)# end

入力を確認します。show ip protocols

例：

ステップ 14

Device# show ip protocols

（任意）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：

ステップ 15

Device# copy running-config startup-config

RIP認証の設定
RIP Version 1は認証をサポートしていません。RIPバージョン 2のパケットを送受信する場合
は、インターフェイスでRIP認証をイネーブルにできます。インターフェイスで使用できる一
連のキーは、キーチェーンによって指定されます。キーチェーンが設定されていないと、デ

フォルトの場合でも認証は実行されません。

RIP認証がイネーブルであるインターフェイスでは、プレーンテキストとMD5という 2つの
認証モードがデバイスでサポートされます。デフォルトはプレーンテキストです。
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手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

グ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：

ステップ 2

Device# configure 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、設定するインターフェイスを指定しま

す。

interface interface-id

例：

Device(config)# interface gigabitethernet 1/0/1

ステップ 3

RIP認証をイネーブルにします。ip rip authentication key-chain name-of-chain

例：

ステップ 4

Device(config-if)# ip rip authentication key-chain
trees

プレーンテキスト認証（デフォルト）またはMD5
ダイジェスト認証を使用するように、インターフェ

イスを設定します。

ip rip authentication mode {text |md5}

例：

Device(config-if)# ip rip authentication mode md5

ステップ 5

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 6

Device(config)# end

入力を確認します。show running-config

例：

ステップ 7

Device# show running-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：

ステップ 8

Device# copy running-config startup-config
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サマリーアドレスおよびスプリットホライズンの設定

ルートを適切にアドバタイズするため、アプリケーションがスプリットホライズンをディセー

ブルにする必要がある場合を除き、通常はこの機能をディセーブルにしないでください。

（注）

ダイヤルアップクライアント用のネットワークアクセスサーバで、サマライズされたローカ

ル IPアドレスプールをアドバタイズするように、RIPが動作しているインターフェイスを設
定する場合は、ip summary-address ripインタ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。

スプリットホライズンがイネーブルの場合、自動サマリーとインターフェイス IPサマリーア
ドレスはともにアドバタイズされません。

（注）

手順

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：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

グ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：

ステップ 2

Device# configure 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、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：

Device(config)# interface gigabitethernet 1/0/1

ステップ 3

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：

ステップ 4

Device(config-if)# ip address 10.1.1.10
255.255.255.0

サマライズする IPアドレスおよび IPネットワーク
マスクを設定します。

ip summary-address rip ip address ip-network mask

例：

ステップ 5
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目的コマンドまたはアクション

Device(config-if)# ip summary-address rip ip
address 10.1.1.30 255.255.255.0

インターフェイスでスプリットホライズンをディ

セーブルにします。

no ip split horizon

例：

ステップ 6

Device(config-if)# no ip split horizon

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 7

Device(config)# end

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

例：

ステップ 8

Device# show ip interface 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：

ステップ 9

Device# copy running-config startup-config

スプリットホライズンの設定

ブロードキャストタイプの IPネットワークに接続され、ディスタンスベクトルルーティング
プロトコルを使用するルータでは、通常ルーティングループの発生を抑えるために、スプリッ

トホライズンメカニズムが使用されます。スプリットホライズンは、ルートに関する情報の

発信元であるインターフェイス上の、ルータによって、その情報がアドバタイズされないよう

にします。この機能を使用すると、複数のルータ間通信が最適化されます（特にリンクが壊れ

ている場合）。

ルートを適切にアドバタイズするために、アプリケーションがスプリットホライズンをディ

セーブルにする必要がある場合を除き、通常この機能をディセーブルにしないでください。

（注）

手順

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：

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

Device> enable

グ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：

ステップ 2

Device# configure 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、設定するインターフェイスを指定しま

す。

interface interface-id

例：

Device(config)# interface gigabitethernet 1/0/1

ステップ 3

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：

ステップ 4

Device(config-if)# ip address 10.1.1.10
255.255.255.0

インターフェイスでスプリットホライズンをディ

セーブルにします。

no ip split-horizon

例：

ステップ 5

Device(config-if)# no ip split-horizon

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 6

Device(config)# end

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

例：

ステップ 7

Device# show ip interface 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：

ステップ 8

Device# copy running-config startup-config
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サマリーアドレスおよびスプリットホライズンの設定例
次の例では、主要ネットは 10.0.0.0です。自動サマリーアドレス 10.0.0.0はサマリーアドレス
10.2.0.0によって上書きされるため、10.2.0.0はインターフェイスギガビットイーサネットポー
ト2からアドバタイズされますが、10.0.0.0はアドバタイズされません。次の例では、インター
フェイスがまだレイヤ 2モード（デフォルト）の場合、no switchportインターフェイスコン
フィギュレーションコマンドを入力してから、ip addressインターフェイスコンフィギュレー
ションコマンドを入力する必要があります。

スプリットホライズンがイネーブルである場合、（ip summary-address ripルータコンフィ
ギュレーションコマンドによって設定される）自動サマリーとインターフェイスサマリーア

ドレスはともにアドバタイズされません。

Device(config)# router rip
Device(config-router)# interface gigabitethernet1/0/2
Device(config-if)# ip address 10.1.5.1 255.255.255.0
Device(config-if)# ip summary-address rip 10.2.0.0 255.255.0.0
Device(config-if)# no ip split-horizon
Device(config-if)# exit
Device(config)# router rip
Device(config-router)# network 10.0.0.0
Device(config-router)# neighbor 2.2.2.2 peer-group mygroup
Device(config-router)# end

（注）

OSPFに関する情報
OSPFは IPネットワーク専用の IGPで、IPサブネット化、および外部から取得したルーティ
ング情報のタグ付けをサポートしています。OSPFを使用するとパケット認証も可能になり、
パケットを送受信するときに IPマルチキャストが使用されます。シスコの実装では、RFC1253
の OSPF管理情報ベース（MIB）がサポートされています。

シスコの実装は、次の主要機能を含む OSPFバージョン 2仕様に準拠します。

•スタブエリアの定義がサポートされています。

•任意の IPルーティングプロトコルによって取得されたルートは、別の IPルーティング
プロトコルに再配信されます。つまり、ドメイン内レベルで、OSPFは EIGRPおよび RIP
によって取得したルートを取り込むことができます。OSPFルートを RIPに伝達すること
もできます。

•エリア内の隣接ルータ間でのプレーンテキスト認証およびMD5認証がサポートされてい
ます。

•設定可能なルーティングインターフェイスパラメータには、インターフェイス出力コス
ト、再送信インターバル、インターフェイス送信遅延、ルータプライオリティ、ルータの

デッドインターバルと helloインターバル、認証キーなどがあります。
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•仮想リンクがサポートされています。

• RFC 1587に基づく Not-So-Stubby-Area（NSSA）がサポートされています。

通常、OSPFを使用するには、多くの内部ルータ、複数のエリアに接続されたAreaBorderRouter
（ABR;エリア境界ルータ）、および自律システム境界ルータ（ASBR）間で調整する必要があ
ります。最小設定では、すべてのデフォルトパラメータ値、エリアに割り当てられたインター

フェイスが使用され、認証は行われません。環境をカスタマイズする場合は、すべてのルータ

の設定を調整する必要があります。

ルーテッドアクセスの OSPF

OSPFは、 IP Liteでサポートされます。OSPF for Routed Accessは、動的に学習された合わせて
1000のルートを持つOSPFv2インスタンスとOSPFv3インスタンスをそれぞれ 1つだけサポー
トします。 IP Liteイメージは、ルーテッドアクセス用に OSPFを提供します。ただし、これ
らの制限はこのリリースでは適用されません。

（注）

構内環境内の標準的なトポロジ（ハブおよびスポーク）では、すべての非ローカルトラフィッ

クをディストリビューションレイヤに転送するディストリビューションスイッチ（ハブ）に

ワイヤリングクローゼット（スポーク）が接続されているため、ワイヤリングクローゼット

スイッチで完全なルーティングスイッチテーブルを保持する必要はありません。OSPF for
Routed Accessをワイヤリングクローゼットで使用する場合、エリア間ルートおよび外部ルー
トに到達するためのデフォルトルートがディストリビューションスイッチによってワイヤリ

ングクローゼットスイッチに送信される、ベストプラクティスの設計（OSPFスタブまたは
完全スタブエリア構成）を使用する必要があります。

詳細については、『High Availability Campus Network Design—Routed Access Layer using EIGRP
or OSPF』を参照してください。

OSPFエリアパラメータ
複数のOSPFエリアパラメータを設定することもできます。設定できるパラメータには、エリ
ア、スタブエリア、および NSSAへの無許可アクセスをパスワードによって阻止する認証用
パラメータがあります。スタブエリアは、外部ルートの情報が送信されないエリアです。が、

代わりに、自律システム（AS）外の宛先に対するデフォルトの外部ルートが、ABRによって
生成されます。NSSAではコアからそのエリアへ向かうLSAの一部がフラッディングされませ
んが、再配信することによって、エリア内の AS外部ルートをインポートできます。

経路集約は、アドバタイズされたアドレスを、他のエリアでアドバタイズされる単一のサマ

リールートに統合することです。ネットワーク番号が連続する場合は、area rangeルータコ
ンフィギュレーションコマンドを使用し、範囲内のすべてのネットワークを対象とするサマ

リールートをアドバタイズするように ABRを設定できます。
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その他の OSPFパラメータ
ルータコンフィギュレーションモードで、その他の OSPFパラメータを設定することもでき
ます。

•ルート集約：他のプロトコルからルートを再配信すると、各ルートは外部 LSA内で個別
にアドバタイズされます。OSPFリンクステートデータベースのサイズを小さくするに
は、 summary-addressルータコンフィギュレーションコマンドを使用し、指定されたネッ
トワークアドレスおよびマスクに含まれる、再配信されたすべてのルートを単一のルータ

にアドバタイズします。

•仮想リンク：OSPFでは、すべてのエリアがバックボーンエリアに接続されている必要が
あります。バックボーンが不連続である場合に仮想リンクを確立するには、2つの ABR
を仮想リンクのエンドポイントとして設定します。設定情報には、他の仮想エンドポイン

ト（他の ABR）の ID、および 2つのルータに共通する非バックボーンリンク（通過エリ
ア）などがあります。仮想リンクをスタブエリアから設定できません。

•デフォルトルート：OSPFルーティングドメイン内へのルート再配信を設定すると、ルー
タは自動的に自律システム境界ルータ（ASBR）になります。ASBRを設定し、強制的に
OSPFルーティングドメインにデフォルトルートを生成できます。

•すべての OSPF show特権 EXECコマンドで使用されるドメインネームサーバ（DNS）名
を使用すると、ルータ IDやネイバー IDを指定して表示する場合に比べ、ルータを簡単に
特定できます。

•デフォルトメトリック：OSPFは、インターフェイスの帯域幅に従ってインターフェイス
のOSPFメトリックを計算します。メトリックは、帯域幅で分割された ref-bwとして計算
されます。ここでの refのデフォルト値は 10で、帯域幅（bw）はbandwidth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指定されます。大きな帯域幅を持つ複数

のリンクの場合は、大きな数値を指定し、これらのリンクのコストを区別できます。

•アドミニストレーティブディスタンスは、ルーティング情報送信元の信頼性を表す数値で
す。0～ 255の整数を指定でき、値が大きいほど信頼性は低下します。アドミニストレー
ティブディスタンスが255の場合はルーティング情報の送信元をまったく信頼できないた
め、無視する必要があります。OSPFでは、エリア内のルート（エリア内）、別のエリア
へのルート（エリア間）、および再配信によって学習した別のルーティングドメインから

のルート（外部）の3つの異なるアドミニストレーティブディスタンスが使用されます。
どのアドミニストレーティブディスタンスの値でも変更できます。

•受動インターフェイス：イーサネット上の 2つのデバイス間のインターフェイスは 1つの
ネットワークセグメントしか表しません。このため、OSPFが送信側インターフェイスに
helloパケットを送信しないようにするには、送信側デバイスを受動インターフェイスに設
定する必要があります。両方のデバイスは受信側インターフェイス宛ての helloパケット
を使用することで、相互の識別を可能にします。

•ルート計算タイマー：OSPFがトポロジ変更を受信してから SPF計算を開始するまでの遅
延時間、および 2つの SPF計算の間のホールドタイムを設定できます。
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•ネイバー変更ログ：OSPFネイバーステートが変更されたときにSyslogメッセージを送信
するようにルータを設定し、ルータの変更を詳細に表示できます。

LSAグループペーシング
OSPFLSAグループペーシング機能を使用すると、OSPFLSAをグループ化し、リフレッシュ、
チェックサム、エージング機能の同期を取って、ルータをより効率的に使用できるようになり

ます。デフォルトでこの機能はイネーブルとなっています。デフォルトのペーシングインター

バルは 4分間です。通常は、このパラメータを変更する必要はありません。最適なグループ
ペーシングインターバルは、ルータがリフレッシュ、チェックサム、エージングを行う LSA
数に反比例します。たとえば、データベース内に約10000個のLSAが格納されている場合は、
ペーシングインターバルを短くすると便利です。小さなデータベース（40～ 100 LSA）を使
用する場合は、ペーシングインターバルを長くし、10～ 20分に設定してください。

ループバックインターフェイス

OSPFは、インターフェイスに設定されている最大の IPアドレスをルータ IDとして使用しま
す。このインターフェイスがダウンした場合、または削除された場合、OSPFプロセスは新し
いルータ IDを再計算し、すべてのルーティング情報をそのルータのインターフェイスから再
送信します。ループバックインターフェイスが IPアドレスによって設定されている場合、他
のインターフェイスにより大きな IPアドレスがある場合でも、OSPFはこの IPアドレスをルー
タ IDとして使用します。ループバックインターフェイスに障害は発生しないため、安定性は
増大します。OSPFは他のインターフェイスよりもループバックインターフェイスを自動的に
優先し、すべてのループバックインターフェイスの中で最大の IPアドレスを選択します。
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OSPFの設定方法

OSPFのデフォルト設定
表 5 : OSPFのデフォルト設定

デフォルト設定機能

コスト：

再送信インターバル：5秒

送信遅延：1秒

プライオリティ：1

helloインターバル：10秒

デッドインターバル：helloインターバルの 4
倍

認証なし

パスワードの指定なし

MD5認証はディセーブル

インターフェイスパラメータ

認証タイプ：0（認証なし）

デフォルトコスト：1

範囲：ディセーブル

スタブ：スタブエリアは未定義

NSSA：NSSAエリアは未定義

エリア

100 Mb/s自動コスト

ディセーブルイネーブルの場合、デフォルト

のメトリック設定は10で、外部ルートタイプ
のデフォルトはタイプ 2です。

デフォルト情報送信元

各ルーティングプロトコルに適切な、組み込

みの自動メトリック変換

デフォルトメトリック

dist1（エリア内のすべてのルート）：110。
dist2（エリア間のすべてのルート）：110。お
よび dist3（他のルーティングドメインからの
ルート）：110。

距離 OSPF
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デフォルト設定機能

ディセーブルすべての発信 LSAがインター
フェイスにフラッディングされます。

OSPFデータベースフィルタ

ディセーブルIP OSPF名検索

イネーブル隣接関係変更ログ

指定なしNeighbor

ディセーブルすべての発信 LSAはネイバーに
フラッディングされます。

ネイバーデータベースフィルタ

ディセーブルネットワークエリア

OSPFルーティングプロセスは未定義ルータ ID

ディセーブルサマリーアドレス

240秒タイマー LSAグループのペーシング

spf遅延：5秒; spfホールドタイム：10秒タイマー Shortest Path First（SPF）

エリア IDまたはルータ IDは未定義

helloインターバル：10秒

再送信インターバル：5秒

送信遅延：1秒

デッドインターバル：40秒

認証キー：キーは未定義

メッセージダイジェストキー（MD5）：キー
は未定義

仮想リンク

基本的な OSPFパラメータの設定
OSPFをイネーブルにするには、OSPFルーティングプロセスを作成し、そのルーティングプ
ロセスに関連付けられる IPアドレスの範囲を指定し、その範囲に関連付けられるエリア IDを
割り当てます。

手順

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：

ステップ 1
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目的コマンドまたはアクション

Device# configure terminal

OSPFルーティングをイネーブルにし、ルータコン
フィギュレーションモードを開始します。プロセス

router ospf process-id

例：

ステップ 2

IDはローカルに割り当てられ、内部で使用される識
Device(config)# router ospf 15 別パラメータで、任意の正の整数を指定できます。

各OSPFルーティングプロセスには一意の値があり
ます。

OSPF for Routed Accessは、OSPFv2インス
タンスとOSPFv3インスタンスをそれぞれ
1つずつと、最大 1000のダイナミックに
学習されるルートをサポートします。

（注）

OSPFが動作するインターフェイス、およびそのイ
ンターフェイスのエリア IDを定義します。単一の

network address wildcard-mask area area-id

例：

ステップ 3

コマンドにワイルドカードマスクを指定し、特定の

Device(config)# network 10.1.1.1 255.240.0.0 area
20

OSPFエリアに関連付けるインターフェイスを 1つ
または複数定義できます。エリア IDには 10進数ま
たは IPアドレスを指定できます。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 4

Device(config)# end

入力を確認します。show ip protocols

例：

ステップ 5

Device# show ip protocols

（任意）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：

ステップ 6

Device# copy running-config startup-config

OSPFインターフェイスの設定
ip ospfイン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
固有の OSPFパラメータを変更できます。これらのパラメータを変更する必要はありません
が、一部のインターフェイスパラメータ（helloインターバル、デッドインターバル、認証キー
など）については、接続されたネットワーク内のすべてのルータで統一性を維持する必要があ
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ります。これらのパラメータを変更した場合は、ネットワーク内のすべてのルータの値も同様

に変更してください。

ip ospfインターフェイスコンフィギュレーションコマンドはすべてオプションです。（注）

手順

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：

ステップ 1

Device# configure 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、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：

Device(config)# interface gigabitethernet 1/0/1

ステップ 2

（任意）インターフェイスでパケットを送信するコ

ストを明示的に指定します。

ip ospf cost

例：

ステップ 3

Device(config-if)# ip ospf 8

（任意）LSA送信間隔を秒数で指定します。指定
できる範囲は 1～ 65535秒です。デフォルト値は 5
秒です。

ip ospf retransmit-interval seconds

例：

Device(config-if)# ip ospf transmit-interval 10

ステップ 4

（任意）リンクステートアップデートパケットを

送信するまでの予測待機時間を秒数で設定します。

ip ospf transmit-delay seconds

例：

ステップ 5

指定できる範囲は1～65535秒です。デフォルト値
は 1秒です。Device(config-if)# ip ospf transmit-delay 2

（任意）ネットワークに対して、OSPFで指定され
たルータを検索するときに役立つプライオリティを

ip ospf priority number

例：

ステップ 6

設定します。有効な範囲は0～255です。デフォル
トは 1です。Device(config-if)# ip ospf priority 5

（任意）OSPFインターフェイスで helloパケット
の送信間隔を秒数で設定します。ネットワークのす

ip ospf hello-interval seconds

例：

ステップ 7

べてのノードで同じ値を指定する必要があります。

Device(config-if)# ip ospf hello-interval 12 指定できる範囲は1～65535秒です。デフォルトは
10秒です。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）最後のデバイスで helloパケットが確認さ
れてから、OSPFルータがダウンしていることがネ

ip ospf dead-interval seconds

例：

ステップ 8

イバーによって宣言されるまでの時間を秒数で設定

Device(config-if)# ip ospf dead-interval 8 します。ネットワークのすべてのノードで同じ値を

指定する必要があります。指定できる範囲は 1～
65535秒です。デフォルト値は helloインターバル
の 4倍です。

（任意）隣接OSPFルータで使用されるパスワード
を割り当てます。パスワードには、キーボードから

ip ospf authentication-keyキー

例：

ステップ 9

入力した任意の文字列（最大8バイト長）を指定で
Device(config-if)# ip ospf authentication-key
password

きます。同じネットワーク上のすべての隣接ルータ

には、OSPF情報を交換するため、同じパスワード
を設定する必要があります。

（任意）MDS認証をイネーブルにします。ip ospf message digest-key keyidmd5 key

例：

ステップ 10

• keyid：1～ 255の ID。

Device(config-if)# ip ospf message digest-key 16
md5 your1pass

• key：最大 16バイトの英数字パスワード

（任意）インターフェイスへの OSPF LSAパケッ
トのフラッディングを阻止します。デフォルトで

ip ospf database-filter all out

例：

ステップ 11

は、OSPFは、LSAが到着したインターフェイスを
Device(config-if)# ip ospf database-filter all
out

除き、同じエリア内のすべてのインターフェイスで

新しい LSAをフラッドします。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 12

Device(config)# end

OSPFに関連するインターフェイス情報を表示しま
す。

show ip ospf interface [interface-name]

例：

ステップ 13

Device# show ip ospf interface

ネイバースイッチの NSF認証ステータスを表示し
ます。出力には、次のいずれかが表示されます。

show ip ospf neighbor detail

例：

ステップ 14

• Options is 0x52
Device# show ip ospf neighbor detail

LLS Options is 0x1 (LR)

これらの行の両方が表示される場合、ネイバー

スイッチが NSF認識です。
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目的コマンドまたはアクション

• Options is 0x42：ネイバースイッチがNSF認識
でないことを示します。

（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。

copy running-config startup-config

例：

ステップ 15

Device# copy running-config startup-config

OSPFエリアパラメータの設定

始める前に

OSPF areaルータコンフィギュレーションコマンドはすべて任意です。（注）

手順

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：

ステップ 1

Device# configure terminal

OSPFルーティングを有効にし、ルータコンフィ
ギュレーションモードを開始します。

router ospf process-id

例：

ステップ 2

Device(config)# router ospf 109

（任意）特定のエリアへの無許可アクセスに対し

て、パスワードベースの保護を可能にします。ID
area area-idauthentication

例：

ステップ 3

には 10進数または IPアドレスのいずれかを指定で
きます。Device(config-router)# area 1 authentication

（任意）エリアに関してMD5認証を有効にしま
す。

area area-idauthentication message-digest

例：

ステップ 4

Device(config-router)# area 1 authentication
message-digest
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目的コマンドまたはアクション

（任意）エリアをスタブエリアとして定義します。

no-summaryキーワードを指定すると、ABRはサマ
area area-idstub [no-summary]

例：

ステップ 5

リーリンクアドバタイズメントをスタブエリアに

送信できなくなります。Device(config-router)# area 1 stub

（任意）エリアを NSSAとして定義します。同じ
エリア内のすべてのルータは、エリアが NSSAで

area area-idnssa [no-redistribution]
[default-information-originate] [no-summary]

例：

ステップ 6

あることを認識する必要があります。次のキーワー

ドのいずれかを選択します。

Device(config-router)# area 1 nssa
default-information-originate • no-redistribution：ルータが NSSA ABRの場

合、redistributeコマンドを使用して、ルート
を NSSAエリアでなく通常のエリアに取り込
む場合に使用します。

• default-information-originate：LSAタイプ 7を
NSSAに取り込めるようにする場合に、ABR
で選択します。

• no-redistribution：サマリー LSAをNSSAに送
信しない場合に選択します。

（任意）単一のルートをアドバタイズするアドレス

範囲を指定します。このコマンドは、ABRに対し
てだけ使用します。

area area-idrange address mask

例：

Device(config-router)# area 1 range 255.240.0.0

ステップ 7

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 8

Device(config)# end

設定を確認するため、一般的なOSPFルーティング
プロセスまたは特定のプロセス IDに関する情報を
表示します。

show ip ospf [process-id]

例：

Device# show ip ospf

ステップ 9

特定のルータのOSPFデータベースに関連する情報
のリストを表示します。

show ip ospf [process-id [area-id]] database

例：

ステップ 10

Device# show ip osfp database

（任意）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：

ステップ 11
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目的コマンドまたはアクション

Device# copy running-config startup-config

その他の OSPFパラメータの設定

手順

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：

ステップ 1

Device# configure terminal

OSPFルーティングを有効にし、ルータコンフィ
ギュレーションモードを開始します。

router ospf process-id

例：

ステップ 2

Device(config)# router ospf 10

（任意）1つのサマリールートだけがアドバタイズ
されるように、再配信されたルートのアドレスおよ

び IPサブネットマスクを指定します。

summary-address address mask

例：

Device(config)# summary-address 10.1.1.1
255.255.255.0

ステップ 3

（任意）仮想リンクを確立し、パラメータを設定し

ます。

area area-id router-id [ seconds] [ seconds] [] [[ key] |
keyid
key]]virtual-linkhello-intervalretransmit-intervaltransauthentication-keymessage-digest-keymd5

ステップ 4

例：

Device(config)# area 2 virtual-link 192.168.255.1
hello-interval 5

（任意）強制的に OSPFルーティングドメインに
デフォルトルートを生成するように ASBRを設定
します。パラメータはすべて任意です。

default-information originate [always] [metric
metric-value] [metric-type type-value] [route-map
map-name]

例：

ステップ 5

Device(config)# default-information originate
metric 100 metric-type 1

（任意）DNS名検索を設定します。デフォルトで
はディセーブルになっています。

ip ospf name-lookup

例：

ステップ 6

Device(config)# ip ospf name-lookup
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目的コマンドまたはアクション

（任意）単一のルートをアドバタイズするアドレス

範囲を指定します。このコマンドは、ABRに対し
てだけ使用します。

ip auto-cost reference-bandwidth ref-bw

例：

Device(config)# ip auto-cost reference-bandwidth
5

ステップ 7

（任意）OSPFの距離の値を変更します。各タイプ
のルートのデフォルト距離は110です。指定できる
範囲は 1～ 255です。

distance ospf {[inter-area dist1] [inter-area dist2]
[external dist3]}

例：

ステップ 8

Device(config)# distance ospf inter-area 150

（任意）指定されたインターフェイス経由の hello
パケットの送信を抑制します。

passive-interface type number

例：

ステップ 9

Device(config)# passive-interface gigabitethernet
1/0/6

（任意）ルート計算タイマーを設定します。timers throttle spf spf-delay spf-holdtime spf-wait

例：

ステップ 10

• spf-delay：SPF計算の変更を受信する間の遅
延。指定できる範囲は1～600000ミリ秒です。

Device(config)# timers throttle spf 200 100 100

• spf-holdtime：最初と 2番目の SPF計算の間の
遅延。指定できる範囲は 1～ 600000ミリ秒で
す。

• spf-wait：SPF計算の最大待機時間（ミリ秒）。
指定できる範囲は 1～ 600000ミリ秒です。

（任意）ネイバーステートが変更されたとき、

syslogメッセージを送信します。
ospf log-adj-changes

例：

ステップ 11

Device(config)# ospf log-adj-changes

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 12

Device(config)# end

特定のルータのOSPFデータベースに関連する情報
のリストを表示します。

show ip ospf [process-id [area-id]] database

例：

ステップ 13

Device# show ip ospf database
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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：

ステップ 14

Device# copy running-config startup-config

LSAグループペーシングの変更

手順

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：

ステップ 1

Device# configure terminal

OSPFルーティングをイネーブルにし、ルータコン
フィギュレーションモードを開始します。

router ospf process-id

例：

ステップ 2

Device(config)# router ospf 25

LSAのグループペーシングを変更します。timers lsa-group-pacing seconds

例：

ステップ 3

Device(config-router)# timers lsa-group-pacing 15

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 4

Device(config)# end

入力を確認します。show running-config

例：

ステップ 5

Device# show running-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：

ステップ 6

Device# copy running-config startup-config
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ループバックインターフェイスの設定

手順

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：

ステップ 1

Device# configure terminal

ループバック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 loopback 0

例：

Device(config)# interface loopback 0

ステップ 2

このインターフェイスに IPアドレスを割り当てま
す。

ip address address mask

例：

ステップ 3

Device(config-if)# ip address 10.1.1.5
255.255.240.0

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 4

Device(config)# end

入力を確認します。show ip interface

例：

ステップ 5

Device# show ip interface

（任意）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：

ステップ 6

Device# copy running-config startup-config

OSPFの監視
IPルーティングテーブルの内容、キャッシュの内容、およびデータベースの内容など、特定
の統計情報を表示できます。
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表 6 : IP OSPF統計情報の表示コマンド

OSPFルーティングプロセスに関する一般情
報を表示します。

show ip ospf [process-id]

OSPFデータベースに関連する情報のリストを
表示します。

show ip ospf [process-id] database [router]
[link-state-id]

show ip ospf [process-id] database [router]
[self-originate]

show ip ospf [process-id] database [router]
[adv-router [ip-address]]

show ip ospf [process-id] database [network]
[link-state-id]

show ip ospf [process-id] database [summary]
[link-state-id]

show ip ospf [process-id] database
[asbr-summary] [link-state-id]

show ip ospf [process-id] database [external]
[link-state-id]

show ip ospf [process-id area-id] database
[database-summary]

内部の OSPFルーティング ABRおよび ASBR
テーブルエントリを表示します。

show ip ospf border-routes

OSPFに関連するインターフェイス情報を表示
します。

show ip ospf interface [interface-name]

OSPFインターフェイスネイバー情報を表示
します。

show ip ospf neighbor [interface-name]
[neighbor-id] detail

OSPFに関連する仮想リンク情報を表示しま
す。

show ip ospf virtual-links

OSPFの設定例

例：基本的な OSPFパラメータの設定
次に、OSPFルーティングプロセスを設定し、プロセス番号 109を割り当てる例を示します。

Device(config)# router ospf 109
Device(config-router)# network 131.108.0.0 255.255.255.0 area 24
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EIGRPに関する情報
EIGRPは IGRPのシスコ独自の拡張バージョンです。EIGRPは IGRPと同じディスタンスベク
トルアルゴリズムおよび距離情報を使用しますが、EIGRPでは収束性および動作効率が大幅
に改善されています。

コンバージェンステクノロジーには、拡散更新アルゴリズム（DUAL）と呼ばれるアルゴリズ
ムが採用されています。DUALを使用すると、ルート計算の各段階でループが発生しなくな
り、トポロジの変更に関連するすべてのデバイスを同時に同期できます。トポロジ変更の影響

を受けないルータは、再計算に含まれません。

IPEIGRPを導入すると、ネットワークの幅が広がります。RIPの場合、ネットワークの最大幅
は15ホップです。EIGRPメトリックは数千ホップをサポートするほど大きいため、ネットワー
クを拡張するときに問題となるのは、トランスポートレイヤのホップカウンタだけです。IP
パケットが 15台のルータを経由し、宛先方向のネクストホップがEIGRPによって取得されて
いる場合だけ、EIGRPは転送制御フィールドの値を増やします。RIPルートを宛先へのネクス
トホップとして使用する場合、転送制御フィールドでは、通常どおり値が増加します。

EIGRPスタブルーティング
EIGRPスタブルーティング機能は、エンドユーザの近くにルーテッドトラフィックを移動す
ることでリソースの利用率を低減させます。

デバイスはアクセスレイヤで EIGRPスタブルーティングを使用することにより、ほかのタイ
プのルーティングアドバタイズメントの必要性を排除しています。

（注）

EIGRPスタブルーティングを使用するネットワークでは、ユーザに対する IPトラフィックの
唯一の許容ルートは、EIGRPスタブルーティングを設定しているデバイス経由です。デバイ
スは、ユーザインターフェイスとして設定されているインターフェイスまたは他のデバイスに

接続されているインターフェイスにルーテッドトラフィックを送信します。

EIGRPスタブルーティングを使用しているときは、EIGRPを使用してデバイスだけをスタブ
として設定するように、分散ルータおよびリモートルータを設定する必要があります。指定し

たルートだけがデバイスから伝播されます。デバイスは、サマリー、接続ルート、およびルー

ティングアップデートに対するすべてのクエリーに応答します。

スタブルータの状態を通知するパケットを受信した隣接ルータは、ルートについてはスタブ

ルータに照会しません。また、スタブピアを持つルータは、そのピアについては照会しませ

ん。スタブルータは、ディストリビューションルータを使用して適切なアップデートをすべ

てのピアに送信します。

次の図では、デバイス Bは EIGRPスタブルータとして設定されています。デバイスAおよび
Cは残りのWANに接続されています。デバイスBは、接続ルート、スタティックルート、再
配信ルート、およびサマリールートをデバイス Aと Cにアドバタイズします。デバイス Bは
デバイス Aから学習したルートをアドバタイズしません（逆の場合も同様です）。
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図 4 : EIGRPスタブルータ設定

EIGRPスタブルーティングの詳細については、『Cisco IOS IP Configuration Guide, Volume 2 of
3: Routing Protocols』の「Configuring EIGRP Stub Routing」の項を参照してください。

ユニキャストリバースパス転送の設定
ユニキャストリバースパス転送（ユニキャスト RPF）機能は、検証可能な送信元 IPアドレス
が不足している IPパケットを廃棄することで、間違ったまたは偽造（スプーフィングされた）
送信元 IPアドレスがネットワークに流れて発生する問題を軽減するのに役立ちます。たとえ
ば、Smurfや Tribal Flood Network（TFN）など、多くの一般的なタイプの DoS攻撃は、偽造さ
れた、または次々に変わる送信元 IPアドレスを使用して、攻撃を突き止めたりフィルタする
ことを攻撃者が阻止できるようにします。パブリックアクセスを提供するインターネットサー

ビスプロバイダー（ISP）の場合、uRPFが IPルーティングテーブルと整合性の取れた有効な
送信元アドレスを持つパケットだけを転送することによって、そのような攻撃をそらします。

この処理により、ISPのネットワーク、その顧客、および残りのインターネットが保護されま
す。

• uRPFは、 IP Liteでサポートされます。（注）

IP uRPF設定の詳細については、『Cisco IOS Security Configuration Guide』の「Other Security
Features」の章を参照してください。

プロトコル独立機能
この項では、IPルーティングプロトコルに依存しない機能について説明します。これらの機
能は、IP Liteフィーチャセットが稼働するスイッチ上で使用できます。この章の IPルーティ
ングプロトコル独立コマンドの詳細については、『Cisco IOS IP Command Reference, Volume 2
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of 3: Routing Protocols』の「IP Routing Protocol-Independent Commands」の章を参照してくださ
い。

分散型シスコエクスプレスフォワーディング

シスコエクスプレスフォワーディングに関する情報

シスコエクスプレスフォワーディング（CEF）は、ネットワークパフォーマンスを最適化す
るために使用されるレイヤ 3 IPスイッチング技術です。CEFには高度な IP検索および転送ア
ルゴリズムが実装されているため、レイヤ 3スイッチングのパフォーマンスを最大化できま
す。高速スイッチングルートキャッシュよりもCPUにかかる負担が少ないため、CEFはより
多くの CPU処理能力をパケット転送に割り当てることができます。スイッチスタックでは、
ハードウェアによって distributed CEF（dCEF）が使用されます。動的なネットワークでは、
ルーティングの変更によって、高速スイッチングキャッシュエントリが頻繁に無効になりま

す。高速スイッチングキャッシュエントリが無効になると、トラフィックがルートキャッシュ

によって高速スイッチングされずに、ルーティングテーブルによってプロセススイッチング

されることがあります。CEFおよびdCEFは転送情報ベース（FIB）検索テーブルを使用して、
宛先ベースの IPパケットスイッチングを実行します。

CEFおよび dCEFでの 2つの主要なコンポーネントは、分散 FIBと分散隣接テーブルです。

• FIBはルーティングテーブルや情報ベースと同様、IPルーティングテーブルに転送情報
のミラーイメージが保持されます。ネットワーク内でルーティングまたはトポロジが変更

されると、IPルーティングテーブルがアップデートされ、これらの変更が FIBに反映さ
れます。FIBには、IPルーティングテーブル内の情報に基づいて、ネクストホップのアド
レス情報が保持されます。FIBにはルーティングテーブル内の既知のルートがすべて格納
されているため、CEFはルートキャッシュをメンテナンスする必要がなく、トラフィッ
クのスイッチングがより効率化され、トラフィックパターンの影響も受けません。

•リンク層上でネットワーク内のノードが1ホップで相互に到達可能な場合、これらのノー
ドは隣接関係にあると見なされます。CEFは隣接テーブルを使用し、レイヤ2アドレッシ
ング情報を付加します。隣接テーブルには、すべての FIBエントリに対する、レイヤ 2の
ネクストホップのアドレスが保持されます。

スイッチまたはスイッチスタックは、ギガビット速度の回線レート IPトラフィックを達成す
るため特定用途向け集積回路（ASIC）を使用しているので、CEFまたは dCEF転送はソフト
ウェア転送パス（CPUにより転送されるトラフィック）にだけ適用されます。

シスコエクスプレスフォワーディングの設定方法

デフォルトで、CEFまたは dCEFはグローバルにイネーブルに設定されています。何らかの理
由でこれがディセーブルになった場合は、ip cefまたは ip cef distributedグローバルコンフィ
ギュレーションコマンドを使用し、再度イネーブルに設定できます。

デフォルト設定では、すべてのレイヤ 3インターフェイスでCEFまたは dCEFがイネーブルで
す。no ip route-cache cef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、
ソフトウェアが転送するトラフィックに対して CEFがディセーブルになります。このコマン
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ドは、ハードウェア転送パスには影響しません。CEFをディセーブルにして debug ip packet
detail特権 EXECコマンドを使用すると、ソフトウェア転送トラフィックをデバッグするのに
便利です。ソフトウェア転送パス用のインターフェイスで CEFをイネーブルにするには、ip
route-cache cefインタ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。

CLIには、インターフェイス上でCEFをディセーブルにするno ip route-cache cefインターフェ
イスコンフィギュレーションコマンドが表示されますが、デバッグ以外の目的でインターフェ

イス上で CEFまたは dCEFをディセーブルにしないようにしてください。

注意

ディセーブルであるCEFまたはdCEFをグローバルにイネーブルにしたり、ソフトウェア転送
トラフィックのインターフェイス上で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

グ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：

ステップ 1

Device# configure terminal

非スタッキングスイッチで CEFの動作をイネーブ
ルにします。

ip cef

例：

ステップ 2

ステップ 4に進みます。
Device(config)# ip cef

アクティブスイッチで CEFの動作をイネーブルに
します。

ip cef distributed

例：

ステップ 3

Device(config)# ip cef distributed

イン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：

Device(config)# interface gigabitethernet 1/0/1

ステップ 4

ソフトウェア転送トラフィック用のインターフェイ

スで CEFをイネーブルにします。
ip route-cache cef

例：

ステップ 5

Device(config-if)# ip route-cache cef

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 6

Device(config-if)# end
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目的コマンドまたはアクション

すべてのインターフェイスの CEFステータスを表
示します。

show ip cef

例：

ステップ 7

Device# show ip cef

（任意）非スタッキングスイッチの CEF関連イン
ターフェイス情報を表示します。

show cef linecard [detail]

例：

ステップ 8

Device# show cef linecard detail

（任意）スタック内のすべてのスイッチ、または指

定されたスイッチに対して、スイッチの CEF関連
show cef linecard [slot-number] [detail]

例：

ステップ 9

インターフェイス情報をスタックメンバ別に表示

します。Device# show cef linecard 5 detail

（任意）slot-numberには、スタックメンバーのス
イッチ番号を入力します。

すべてのインターフェイスまたは指定されたイン

ターフェイスの詳細な CEF情報を表示します。
show cef interface [interface-id]

例：

ステップ 10

Device# show cef interface gigabitethernet 1/0/1

CEFの隣接テーブル情報を表示します。show adjacency

例：

ステップ 11

Device# show adjacency

（任意）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：

ステップ 12

Device# copy running-config startup-config

等コストルーティングパスの個数

等コストルーティングパスに関する情報

同じネットワークへ向かう同じメトリックのルートが複数ルータに格納されている場合、これ

らのルートは等価コストを保有していると見なされます。ルーティングテーブルに複数の等コ

ストルートが含まれる場合は、これらをパラレルパスと呼ぶこともあります。ネットワーク

への等コストパスがルータに複数格納されている場合、ルータはこれらを同時に使用できま

す。パラレルパスを使用すると、パスに障害が発生した場合に冗長性を確保できます。また、

使用可能なパスにパケットの負荷を分散し、使用可能な帯域幅を有効利用することもできま

す。等コストルートは、スタック内の各スイッチでサポートされます。
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等コストルートはルータによって自動的に取得、設定されますが、ルーティングテーブルの

IPルーティングプロトコルでサポートされるパラレルパスの最大数は制御可能です。スイッ
チソフトウェアでは最大 32の等コストルーティングが許可されていますが、スイッチハー
ドウェアはルートあたり 17パス以上は使用しません。

等コストルーティングパスの設定方法

手順

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 1

Device# configure terminal

ルータコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

router {rip | ospf| eigrp}

例：

ステップ 2

Device(config)# router eigrp 10

プロトコルルーティングテーブルのパラレルパス

の最大数を設定します。指定できる範囲は 1～ 16
maximum-paths maximum

例：

ステップ 3

です。ほとんどの IPルーティングプロトコルでデ
フォルトは 4です。Device(config-router)# maximum-paths 2

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 4

Device(config-router)# end

Maximum pathフィールドの設定を確認します。show ip protocols

例：

ステップ 5

Device# show ip protocols

（任意）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：

ステップ 6

Device# copy running-config startup-config
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スタティックユニキャストルート

スタティックユニキャストルートに関する情報

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。

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。ただし、ア

ドミニストレーティブディスタンスの値を割り当て、スタティックルートをダイナミックルー

ティング情報で上書きできます。各ダイナミックルーティングプロトコルには、デフォルト

のアドミニストレーティブディスタンスが設定されています（表 10を参照）。ダイナミック
ルーティングプロトコルの情報でスタティックルートを上書きする場合は、スタティックルー

トのアドミニストレーティブディスタンスがダイナミックプロトコルのアドミニストレーティ

ブディスタンスよりも大きな値になるように設定します。

表 7 : ダイナミックルーティングプロトコルのデフォルトのアドミニストレーティブディスタンス

デフォルト距離ルートの送信元

0接続されているインターフェイス

1スタティックルート

5EIGRPサマリールート

90内部 EIGRP

100IGRP

110OSPF

225不明（Unknown）

インターフェイスを指し示すスタティックルートは、RIP、IGRP、およびその他のダイナミッ
クルーティングプロトコルを通してアドバタイズされます。redistributeスタティックルータ
コンフィギュレーションコマンドが、これらのルーティングプロトコルに対して指定されて

いるかどうかは関係ありません。これらのスタティックルートがアドバタイズされるのは、イ

ンターフェイスを指し示すスタティックルートが接続された結果、静的な性質を失ったとルー

ティングテーブルで見なされるためです。ただし、networkコマンドで定義されたネットワー
ク以外のインターフェイスに対してスタティックルートを定義する場合は、ダイナミックルー

ティングプロトコルに redistributeスタティックコマンドを指定しない限り、ルートはアドバ
タイズされません。

インターフェイスがダウンすると、ダウンしたインターフェイスを経由するすべてのスタティッ

クルートが IPルーティングテーブルから削除されます。転送ルータのアドレスとして指定さ
れたアドレスへ向かう有効なネクストホップがスタティックルート内に見つからない場合は、

IPルーティングテーブルからそのスタティックルートも削除されます。
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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。

スタティックルートを設定するには、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モードをイネーブルにします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

グ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：

ステップ 2

Device# configure terminal

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

例：

ステップ 3

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

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 4

Device(config)# end

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：

ステップ 5

Device# show ip route

（任意）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：

ステップ 6

Device# copy running-config startup-config
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次のタスク

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

ルートはデバイスに保持されます。

デフォルトのルートおよびネットワーク

デフォルトのルートおよびネットワークに関する情報

ルータは、他のすべてのネットワークへのルートを学習できません。完全なルーティング機能

を実現するには、一部のルータをスマートルータとして使用し、それ以外のルータのデフォル

トルートをスマートルータ宛てに指定します（スマートルータにはインターネットワーク全

体のルーティングテーブルに関する情報が格納されます）。これらのデフォルトルートは動

的に学習できますが、ルータごとに設定することもできます。ほとんどのダイナミックな内部

ルーティングプロトコルには、スマートルータを使用してデフォルト情報を動的に生成し、

他のルータに転送するメカニズムがあります。

指定されたデフォルトネットワークに直接接続されたインターフェイスがルータに存在する場

合は、そのデバイス上で動作するダイナミックルーティングプロトコルによってデフォルト

ルートが生成されます。RIPの場合は、疑似ネットワーク 0.0.0.0がアドバタイズされます。

ネットワークのデフォルトを生成しているルータには、そのルータ自身のデフォルトルートも

指定する必要があります。ルータが自身のデフォルトルートを生成する方法の1つは、適切な
デバイスを経由してネットワーク 0.0.0.0に至るスタティックルートを指定することです。

ダイナミックルーティングプロトコルによってデフォルト情報を送信するときは、特に設定

する必要はありません。ルーティングテーブルは定期的にスキャンされ、デフォルトルート

として最適なデフォルトネットワークが選択されます。IGRPネットワークでは、システムの
デフォルトネットワークの候補が複数存在する場合もあります。Ciscoルータでは、デフォル
トルートまたは最終ゲートウェイを設定するため、アドミニストレーティブディスタンスお

よびメトリック情報を使用します。

ダイナミックなデフォルト情報がシステムに送信されない場合は、ipdefault-networkグローバ
ルコンフィギュレーションコマンドを使用し、デフォルトルートの候補を指定します。この

ネットワークが任意の送信元のルーティングテーブルに格納されている場合は、デフォルト

ルートの候補としてフラグ付けされます。ルータにデフォルトネットワークのインターフェイ

スが存在しなくても、そこへのパスが格納されている場合、そのネットワークは1つの候補と
見なされ、最適なデフォルトパスへのゲートウェイが最終ゲートウェイになります。

デフォルトのルートおよびネットワークの設定方法

手順

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 1
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目的コマンドまたはアクション

Device# configure terminal

デフォルトネットワークを指定します。ip default-network network number

例：

ステップ 2

Device(config)# ip default-network 1

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 3

Device(config)# end

最終ゲートウェイで選択されたデフォルトルートを

表示します。

show ip route

例：

ステップ 4

Device# show ip route

（任意）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：

ステップ 5

Device# copy running-config startup-config

ルーティング情報を再配信するためのルートマップ

ルートマップの概要

スイッチでは複数のルーティングプロトコルを同時に実行し、ルーティングプロトコル間で

情報を再配信できます。ルーティングプロトコル間での情報の再配信は、サポートされている

すべての IPベースルーティングプロトコルに適用されます。

2つのドメイン間で拡張パケットフィルタまたはルートマップを定義することにより、ルー
ティングドメイン間でルートの再配信を条件付きで制御することもできます。matchおよび
setルートマップコンフィギュレーションコマンドは、ルートマップの条件部を定義します。
matchコマンドは、条件が一致する必要があることを指定しています。setコマンドは、ルー
ティングアップデートがmatchコマンドで定義した条件を満たす場合に行われる処理を指定し
ます。再配信はプロトコルに依存しない機能ですが、matchおよび setルートマップコンフィ
ギュレーションコマンドの一部は特定のプロトコル固有のものです。

matchコマンドのあとに、setコマンドおよび route-map コマンドをそれぞれ 1つまたは複数
指定します。matchコマンドを指定しない場合は、すべて一致すると見なされます。setコマ
ンドを指定しない場合、一致以外の処理はすべて実行されません。このため、少なくとも1つ
の matchまたは setコマンドを指定する必要があります。
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setルートマップコンフィギュレーションコマンドを使用しないルートマップは、CPUに送
信されるので、CPUの使用率が高くなります。

（注）

ルートマップステートメントは、permitまたは denyとして識別することもできます。ステー
トメントが拒否としてマークされている場合、一致基準を満たすパケットは通常の転送チャネ

ルを通じて送り返されます（宛先ベースルーティング）、ステートメントが許可としてマーク

されている場合は、一致基準を満たすパケットに setコマンドが適用されます。一致基準を満
たさないパケットは、通常のルーティングチャネルを通じて転送されます。

ルートマップの設定方法

次に示すステップ 3～ 14はそれぞれ任意ですが、少なくとも 1つのmatchルートマップコン
フィギュレーションコマンド、および 1つの setルートマップ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。

キーワードは、ルート配信を制御する手順で定義されているものと同じです。（注）

手順

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 1

Device# configure terminal

再配信を制御するために使用するルートマップを

定義し、ルートマップコンフィギュレーション

モードを開始します。

route-map map-tag [permit | deny] [sequence number]

例：

Device(config)# route-map rip-to-ospf permit 4

ステップ 2

map-tag：ルートマップ用のわかりやすい名前を指
定します。redistributeルータコンフィギュレー
ションコマンドはこの名前を使用して、このルー

トマップを参照します。複数のルートマップで同

じマップタグ名を共有できます。

（任意）permitが指定され、このルートマップの
一致条件が満たされている場合は、setアクション
の制御に従ってルートが再配信されます。denyが
指定されている場合、ルートは再配信されません。

sequencenumber（任意）：同じ名前によってすでに
設定されているルートマップのリスト内で、新し

いルートマップの位置を指定する番号です。
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目的コマンドまたはアクション

指定されたルートメトリックと一致させます。

metric-valueには、0～ 4294967295の値が指定され
た、EIGRPのメトリックを指定できます。

match metric metric-value

例：

Device(config-route-map)# match metric 2000

ステップ 3

指定されたアクセスリスト（番号1～199）のいず
れかで送信される、ネクストホップのルータアド

レスと一致させます。

match ip next-hop {access-list-number |
access-list-name} [...access-list-number |
...access-list-name]

例：

ステップ 4

Device(config-route-map)# match ip next-hop 8 45

1つまたは複数のルートタグ値からなるリスト内の
指定されたタグ値と一致させます。0～4294967295
の整数を指定できます。

match tag tag value [...tag-value]

例：

Device(config-route-map)# match tag 3500

ステップ 5

指定されたインターフェイスの1つから、指定され
たネクストホップへのルートと一致させます。

match interface type number [...type number]

例：

ステップ 6

Device(config-route-map)# match interface
gigabitethernet 1/0/1

アドバタイズされた指定のアクセスリストによっ

て指定したアドレスに一致します。

match ip route-source {access-list-number |
access-list-name} [...access-list-number |
...access-list-name]

ステップ 7

例：

Device(config-route-map)# match ip route-source
10 30

指定された route-typeと一致させます。match route-type {local | internal | external [type-1 |
type-2]}

ステップ 8

• internal：OSPFエリア内およびエリア間ルー
ト、または EIGRP内部ルート。例：

Device(config-route-map)# match route-type local • external：OSPF外部ルート（タイプ 1または
タイプ 2）または EIGRP外部ルート。

再配布されるルートを指定するためのメトリック値

を設定します（EIGRPのみ）。metric valueは
-294967295～ 294967295の整数です。

set metric metric value

例：

Device(config-route-map)# set metric 100

ステップ 9

再配布されるルートを指定するためのメトリック値

を設定します（EIGRPのみ）。
set metric bandwidth delay reliability loading mtu

例：

ステップ 10
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目的コマンドまたはアクション

Device(config-route-map)# set metric 10000 10
255 1 1500

• bandwidth：0～ 4294967295の範囲のルートの
メトリック値または IGRP帯域幅（キロビット/
秒単位）。

• delay：0～4294967295の範囲のルート遅延（10
マイクロ秒単位）。

• reliability：0～ 255の数値で表されるパケット
伝送の成功可能性。255は信頼性が 100%であ
ること、0は信頼性がないことを意味します。

• loading：0～ 255の数値で表されるルートの有
効帯域幅（255は 100%の負荷）。

• mtu：ルートのMTUの最小サイズ（バイト単
位）。範囲は 0～ 4294967295です。

再配信されるルートに OSPF外部メトリックタイ
プを設定します。

set metric-type {type-1 | type-2}

例：

ステップ 11

Device(config-route-map)# set metric-type type-2

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 12

Device(config-route-map)# end

設定を確認するため、設定されたすべてのルート

マップ、または指定されたルートマップだけを表

示します。

show route-map

例：

Device# show route-map

ステップ 13

（任意）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：

ステップ 14

Device# copy running-config startup-config

ルート配信の制御方法

次に示すステップ 3～ 14はそれぞれ任意ですが、少なくとも 1つのmatchルートマップコン
フィギュレーションコマンド、および 1つの setルートマップ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。
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キーワードは、再配信用にルートマップを設定する手順で定義されているものと同じです。（注）

ルーティングプロトコルのメトリックを、必ずしも別のルーティングプロトコルのメトリッ

クに変換する必要はありません。たとえば、RIPメトリックはホップカウントで、IGRPメト
リックは5つの特性の組み合わせです。このような場合は、メトリックを独自に設定し、再配
信されたルートに割り当てます。ルーティング情報を制御せずにさまざまなルーティングプロ

トコル間で交換するとルーティングループが発生し、ネットワーク動作が著しく低下すること

があります。

メトリック変換の代わりに使用されるデフォルトの再配信メトリックが定義されていない場合

は、ルーティングプロトコル間で自動的にメトリック変換が発生することがあります。

• RIPはスタティックルートを自動的に再配信できます。スタティックルートにはメトリッ
ク 1（直接接続）が割り当てられます。

•デフォルトモードになっている場合、どのプロトコルも他のルーティングプロトコルを
再配信できます。

手順

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 1

Device# configure terminal

ルータコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

router {rip | ospf | eigrp}

例：

ステップ 2

Device(config)# router eigrp 10

ルーティングプロトコル間でルートを再配信しま

す。route-mapを指定しないと、すべてのルートが再
redistribute protocol [process-id] {level-1 | level-1-2 |
level-2} [metric metric-value] [metric-type type-value]
[match internal | external type-value] [tag tag-value]
[route-map map-tag] [weight weight] [subnets]

ステップ 3

配信されます。キーワード route-mapに map-tagを
指定しないと、ルートは配信されません。

例：

Device(config-router)# redistribute eigrp 1

現在のルーティングプロトコルが、再配信されたす

べてのルートに対して同じメトリック値を使用する

ように設定します（RIP、OSPF）。

default-metric number

例：

Device(config-router)# default-metric 1024

ステップ 4
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目的コマンドまたはアクション

EIGRPルーティングプロトコルが、EIGRP以外で
再配信されたすべてのルートに対して同じメトリッ

ク値を使用するように設定します。

default-metric bandwidth delay reliability loading mtu

例：

Device(config-router)# default-metric 1000 100
250 100 1500

ステップ 5

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 6

Device(config-router)# end

設定を確認するため、設定されたすべてのルート

マップ、または指定されたルートマップだけを表示

します。

show route-map

例：

Device# show route-map

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：

ステップ 8

Device# copy running-config startup-config

Policy-Based Routing：ポリシーベースルーティング

ポリシーベースルーティングの概要

PBRを使用すると、トラフィックフローに定義済みポリシーを設定できます。PBRを使用し
てルーティングをより細かく制御するには、ルーティングプロトコルから取得したルートの信

頼度を小さくします。PBRは、次の基準に基づいて、パスを許可または拒否するルーティング
ポリシーを設定したり、実装したりできます。

•特定のエンドシステムの ID

•アプリケーション

•プロトコル

PBRを使用すると、等価アクセスや送信元依存ルーティング、インタラクティブ対バッチト
ラフィックに基づくルーティング、専用リンクに基づくルーティングを実現できます。たとえ

ば、在庫記録を本社に送信する場合は高帯域で高コストのリンクを短時間使用し、電子メール

など日常的に使用するアプリケーションデータは低帯域で低コストのリンクで送信できます。

PBRがイネーブルの場合は、アクセスコントロールリスト（ACL）を使用してトラフィック
を分類し、各トラフィックがそれぞれ異なるパスを経由するようにします。PBRは着信パケッ
トに適用されます。PBRがイネーブルのインターフェイスで受信されたすべてのパケットは、
ルートマップを通過します。ルートマップで定義された基準に基づいて、パケットは適切な

ネクストホップに転送（ルーティング）されます。
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•許可とマークされているルートマップ文は次のように処理されます。

• matchコマンドは長さまたは複数の ACLで照合できます。ルートマップ文には複数
のmatchコマンドを含めることができます。論理関数またはアルゴリズム関数は、許
可または拒否の決定がされるまで、すべての matchコマンドで実行されます。

次に例を示します。

match length A B

match ip address acl1 acl2

match ip address acl3

パケットは、match length A Bまたは acl1または acl2または acl3により許可される場合に
許可されます。

•決定が許可の場合は、setコマンドで指定されたアクションがパケットで適用されま
す。

•下された決定が拒否の場合は、PBRアクション（setコマンドで指定された）が適用
されません。代わりに、処理ロジックが、シーケンス内の次のルートマップ文（シー

ケンス番号が次に高い文）に移動します。次の文が存在しない場合は、PBR処理が終
了し、パケットがデフォルトの IPルーティングテーブルを使用してルーティングさ
れます。

• PBRでは、拒否としてマークされているルートマップステートメントはサポートされま
せん。

標準 IPACLを使用すると、アプリケーション、プロトコルタイプ、またはエンドステーショ
ンに基づいて一致基準を指定するように、送信元アドレスまたは拡張 IP ACLの一致基準を指
定できます。一致が見つかるまで、ルートマップにこのプロセスが行われます。一致が見つか

らない場合、通常の宛先ベースルーティングが行われます。matchステートメントリストの末
尾には、暗黙の拒否ステートメントがあります。

match句が満たされた場合は、set句を使用して、パス内のネクストホップルータを識別する
IPアドレスを指定できます。

PBRコマンドおよびキーワードの詳細については、『Cisco IOS IP Command Reference, Volume
2 of 3: Routing Protocols』を参照してください。

PBRの設定方法

• PBRを使用するには、スイッチまたはスタックマスター上で IP Liteフィーチャセットを
有効にしておく必要があります。

•マルチキャストトラフィックには、ポリシーによるルーティングが行われません。PBR
が適用されるのはユニキャストトラフィックだけです。

•ルーテッドポートまたは SVI上で、PBRをイネーブルにできます。

•スイッチは一致長に基づき PBRをサポートします。
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•レイヤ 3モードの EtherChannelポートチャネルにはポリシールートマップを適用できま
すが、EtherChannelのメンバーである物理インターフェイスには適用できません。適用し
ようとすると、コマンドが拒否されます。ポリシールートマップが適用されている物理

インターフェイスは、EtherChannelのメンバーになることができません。

•スイッチまたはスイッチスタックには最大 128個の IPポリシールートマップを定義でき
ます。

•スイッチまたはスイッチスタックには、PBR用として最大 512個のアクセスコントロー
ルエントリ（ACE）を定義できます。

•ルートマップに一致基準を設定する場合は、次の注意事項に従ってください。

•ローカルアドレス宛てのパケットを許可する ACLと照合させないでください。PBR
がこれらのパケットを転送するため、pingまたは Telnetの失敗やルートプロトコル
のフラッピングを発生させる可能性があります。

• VRFと PBRは、スイッチインターフェイス上で相互に排他的です。PBRがインターフェ
イスでイネーブルになっているときは、VRFをイネーブルにはできません。その反対の場
合も同じで、VRFがインターフェイスでイネーブルになっているときは、PBRをイネー
ブルにできません。

• PBRで使用されるハードウェアエントリ数は、ルートマップ自体、使用される ACL、
ACLおよびルートマップエントリの順序によって異なります。

• TOS、DSCP、および IP Precedenceに基づく PBRはサポートされません。

• set interface、set default next-hop、および set default interfaceはサポートされません。

• ip next-hop recursiveおよび ip next-hop verify availability機能は使用できません。next-hop
は、直接接続される必要があります。

• setアクションのないポリシーマップはサポートされます。一致パケットは通常どおりに
ルーティングされます。

• match句のないポリシーマップはサポートされます。setアクションはすべてのパケット
に適用されます。

デフォルトでは、PBRはスイッチ上でディセーブルです。PBRを有効にするには、一致基準
および結果アクションを指定するルートマップを作成する必要があります。次に、特定のイン

ターフェイスでそのルートマップ用の PBRをイネーブルにします。指定したインターフェイ
スに着信したパケットのうち、match句と一致したものはすべて PBRの対象になります。

スイッチで生成されたパケットまたはローカルパケットは、通常どおりにポリシールーティ

ングされません。スイッチ上でローカルPBRをグローバルにイネーブルにすると、そのスイッ
チから送信されたすべてのパケットがローカル PBRの影響を受けます。ローカル PBRは、デ
フォルトでディセーブルに設定されています。
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手順

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 1

Device# configure terminal

パケットの出力場所を制御するために使用するルー

トマップを定義し、ルートマップのコンフィギュ

レーションモードを開始します。

route-map map-tag [permit] [sequence number]

例：

Device(config)# route-map pbr-map permit

ステップ 2

• map-tag — ルートマップ用のわかりやすい名
前。 ip policy route-map インターフェイス

コンフィギュレーションコマンドは、この名

前を使用して、このルートマップを参照しま

す。同じmap-tagがある複数の route-map文は、
1つの route-mapを定義します。

•（任意） permit — permit が指定され、こ
のルートマップの一致条件が満たされている

場合は、setアクションの制御に従ってルート
がポリシールーティングされます。

•（任意） sequence number — シーケンス番号
は、特定のルートマップ内の route-mapステー
トメントの位置を示します。

1つ以上の標準または拡張アクセスリストで許可さ
れている送信元および宛先 IPアドレスを照合しま

match ip address {access-list-number | access-list-name}
[access-list-number |...access-list-name]

例：

ステップ 3

す。ACLは、複数の送信元および宛先 IPアドレス
でも照合できます。Device(config-route-map)# match ip address 110

140
matchコマンドを指定しない場合、ルートマップ
はすべてのパケットに適用されます。

パケット長と照合します。match length min max

例：

ステップ 4

Device(config-route-map)# match length 64 1500

基準と一致するパケットの動作を指定します。パ

ケットのルーティング先となるネクストホップを

set ip next-hop ip-address [...ip-address]

例：

ステップ 5

設定します（ネクストホップは隣接している必要

があります）。
Device(config-route-map)# set ip next-hop
10.1.6.2

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：

ステップ 6

Device(config-route-map)# exit
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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

を開始し、設定するインタフェースを指定します。

interface interface-id

例：

ステップ 7

Device(config)# interface gigabitethernet 1/0/1

レイヤ 3インターフェイス上で PBRを有効にし、
使用するルートマップを識別します。1つのイン

ip policy route-map map-tag

例：

ステップ 8

ターフェイスに設定できるルートマップは、1つだ
Device(config-if)# ip policy route-map pbr-map

けです。ただし、異なるシーケンス番号を持つ複数

のルートマップエントリを設定できます。これら

のエントリは、最初の一致が見つかるまで、シーケ

ンス番号順に評価されます。一致が見つからない場

合、パケットは通常どおりにルーティングされま

す。

（任意）PBRの高速スイッチングを有効にします。
PBRの高速スイッチングを有効にするには、PBR
を有効にする必要があります。

ip route-cache policy

例：

Device(config-if)# ip route-cache policy

ステップ 9

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：

ステップ 10

Device(config-if)# exit

（任意）ローカル PBRを有効にして、スイッチか
ら送信されるパケットに PBRを実行します。ロー

ip local policy route-map map-tag

例：

ステップ 11

カル PBRは、スイッチによって生成されるパケッ
Device(config)# ip local policy route-map
local-pbr トに適用されます。着信パケットには適用されませ

ん。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 12

Device(config)# end

（任意）設定を確認するため、設定されたすべての

ルートマップ、または指定されたルートマップだ

けを表示します。

show route-map [map-name]

例：

Device# show route-map

ステップ 13

（任意）インターフェイスに付加されたポリシー

ルートマップを表示します。

show ip policy

例：

ステップ 14

Device# show ip policy

（任意）ローカル PBRが有効であるかどうか、お
よび有効である場合は使用されているルートマッ

プを表示します。

show ip local policy

例：

Device# show ip local policy

ステップ 15
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ルーティング情報のフィルタリング

ルーティングプロトコル情報をフィルタリングする場合は、以下の作業を実行します。

OSPFプロセス間でルートが再配信される場合、OSPFメトリックは保持されません。（注）

受動インターフェイスの設定

ローカルネットワーク上の他のルータが動的にルートを取得しないようにするには、

passive-interfaceルータコンフィギュレーションコマンドを使用し、ルーティングアップデー
トメッセージがルータインターフェイスから送信されないようにします。OSPFプロトコルで
このコマンドを使用すると、パッシブに指定したインターフェイスアドレスがOSPFドメイン
のスタブネットワークとして表示されます。OSPFルーティング情報は、指定されたルータイ
ンターフェイスから送受信されません。

多数のインターフェイスが存在するネットワークで、インターフェイスを手動でパッシブに設

定する作業を回避するには、passive-interfacedefaultルータコンフィギュレーションコマンド
を使用し、すべてのインターフェイスをデフォルトでパッシブになるように設定します。この

あとで、隣接関係が必要なインターフェイスを手動で設定します。

パッシブとしてイネーブルにしたインターフェイスを確認するには、show ip ospf interfaceな
どのネットワークモニタリング用特権EXECコマンドを使用します。アクティブとしてイネー
ブルにしたインターフェイスを確認するには、show ip interface特権 EXECコマンドを使用し
ます。

手順

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 1

Device# configure terminal

ルータコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

router {rip | ospf | eigrp}

例：

ステップ 2

Device(config)# router ospf

指定されたレイヤ 3インターフェイス経由のルー
ティングアップデートの送信を抑制します。

passive-interface interface-id

例：

ステップ 3

Device(config-router)# passive-interface
gigabitethernet 1/0/1
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目的コマンドまたはアクション

（任意）すべてのインターフェイスを、デフォルト

でパッシブとなるように設定します。

passive-interface default

例：

ステップ 4

Device(config-router)# passive-interface default

（任意）隣接関係を送信する必要があるインター

フェイスだけをアクティブにします。

no passive-interface interface type

例：

ステップ 5

Device(config-router)# no passive-interface
gigabitethernet1/0/3 gigabitethernet 1/0/5

（任意）ルーティングプロセス用のネットワーク

リストを指定します。network-addressは IPアドレス
です。

network network-address

例：

Device(config-router)# network 10.1.1.1

ステップ 6

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 7

Device(config-router)# end

（任意）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：

ステップ 8

Device# copy running-config startup-config

ルーティングアップデートのアドバタイズおよび処理の制御

アクセスコントロールリストと distribute-listルータコンフィギュレーションコマンドを組
み合わせて使用すると、ルーティングアップデート中にルートのアドバタイズを抑制し、他の

ルータが 1つまたは複数のルートを取得しないようにできます。この機能を OSPFで使用した
場合は外部ルートにだけ適用されるため、インターフェイス名を指定できません。

distribute-listルータコンフィギュレーションコマンドを使用し、着信したアップデートのリ
ストのうち特定のルートを処理しないようにすることもできます。（OSPFにこの機能は適用
されません）。

手順

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 1

Device# configure terminal
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目的コマンドまたはアクション

ルータコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

router {rip | eigrp}

例：

ステップ 2

Device(config)# router eigrp 10

アクセスリスト内のアクションに応じて、ルーティ

ングアップデート内のルートのアドバタイズを許可

または拒否します。

distribute-list {access-list-number | access-list-name} out
[interface-name | routing process |
autonomous-system-number]

例：

ステップ 3

Device(config-router)# distribute 120 out
gigabitethernet 1/0/7

アップデートにリストされたルートの処理を抑制し

ます。

distribute-list {access-list-number | access-list-name} in
[type-number]

例：

ステップ 4

Device(config-router)# distribute-list 125 in

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 5

Device(config-router)# end

（任意）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：

ステップ 6

Device# copy running-config startup-config

ルーティング情報の送信元のフィルタリング

一部のルーティング情報が他の情報よりも正確な場合があるため、フィルタリングを使用し

て、さまざまな送信元から送られる情報にプライオリティを設定できます。「アドミニスト

レーティブディスタンス」は、ルータやルータのグループなど、ルーティング情報の送信元の

信頼性を示す数値です。大規模ネットワークでは、他のルーティングプロトコルよりも信頼で

きるルーティングプロトコルが存在する場合があります。アドミニストレーティブディスタ

ンスの値を指定すると、ルータはルーティング情報の送信元をインテリジェントに区別できる

ようになります。常にルーティングプロトコルのアドミニストレーティブディスタンスが最

短（値が最小）であるルートが選択されます。

各ネットワークには独自の要件があるため、アドミニストレーティブディスタンスを割り当て

る一般的な注意事項はありません。
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手順

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 1

Device# configure terminal

ルータコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

router {rip | ospf | eigrp}

例：

ステップ 2

Device(config)# router eigrp 10

アドミニストレーティブディスタンスを定義しま

す。

distanceweight {ip-address {ip-address mask}} [ip access
list]

例：

ステップ 3

weight：アドミニストレーティブディスタンスは10
～ 255の整数です。単独で使用した場合、weightは

Device(config-router)# distance 50 10.1.5.1
デフォルトのアドミニストレーティブディスタンス

を指定します。ルーティング情報の送信元に他の指

定がない場合に使用されます。アドミニストレー

ティブディスタンスが 255のルートはルーティング
テーブルに格納されません。

（任意）ip access list：着信ルーティングアップデー
トに適用される IP標準または IP拡張アクセスリス
トです。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 4

Device(config-router)# end

指定されたルーティングプロセス用のデフォルトの

アドミニストレーティブディスタンスを表示しま

す。

show ip protocols

例：

Device# show ip protocols

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：

ステップ 6

Device# copy running-config startup-config
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認証キーの管理

キー管理を使用すると、ルーティングプロトコルで使用される認証キーを制御できます。一部

のプロトコルでは、キー管理を使用できません。認証キーは EIGRPおよび RIPバージョン 2
で使用できます。

前提条件

認証キーを管理する前に、認証をイネーブルにする必要があります。プロトコルに対して認証

をイネーブルにする方法については、該当するプロトコルについての説明を参照してくださ

い。認証キーを管理するには、キーチェーンを定義してそのキーチェーンに属するキーを識

別し、各キーの有効期間を指定します。各キーには、ローカルにストアされる独自のキー ID
（key numberキーチェーンコンフィギュレーションコマンドで指定）があります。キー ID、
およびメッセージに関連付けられたインターフェイスの組み合わせにより、使用中の認証アル

ゴリズムおよびMessage Digest 5（MD5）認証キーが一意に識別されます。

認証キーの設定方法

有効期間が指定された複数のキーを設定できます。存在する有効なキーの数にかかわらず、送

信される認証パケットは1つだけです。最小の番号から順にキー番号が調べられ、最初に見つ
かった有効なキーが使用されます。キー変更中は、有効期間が重なっても問題ありません。こ

れらの有効期間は、ルータに通知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

グ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 1

Device# configure terminal

キーチェーンを識別し、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。

key chain name-of-chain

例：

ステップ 2

Device(config)# key chain key10

キー番号を識別します。指定できる範囲は 0～
2147483647です。

key number

例：

ステップ 3

Device(config-keychain)# key 2000

キーストリングを確認します。ストリングには 1～
80文字の大文字および小文字の英数字を指定できま
すが、最初の文字に数字を指定できません。

key-string text

例：

Device(config-keychain)# Room 20, 10th floor

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）キーを受信できる期間を指定します。accept-lifetime start-time {infinite | end-time | duration
seconds}

ステップ 5

start-timeおよび end-time構文には、hh:mm:ss Month
date yearまたは hh:mm:ss date Month yearのいずれか例：

を使用できます。デフォルトは、デフォルトの
Device(config-keychain)# accept-lifetime 12:30:00
Jan 25 1009 infinite start-time以降、無制限です。指定できる最初の日付

は 1993年 1月 1日です。デフォルトの end-timeお
よび durationは infiniteです。

（任意）キーを送信できる期間を指定します。send-lifetime start-time {infinite | end-time | duration
seconds}

ステップ 6

start-timeおよび end-time構文には、hh:mm:ss Month
date yearまたは hh:mm:ss date Month yearのいずれか例：

を使用できます。デフォルトは、デフォルトの
Device(config-keychain)# accept-lifetime 23:30:00
Jan 25 1019 infinite start-time以降、無制限です。指定できる最初の日付

は 1993年 1月 1日です。デフォルトの end-timeお
よび durationは infiniteです。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 7

Device(config-keychain)# end

認証キーの情報を表示します。show key chain

例：

ステップ 8

Device# show key chain

（任意）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：

ステップ 9

Device# copy running-config startup-config

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。

表 8 : 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

目的コマンド

1つまたは複数のルートを IPルーティング
テーブルから消去します。

clear ip route {network [mask | *]}
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目的コマンド

アクティブなルーティングプロトコルプロセ

スのパラメータおよびステートを表示します。

show ip protocols

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]]
| [protocol [process-id]]

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

スーパーネットを表示します。show ip route supernets-only

IPトラフィックのスイッチングに使用される
ルーティングテーブルを表示します。

show ip cache

設定されたすべてのルートマップ、または指

定した1つのルートマップだけを表示します。
show route-map [map-name]
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