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表記法
このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。
表記法

説明

^ または Ctrl

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

太字

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

Italic フォント

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

courier

フォント

太字の courier

フォン

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

ト
[x]

角カッコの中の要素は、省略可能です。

...

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

表記法

説明

|

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

[x | y]

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

{x | y}

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

[x {y | z}]

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

string

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

<>

パスワードのように出力されない文字は、山カッコで囲んで示していま
す。

[]

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

!、#

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

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

（注）

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

ヒント

「問題解決に役立つ情報」です。

注意

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

警告

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

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
This warning symbol means danger.You are in a situation that could cause bodily injury.Before you work
on any equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry and be familiar with standard
practices for preventing accidents.Use the statement number provided at the end of each warning to locate
its translation in the translated safety warnings that accompanied this device.Statement 1071
SAVE THESE INSTRUCTIONS

関連資料
（注）

スイッチをインストールまたはアップグレードする前に、スイッチのリリース ノートを参照
してください。
• 次の URL にある Cisco Catalyst 3850 シリーズ スイッチ のマニュアル：
Http://www.cisco.com/go/cat3850_docs
• 次の URL にある Cisco SFP、SFP+、および QSFP+ モジュールのマニュアル（互換性マトリ
クスを含む）：
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps5455/tsd_products_support_series_home.html
• 次の URL にある Cisco Validated Design（CVD）のマニュアル：
http://www.cisco.com/go/designzone

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

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

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

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

表 1：コマンド モードの概要

モード

Access Method

ユーザ EXEC

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

プロンプト
Device>

終了方法

モードの用途

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

特権 EXEC

ユーザ EXEC
モードで、enable
コマンドを入力し
ます。

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

VLAN コンフィ
ギュレーション

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

Device#

Device(config)#

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

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

Device(config-vlan)#
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コマンド モード

モード

Access Method

プロンプト

終了方法

モードの用途

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

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

Device(config-if)#

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

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

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

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

Device(config-line)#

このモードを使用
して、端末回線の
パラメータを設定
します。
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Access Method

モード

プロンプト

終了方法

モードの用途

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

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

コマンドの no 形式および default 形式
大部分のコンフィギュレーション コマンドに、no 形式があります。no 形式は一般に、特定の機
能または動作をディセーブルにする場合、あるいはコマンドの動作を取り消す場合に使用します。
たとえば、no shutdown インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用すると、イン
ターフェイスのシャットダウンが取り消されます。no キーワードなしでコマンドを使用すると、
ディセーブルにされた機能を再度イネーブルにしたり、デフォルトでディセーブルになっている
機能をイネーブルにすることができます。
コンフィギュレーション コマンドには、default 形式もあります。コマンドの default 形式は、コ
マンドの設定値をデフォルトに戻します。大部分のコマンドはデフォルトでディセーブルに設定
されているので、default 形式は no 形式と同じになります。ただし、デフォルトでイネーブルに
設定されていて、なおかつ変数が特定のデフォルト値に設定されているコマンドもあります。こ
れらのコマンドについては、default コマンドを使用すると、コマンドがイネーブルになり、変数
がデフォルト値に設定されます。
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CLI のエラー メッセージ
次の表に、CLI を使用してスイッチを設定するときに表示される可能性のあるエラー メッセージ
の一部を紹介します。
表 2：CLI の代表的なエラー メッセージ

エラー メッセージ

意味

ヘルプの表示方法

% Ambiguous command: "show
con"

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

% Incomplete command.

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

% Invalid input detected at
‘^’ marker.

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

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

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

（注）

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

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

help

コマンド モードのヘルプ システムの簡
単な説明を表示します。

例：
Device# help

ステップ 2

abbreviated-command-entry?

特定のストリングで始まるコマンドのリ
ストを表示します。

例：
Device# di?
dir disable disconnect

ステップ 3

コマンドの先頭部分 <Tab>

特定のコマンド名を補完します。

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

ステップ 4

?

特定のコマンド モードで使用可能なす
べてのコマンドをリストします。

例：
Device> ?

ステップ 5

command ?

コマンドに関連するキーワードを一覧表
示します。

例：
Device> show ?

ステップ 6

command keyword ?

キーワードに関連する引数を一覧表示し
ます。

例：
Device(config)# cdp holdtime ?
<10-255> Length of time (in sec)
that receiver must keep this
packet
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CLI を使用して機能を設定する方法
コマンド履歴の設定
入力したコマンドは、ソフトウェア側にコマンド履歴として残されます。コマンド履歴機能は、
アクセスコントロールリストの設定時など、長い複雑なコマンドまたはエントリを何度も入力し
なければならない場合、特に便利です。必要に応じて、この機能をカスタマイズできます。

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

手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1

目的

terminal history [size number-of-lines] 特権 EXEC モードで現在のターミナル セッショ
ン中にスイッチが記録するコマンドラインの数
例：
を変更します。サイズは 0 から 256 までの間で
Device# terminal history size 200
設定できます。

コマンドの呼び出し
履歴バッファにあるコマンドを呼び出すには、次の表に示すいずれかの操作を行います。これら
の操作は任意です。

（注）

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

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

Ctrl-P または up arrow
キーを使用します。

履歴バッファ内のコマンドを呼び出します。最後に実
行したコマンドが最初に呼び出されます。キーを押す
たびに、より古いコマンドが順次表示されます。
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コマンドまたはアクション 目的
ステップ 2

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

ステップ 3

show history
例：
Device# show history

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

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

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

terminal no history

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

例：
Device# terminal no history

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

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

terminal editing

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

例：
Device# terminal editing
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

terminal no editing

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

例：
Device# terminal no editing

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

（注）

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

表 3：編集コマンド

編集コマンド

説明

Ctrl-B またはleft arrow キーを使用します。

カーソルを 1 文字後退させます。

Ctrl-F またはright arrow キーを使用します。

カーソルを 1 文字前進させます。

Ctrl-A

コマンドラインの先頭にカーソルを移動しま
す。

Ctrl-E

カーソルをコマンド ラインの末尾に移動しま
す。

Esc B

カーソルを 1 単語後退させます。

Esc F

カーソルを 1 単語前進させます。

Ctrl-T

カーソルの左にある文字を、カーソル位置の文
字と置き換えます。

Delete または Backspace キー

カーソルの左にある文字を消去します。

Ctrl-D

カーソル位置にある文字を削除します。

Ctrl-K

カーソル位置からコマンド ラインの末尾までの
すべての文字を削除します。
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Ctrl-U または Ctrl-X

カーソル位置からコマンド ラインの先頭までの
すべての文字を削除します。

Ctrl-W

カーソルの左にある単語を削除します。

Esc D

カーソルの位置から単語の末尾までを削除しま
す。

Esc C

カーソル位置のワードを大文字にします。

Esc L

カーソルの場所にある単語を小文字にします。

Esc U

カーソルの位置から単語の末尾までを大文字に
します。

Ctrl-V または Esc Q

特定のキーストロークを実行可能なコマンド
（通常はショートカット）として指定します。

Return キー

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

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

Space bar

1 画面分下にスクロールします。

Ctrl-L または Ctrl-R

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

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

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

手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

access-list

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

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

ステッ
プ2

Ctrl-A

完全な構文をチェックします。

例：

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

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

ステッ
プ3

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

Return キー

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

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

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

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

出力を検索およびフィルタリングします。

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

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

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

（注）

スイッチ スタックを管理する場合は、1 つの CLI セッションを使用することを推奨します。
特定のスタック メンバ ポートを設定する場合は、CLI コマンド インターフェイス表記にスタック
メンバ番号を含めてください。
スタンバイ スイッチをデバッグするには、アクティブなスイッチから session standby ios 特権
EXEC コマンドを使用してスタンバイ スイッチの IOS コンソールにアクセスします。特定のス
タック メンバをデバッグするには、アクティブなスイッチから session switch stack-member-number
特権 EXEC コマンドを使用して、スタック メンバの診断シェルにアクセスします。これらのコマ
ンドの詳細情報については、スイッチ コマンド リファレンスを参照してください。

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

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
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Web GUI の使用に関する前提条件
有線 Web UI（デバイス マネージャ）のシステム要件
ハードウェア要件
表 4：最小ハードウェア要件

Processor Speed

DRAM

色数

解決策
（Resolution）

Font Size

233 MHz 以上

512 MB

256

1024 X 768

小

1

2

1
1 GHz を推奨します。
2
1 GB DRAM を推奨します。

ソフトウェア要件

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
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Web GUI の使用に関する情報

• - Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows 2003、または Windows 2000
• - Microsoft Internet Explorer 6.0 と 7.0、および Mozilla Firefox バージョン 26.0 まで、JavaScript
が有効であること。
ワイヤレス Web UI のソフトウェア要件
• オペレーティング システム
• Windows 7
• Windows 8
• Mac OS X 10.8
• ブラウザ：
• Google Chrome バージョン 35
• Microsoft Internet Explorer バージョン 10 または 11
• Mozilla Firefox バージョン 30 以降
• Safari バージョン 6.1

Web GUI の使用に関する情報
Web ブラウザ、つまり、グラフィカル ユーザ インターフェイス（GUI）は、各スイッチに組み込
まれています。
サービス ポート インターフェイスまたは管理インターフェイスを使用して GUI にアクセスでき
ますが、サービス ポート インターフェイスの使用をお勧めします。GUI のページ上部にある [Help]
をクリックすると、オンラインヘルプが表示されます。オンラインヘルプを表示するには、ブラ
ウザのポップアップ ブロッカを無効にする必要があります。

（注）

次の特殊文字は GUI ではサポートされていません：アンパサンド（&）、セミコロン（;）、
より小さい（<）。

Web GUI の機能
スイッチWeb GUI は次の機能をサポートします。
構成ウィザード：IP アドレスおよびローカル ユーザ名/パスワードの初期設定、または認証サーバ
での認証（必須特権 15）の後、ウィザードは最初の無線設定を完了するための手順を提供しま
す。[Configuration] > [Wizard] を起動し、次のことを設定するために、9 ステップの手順に従いま
す。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
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• 管理ユーザ
• SNMP システムの概要
• Management Port
• ワイヤレス管理
• RF Mobility と国番号
• モビリティ設定
• WLAN
• 802.11 設定
• 設定時間
[Monitor] タブ:
• 概要のスイッチ、クライアント、アクセス ポイントの詳細を表示します。
• すべての無線および AP 接続統計情報を表示します。
• アクセス ポイントの電波品質を表示します。
• すべてのインターフェイスおよび CDP トラフィック情報の Cisco Discovery Protocol (CDP) の
すべてのネイバーの一覧を表示します。
• 分類 Friendly、Malicious、Ad hoc、Classified、および Unclassified に基づいて、すべての不正
アクセス ポイントを表示します。
[Configuration] タブ:
• Web 設定ウィザードを使用して、すべての初期操作のためにスイッチを設定できます。ウィ
ザードでは、ユーザの詳細、管理インターフェイスなどを設定できます。
• システム、内部 DHCP サーバ、管理、およびモビリティ管理パラメータを設定できます。
• スイッチ、WLAN、無線を設定できます。
• スイッチで、セキュリティ ポリシーを設定できます。
• オペレーティング システム ソフトウェアの管理コマンドスイッチにアクセスできます。
[Administration] タブで、システム ログを設定できます。

スイッチのコンソール ポートの接続
はじめる前に
基本的な動作ができるようにスイッチを設定するには、VT-100 ターミナル エミュレーション プ
ログラム（HyperTerminal、ProComm、Minicom、Tip など）を実行する PC にコントローラを接続
する必要があります。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
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手順
ステップ 1

ヌルモデム シリアル ケーブルの一端をスイッチの RJ-45 コンソール ポートに接続し、もう一端を
PC のシリアル ポートに接続します。

ステップ 2

AC 電源コードをスイッチに接続し、アース付き 100 ～ 240 VAC、50/60 Hz の電源コンセントに差
し込みます。電源を入れます。起動スクリプトによって、オペレーティングシステムソフトウェ
アの初期化（コードのダウンロードおよび電源投入時自己診断テスト）および基本設定が表示さ
れます。スイッチの電源投入時自己診断テストに合格した場合は、起動スクリプトによって設定
ウィザードが実行されます。画面の指示に従って、基本設定を入力してください。

ステップ 3

yes と入力します。CLI セットアップ ウィザードの基本的な初期設定パラメータに進みます。
gigabitethernet 0/0 インターフェイスであるサービス ポートの IP アドレスを指定します。
構成ウィザードの設定パラメータを入力すると、Web GUI にアクセスできます。これで、スイッ
チがサービス ポートの IP アドレスにより設定されます。

GUI へのログイン
（注）

ローカル認証を使用するようにコントローラが設定されている場合は、TACACS 認証を設定し
ないでください。

手順
ブラウザのアドレス バーに IP アドレススイッチを入力します。セキュアな接続の場合は、
「https://ip-address」と入力します。非セキュアな接続の場合は、「http://ip-address」と入力しま
す。

Web モードおよびセキュア Web モードの有効化
手順
ステップ 1

[Configuration] > [Switch] > [Management] > [Protocol Management] > [HTTP-HTTPS]を選択します。
[HTTP-HTTPS Configuration] ページが表示されます。

ステップ 2

Web モード（ユーザが「http://ip-address」を使用してスイッチ GUI にアクセスできます）を有効
にするには、[HTTP Access] ドロップダウン リストから [Enabled] を選択します。有効にしない場
合は、[Disabled] を選択します。Web モード（HTTP）の接続は、セキュリティで保護されません。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
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ステップ 3

セキュア Web モード（ユーザが「https://ip-address」を使用してスイッチ GUI にアクセスできま
す）を有効にするには、[HTTPS Access] ドロップダウン リストから [Enabled] を選択します。有
効にしない場合は、[Disabled] を選択します。セキュア Web モード（HTTPS）の接続は、セキュ
リティで保護されています。

ステップ 4

[IP Device Tracking] チェックボックスで、デバイスを追跡することを選択します。

ステップ 5

[Enable] チェックボックスでトラスト ポイントをイネーブルにすることを選択します。

ステップ 6

[Trustpoints] ドロップダウン リストからトラストポイントを選択します。

ステップ 7

[HTTP Timeout-policy (1 to 600 sec)] テキスト ボックスに、非アクティブ化により Web セッション
がタイム アウトするまでの時間を秒単位で入力します。
有効な範囲は 1 ～ 600 秒です。

ステップ 8

[Server Life Time (1 to 86400 sec)] テキスト ボックスにサーバのライフタイムを入力します。
有効な範囲は 1 ～ 86400 秒です。

ステップ 9

[Maximum number of Requests (1 to 86400)] テキスト ボックスに、サーバが受け入れる最大接続要
求数を入力します。
指定できる接続数の範囲は、1 ～ 86400 です。

ステップ 10

[Apply] をクリックします。

ステップ 11

[Save Configuration] をクリックします。

スイッチ Web GUI の設定
設定ウィザードでは、スイッチ上での基本的な設定を行うことができます。このウィザードは、
スイッチを購入した直後やスイッチを工場出荷時のデフォルトにリセットした後に実行します。
設定ウィザードは、GUI と CLI の両方の形式で使用できます。

手順
ステップ 1

PC をサービス ポートに接続し、スイッチと同じサブネットを使用するように IPv4 アドレスを設
定します。スイッチが IOS XE イメージとともにロードされ、サービス ポート インターフェイス
が gigabitethernet 0/0 として設定されます。

ステップ 2

PC で Internet Explorer 10 以降、Firefox 2.0.0.11 以降、または Google Chrome を開始し、ブラウザ
ウィンドウに管理インターフェイスの IP アドレスを入力します。管理インターフェイスの IP ア
ドレスは、gigabitethernet 0/0（別名、サービス ポート インターフェイス）と同じです。初めてロ
グインするときに、HTTP のユーザ名およびパスワードを入力する必要があります。デフォルト
では、ユーザ名は admin、パスワードは cisco です。
サービス ポート インターフェイスを使用するときは、HTTP と HTTPS の両方を使用できます。
HTTPS はデフォルトでイネーブルであり、HTTP をイネーブルにすることもできます。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
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初めてログインすると、[Accessing Cisco Switch <Model Number> <Hostname>] ページが表示されま
す。
ステップ 3

[Accessing Cisco Switch] ページで、スイッチ Web GUI の [Home] ページにアクセスするために、
[Wireless Web GUI] リンクをクリックします。

ステップ 4

最初にスイッチの設定に必要なすべての手順を実行するために、[Configuration] > [Wizard]を選択
します。
[Admin Users] ページが表示されます。

ステップ 5

[Admin Users] ページで、このスイッチに割り当てる管理者のユーザ名を [User Name] テキスト ボッ
クスに入力し、このスイッチに割り当てる管理パスワードを [Password] テキスト ボックスおよび
[Confirm Password] テキスト ボックスに入力します。[Next] をクリックします。
デフォルトのユーザ名は admin で、デフォルトのパスワードは cisco です。またはスイッチの新
しい管理者ユーザを作成できます。ユーザ名とパスワードには、最大 24 文字の ASCII 文字を入力
できます。
[SNMP System Summary] ページが表示されます。

ステップ 6

[SNMP System Summary] ページで、スイッチの次の SNMP システム パラメータを入力し、[Next]
をクリックします。
• [Location] テキスト ボックスでユーザ定義可能なスイッチの場所。
• [Contact] テキスト ボックスで名前や電話番号などのユーザ定義可能な連絡先の詳細。
• SNMP 通知をさまざまな SNMP トラップで送信するには、[SNMP Global Trap] ドロップダウ
ン リストで [Enabled] を選択し、さまざまな SNMP トラップに対して SNMP 通知を送信しな
いようにするには [Disabled] を選択します。
• システム ログ メッセージを送信するには [SNMP Logging] ドロップダウン リストから [Enabled]
を選択し、システム ログ メッセージを送信しない場合は [Disabled] を選択します。
SNMP トラップ サーバは、ディストリビューション ポートから到達可能であることが
必要です（gigabitethernet0/0 サービスまたは管理インターフェイスは経由しません）。
[Management Port] ページが表示されます。
（注）

ステップ 7

[Management Port] ページで、管理ポートのインターフェイス（gigabitethernet 0/0）の次のパラメー
タを入力し、[Next] をクリックします。
• [IP Address] テキスト ボックスでサービス ポートに割り当てたインターフェイスの IP アドレ
ス。
• [Netmask] テキスト ボックスで、管理ポートのインターフェイスのネットワーク マスクのア
ドレス。
• [IPv4 DHCP Server] テキスト ボックスで選択されたポートの IPv4 Dynamic Host Configuration
Protocol (DHCP) のアドレス。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
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[Wireless Management] ページが表示されます。
ステップ 8

[Wireless Management] ページでは、次のワイヤレス インターフェイス管理の詳細を入力し、[Next]
をクリックします。
• [Select Interface] ドロップダウン リストから、インターフェイスとして VLAN または 10 ギガ
ビット イーサネットを選択します。
• [VLAN ID] テキスト ボックスで VLAN タグの ID。VLAN タグがない場合は 0。
• [IP Address] テキスト ボックスで、アクセス ポイントが接続されたワイヤレス管理インター
フェイスの IP アドレス。
• [Netmask] テキスト ボックスで、ワイヤレス管理インターフェイスのネットワーク マスクの
アドレス。
• [IPv4 DHCP Server] テキスト ボックスで DHCP IPv4 IP アドレス。
インターフェイスとして VLAN を選択すると、[Switch Port Configuration] テキスト ボックスで指
定されたリストから、ポートとしてトランク ポートまたはアクセス ポートを指定できます。
[RF Mobility and Country Code] ページが表示されます。

ステップ 9

[RF Mobility and Country Code] ページで、RF モビリティ ドメイン名を [RF Mobility] テキスト ボッ
クスに入力し、[Country Code] ドロップダウン リストから現在の国コードを選択して、[Next] をク
リックします。GUI からは、1 つの国番号のみを選択できます。
（注）
RF グループ化パラメータとモビリティ設定を設定する前に、必ず関連する概念のコン
テンツを参照してから、設定に進むようにしてください。
[Mobility Configuration] ページが開き、モビリティのグローバル コンフィギュレーション設定が表
示されます。

ステップ 10

[Mobility Configuration] ページで、次のモビリティのグローバル コンフィギュレーション設定を参
照および入力し、[Next] をクリックします。
• [Mobility Role] ドロップダウン リストから、[Mobility Controller] または [Mobility Agent] を選
択します。
• [Mobility Agent] を選択した場合は、[Mobility Controller IP Address] テキスト ボックスに
モビリティ コントローラの IP アドレス、[Mobility Controller Public IP Address] テキスト
ボックスにモビリティ コントローラの IP アドレスを入力します。
• [Mobility Controller] を選択すると、モビリティ コントローラの IP アドレスとモビリティ
コントローラのパブリック IP アドレスがそれぞれのテキスト ボックスに表示されます。
• [Mobility Protocol Port] テキスト ボックスにモビリティ プロトコルのポート番号が表示されま
す。
• [Mobility Switch Peer Group Name] テキスト ボックスにモビリティ スイッチのピア グループ
名が表示されます。
• [DTLS Mode] テキスト ボックスで、DTLS がイネーブルであるかどうかが示されます。
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DTLS は、標準化過程にある TLS に基づくインターネット技術特別調査委員会（IETF）プロ
トコルです。
• [Mobility Domain ID for 802.11 radios] テキスト ボックスに、802.11 無線のモビリティ ドメイ
ン ID が表示されます。
• [Mobility Keepalive Interval (1-30)sec] テキスト ボックスで、ピアスイッチに送信する各 ping
要求の間隔（秒単位）。
有効範囲は 1 ～ 30 秒で、デフォルト値は 10 秒です。
• [Mobility Keep Alive Count（3-20）] テキスト ボックスで、ピア スイッチが到達不能と判断す
るまでに ping 要求を送信する回数。
有効な範囲は 3 ～ 20 で、デフォルト値は 3 です。
• [Mobility Control Message DSCP Value (0-63)] テキスト ボックスで、モビリティ スイッチに設
定される DSCP 値。
有効な範囲は 0 ～ 63 で、デフォルト値は 0 です。
• [Switch Peer Group Members Configured] テキスト ボックスで設定したモビリティ スイッチ ピ
ア グループ メンバーの数を表示します。
[WLANs] ページが表示されます。
ステップ 11

[WLANs] ページで、次の WLAN 設定パラメータを入力し、[Next] をクリックします。
• [WLAN ID] テキスト ボックスで WLAN 識別子。
• [SSID] テキスト ボックスで、クライアントに関連付けられている WLAN の SSID。
• [Profile Name] テキスト ボックスで、クライアントが使用する WLAN の名前。
[802.11 Configuration] ページが表示されます。

ステップ 12

[802.11 Configuration] ページで、[802.11a/n/ac] チェックボックスと [802.11b/g/n] チェックボックス
のいずれかまたは両方をオンにして 802.11 無線をイネーブルにし、[Next] をクリックします。
[Set Time] ページが表示されます。

ステップ 13

[Set Time] ページで、次のパラメータに基づいてスイッチの日時を設定し、[Next] をクリックしま
す。
• [Current Time] テキスト ボックスで、スイッチの現在のタイムスタンプが表示されます。
• [Mode] ドロップダウン リストから [Manual] または [NTP] を選択します。
NTP サーバの使用時に、スイッチに接続されているすべてのアクセス ポイントが、使用可能
な NTP サーバ設定に基づいて時間を同期します。
• [Year, Month, and Day] ドロップダウン リストからスイッチの日付を選択します。
• [Hours, Minutes, and Seconds] ドロップダウン リストから時間を選択します。
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• 時間帯を [Zone] テキスト ボックスに入力し、スイッチで設定された現在の時刻と比較した場
合に必要なオフセットを [Offset] ドロップダウン リストから選択します。
[Save Wizard] ページが表示されます。
ステップ 14

[Save Wizard] ページで、この手順を使用してスイッチで行った設定を確認できます。設定値を変
更する場合は、[Previous] をクリックし、該当ページに移動します。
すべてのウィザードについて成功メッセージが表示された場合にのみ、ウィザードを使用して作
成したスイッチ設定を保存できます。[Save Wizard] ウィザード ページでエラーが表示された場
合、スイッチの初期設定のためにウィザードを再実行する必要があります。
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Web グラフィカル ユーザ インターフェイスの使用
スイッチ Web GUI の設定
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Cisco CleanAir の設定
• 機能情報の確認, 27 ページ
• CleanAir の前提条件, 27 ページ
• CleanAir の制約事項, 28 ページ
• CleanAir について, 29 ページ
• CleanAir の設定方法, 33 ページ
• コントローラの GUI を使用した Cisco CleanAir の設定, 42 ページ
• Cisco Spectrum Expert の設定, 45 ページ
• CleanAir パラメータのモニタリング, 48 ページ
• CleanAir の設定例, 53 ページ
• CleanAir に関する FAQ, 53 ページ
• その他の参考資料, 55 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。 最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソ
フトウェア リリースに対応したリリース ノートを参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。

CleanAir の前提条件
Cisco CleanAir は、CleanAir 対応のアクセス ポイントにのみ設定できます。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

27

CleanAir の制約事項

次のアクセス ポイント モードを使用して、Cisco CleanAir スペクトラム モニタリングを実行でき
るのは、Cisco CleanAir 対応のアクセス ポイントだけです。
• Local：このモードでは、Cisco CleanAir 対応の各アクセス ポイント無線によって、現在の動
作チャネルだけに関する電波品質と干渉検出のレポートが作成されます。
• Monitor：Cisco CleanAir が監視モードで有効になっていると、そのアクセス ポイントによっ
て、モニタされているすべてのチャネルに関する電波品質と干渉検出のレポートが作成され
ます。
次のオプションを使用できます。
◦ All：すべてのチャネル
◦ DCA：DCA リストによって管理されるチャネル選択
◦ Country：規制区域内で合法なすべてのチャネル

（注）

アクセス ポイントは Prime インフラストラクチャでは AQ ヒートマップに参
加しません。

関連トピック
2.4 GHz 帯域の CleanAir のイネーブル化, （33 ページ）
2.4 GHz での電波品質とデバイスの CleanAir アラームの設定, （34 ページ）
2.4 GHz デバイスの干渉レポートの設定, （35 ページ）
5 GHz 帯域の CleanAir のイネーブル化, （37 ページ）
5 GHz での電波品質とデバイスの CleanAir アラームの設定, （37 ページ）
5 GHz デバイスの干渉レポートの設定, （39 ページ）

CleanAir の制約事項
• 監視モードのアクセス ポイントは、Wi-Fi トラフィックまたは 802.11 パケットを送信しませ
ん。これらは Radio Resource Management（RRM）計画から除外され、隣接アクセス ポイン
トのリストに含まれません。IDR クラスタリングは、スイッチがネットワーク内の隣接アク
セス ポイントを検出する機能に依存しています。複数のアクセス ポイントから関係する干
渉デバイスを検出する機能を使用できるのは、監視モードのアクセス ポイント間に限られま
す。
• ローカル モード アクセス ポイント 5 つに対して監視モード アクセス ポイント 1 つという比
率をお勧めします。これは、最適なカバレッジのためにネットワーク設計および専門ガイダ
ンスによって異なる場合があります。
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関連トピック
2.4 GHz 帯域の CleanAir のイネーブル化, （33 ページ）
2.4 GHz での電波品質とデバイスの CleanAir アラームの設定, （34 ページ）
2.4 GHz デバイスの干渉レポートの設定, （35 ページ）
5 GHz 帯域の CleanAir のイネーブル化, （37 ページ）
5 GHz での電波品質とデバイスの CleanAir アラームの設定, （37 ページ）
5 GHz デバイスの干渉レポートの設定, （39 ページ）

CleanAir について
Cisco CleanAir は、共有ワイヤレス スペクトラムに関する問題に予防的に対応するスペクトラム
インテリジェンスソリューションです。（ネイティブデバイスと外部インターフェイスの両方）。
また、この情報に基づいてネットワークが対処できるようにします。
Cisco CleanAir システムは CleanAir 対応アクセス ポイント、で構成されます。
Cisco CleanAir では、ライセンス不要の帯域で動作している各デバイスについて、その種類、場
所、ワイヤレス ネットワークに与える影響の程度、対策を提示します。これによって RF がシン
プルになります。
ワイヤレス LAN システムは、ライセンス不要の 2.4 GHz および 5 GHz ISM 帯域で動作します。電
子レンジやコードレス電話、そして Bluetooth デバイスなどの多くのデバイスもこれらの帯域で稼
働するため、Wi-Fi の動作に悪影響を与える可能性があります。
Voice over Wireless や IEEE 802.11n 無線通信などの非常に高度な WLAN サービスの一部は、ISM
帯域を合法的に使用する他の機器からの干渉によって、重大な影響を受ける可能性があります。
Cisco CleanAir 機能の統合により、この無線周波数 (RF) 干渉の問題に対処します。

Cisco CleanAir のコンポーネント
スイッチ は、Cisco CleanAir システムにおいて次の処理を実行します。
• アクセス ポイントにおける Cisco CleanAir 機能を設定する。
• Cisco CleanAir の機能の設定やデータ収集のためのインターフェイスを提供する（GUI、CLI、
SNMP）。
• スペクトラム データを表示する。
• アクセス ポイントから AQR を収集して処理し、電波品質データベースに保存する。AQR に
は、特定されたすべての発生源からの干渉全体に関する情報（電波品質の指標（AQI）で表
す）や、最も重大な干渉カテゴリの概要が記載されます。また CleanAir システムでは、干渉
の種類ごとのレポートに未分類の干渉情報を含めることができ、未分類の干渉デバイスによ
る干渉が頻繁に生じる場合に対処することができます。
• アクセス ポイントから干渉デバイス レポート（IDR）を収集して処理し、干渉デバイス デー
タベースに保存する。
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Cisco CleanAir で使用される用語
表 5：CleanAir 関連の用語

用語

説明

AQI

電波品質の指標。AQI は空気汚染物質に基づいた電波品質の指標です。AQI が 0 の
場合は不良で、AQI が 85 より大きいと良好です。

AQR

電波品質レポート。AQR には特定されたすべての発生源からの干渉全体に関する情
報（AQI で表される）や、最も重大な干渉カテゴリの概要が示されます。AQR は
15 分ごとにモビリティ コントローラに送信され、30 秒ごとに迅速モードで送信さ
れます。

DC

デューティ サイクル。チャネルがデバイスで使用される時間の割合。

EDRRM

EDRRM イベント駆動型 RRM。EDRRM は、緊急事態にあるアクセス ポイントが、
正常な RRM 間隔をバイパスし、すぐにチャネルを変更できるようにします。

IDR

アクセス ポイントがコントローラに送信する干渉デバイス レポート。

ISI

干渉の重大度指標。ISI は、干渉の重大度の指標です。

RSSI

受信信号強度インジケータ。RSSI は受信した無線信号における電力の測定値です。
アクセス ポイントはこの電力で干渉デバイスを認識します。

Cisco CleanAir で検出できる干渉の種類
Cisco CleanAir では、干渉を検出し、その干渉の発生箇所や重大度をレポートし、さまざまな緩和
方法を推奨することができます。
Wi-Fi チップをベースとする RF 管理システムには、次のような共通の特性があります。
• Wi-Fi 信号として識別できない RF エネルギーはノイズとして報告される。
• チャネル計画の割り当てに使用するノイズの測定値は、一部のクライアント デバイスに悪影
響を及ぼす可能性のある不安定さや急速な変化を避けるために、一定の期間において平均化
される傾向がある。
• 測定値が平均化されることで、測定値の精度が低下する。そのため、平均化された後、クラ
イアントに混乱をもたらす信号が緩和を必要とするものに見えない場合がある。
• 現在使用できる RF 管理システムは、本質的にはすべて事後対応型である。
Cisco CleanAir はこれらと異なり、ノイズの発生源だけでなく、その場所や WLAN に対する潜在
的な影響まで明確に特定することができます。このような情報を入手することにより、ネットワー
ク内におけるノイズを考慮し、理にかなった、可能であれば予防的な判断を行うことができます。
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（注）

Event Driven RRM（EDRRM）は、Cisco CleanAir 対応でローカル モードにあるアクセス ポイ
ントによってのみ動作します。
突発的干渉は、ネットワーク上に突然発生する干渉であり、おそらくは、あるチャネル、または
ある範囲内のチャネルが完全に妨害を受けます。Cisco CleanAir の Event Driven RRM（EDRRM）
機能を使用すると、電波品質（AQ）に対してしきい値を設定できます。しきい値を超過した場合
には、影響を受けたアクセス ポイントに対してチャネル変更がただちに行われます。ほとんどの
RF 管理システムでは干渉を回避できますが、この情報がシステム全体に伝搬するには時間を要し
ます。Cisco CleanAir では AQ 測定値を使用してスペクトラムを連続的に評価するため、対応策を
30 秒以内に実行します。たとえば、アクセス ポイントがビデオ カメラからの干渉を受けた場合
は、そのカメラが動作し始めてから 30 秒以内にチャネル変更によってアクセス ポイントを回復
させることができます。Cisco CleanAir では干渉源の識別と位置の特定も行うため、後からその装
置の永続的な緩和処理も実行できます。
Bluetooth デバイスの場合、Cisco CleanAir 対応のアクセス ポイントで干渉の検出と報告を行うこ
とができるのは、そのデバイスがアクティブに送信しているときだけです。Bluetooth デバイスに
は、さまざまなパワーセーブモードがあります。たとえば、接続されたデバイス間でデータまた
は音声がストリーム化されている最中に干渉が検出されます。

干渉デバイスのマージ
干渉デバイス（ID）メッセージはモビリティ コントローラ（MC）で処理されます。モビリティ
アンカー（MA）が AP から ID メッセージを転送するため、メッセージは MC で処理されます。
MC では、さまざまな MA に接続された AP 全体のネイバー情報を表示できます。
ID マージのロジックには AP ネイバー情報が必要です。ネイバー情報が RRM モジュールから取
得されます。この api は直接 MC に接続された AP にのみネイバー情報を提供します。
現在、MA の AP ネイバー リストは 3 分に一度 MC と同期されます。したがって、この api が取得
した AP ネイバー リストは最大で 3 分古いものである可能性があります。この遅延により、検出
時のデバイスのマージで遅延が生じます。後続の定期的なマージが更新されたネイバー情報を受
け取り、マージが発生します。

永続的デバイス
屋外型ブリッジや電子レンジなどの一部の干渉デバイスは、必要な場合にのみ送信を行います。
通常の RF 管理基準では短時間の定期的な動作はたいていは検出されないままになるため、この
ようなデバイスによってローカルの WLANに対する大規模な干渉が引き起こされる可能性があり
ます。CleanAir を使用すると、RRM DCA アルゴリズムによって、この影響が検出、測定、登録、
記録され、DCA アルゴリズムが調整されます。このため、その干渉源と同じ場所にあるチャネル
計画によって、その永続的デバイスによって影響を受けるチャネルの使用が最小限に留められま
す。Cisco CleanAir では、永続的デバイスの情報を検出してスイッチに保存し、チャネルの干渉の
緩和に利用します。
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永続的デバイスの検出
CleanAir 対応で監視モードのアクセス ポイントでは、設定されているすべてのチャネルで永続的
デバイスに関する情報を収集して、この情報をコントローラに保存します。ローカル/ブリッジ
モードの AP は、稼働チャネルでのみ干渉デバイスを検出します。

永続的デバイスの回避
永続的デバイス（PD）が CleanAir モジュールで検出されると、MA の RRM モジュールに報告さ
れます。この情報は、RRM モジュールに送信される後続の EDRRM イベント駆動型 RRM
（ED-RRM）により、チャネル選択で使用されます。

EDRRM および AQR の更新モード
EDRRM は、緊急事態にあるアクセス ポイントが、正常な RRM 間隔をバイパスしてすぐにチャ
ネルを変更できるようにするための機能です。CleanAir アクセス ポイントは AQ を常に監視し、
AQ を 15 分ごとに報告します。AQ は分類された干渉デバイスのみを報告します。EDRRM の主な
メリットは極めて短期間の処理時間です。干渉デバイスがアクティブ チャネルで動作しており、
EDRRM をトリガーするのに十分な AQ の低下を引き起こした場合、クライアントはそのチャネ
ルまたはアクセスポイントを使用できなくなります。チャネルからアクセスポイントを削除する
必要があります。EDRRM はデフォルトではイネーブルになっていません。最初に CleanAir をイ
ネーブルにしてから、EDRRM をイネーブルにします。
AQR は MC 上でのみ利用できます。モード設定およびタイマーは MA の無線制御ブロック（RCB）
で保持されます（MA に接続された AP の場合）。EMS/NMS で利用できる最新の API の変更はあ
りません。RCB（スペクトラムの設定およびタイマー）はローカルで使用可能なため、直接接続
された AP には変更は必要ありません。リモート AP（MA に接続された AP）の場合は、3 つの新
しい制御メッセージが追加されています。この 3 つのメッセージは、特定の AP MAC アドレスお
よびスロットに対するイネーブル、タイマーの再起動、迅速な更新モードのディセーブルについ
てです。
関連トピック
CleanAir-Events の EDRRM の設定, （40 ページ）

CleanAir ハイ アベイラビリティ
CleanAir の設定（ネットワークおよび無線）は、スイッチオーバー時にはステートフルです。MC
では、組み込みインスツルメンテーション コア（EICORE）により、アクティブおよびスタンバ
イ ノード全体でのネットワーク構成の同期が実現されます。無線設定は、HA インフラストラク
チャを使用して同期されます。MA 上の CleanAir の設定は、join 時に MC から取得されます。ネッ
トワーク構成は MA 上の EICORE には保存されていないため、HA インフラストラクチャを使用
して同期されます。
CleanAir データ（AQ と IDR）レポートはステートフルではありません。つまり、スタンバイとア
クティブ ノードは同期されません。スイッチオーバー時に AP が現在アクティブなスロットにレ
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ポートを送信します。RRM クライアント（HA インフラストラクチャ クライアント）は CleanAir
の HA 同期に使用されます。

CleanAir の設定方法
2.4 GHz 帯域の CleanAir のイネーブル化
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

ap dot11 24ghz cleanair
例：
Device(config)#ap dot11 24ghz
cleanair

802.11b ネットワークでの CleanAir 機能をイネー
ブルにします。802.11b ネットワークでの
CleanAir をディセーブルにするには、このコマ
ンドに no を追加します。

Device(config)#no ap dot11
24ghz cleanair

ステップ 3

end
例：

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

Device(config)# end

関連トピック
CleanAir の前提条件, （27 ページ）
CleanAir の制約事項, （28 ページ）
CleanAir に関する FAQ, （53 ページ）
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2.4 GHz での電波品質とデバイスの CleanAir アラームの設定
手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステッ
プ2

ap dot11 24ghz cleanair alarm
air-quality threshold
threshold_value
例：

すべての 2.4 GHz デバイスについて、電波品質のし
きい値のアラームを設定します。アラームをディセー
ブルにするには、このコマンドの no 形式を追加しま
す。

Device(config)#ap dot11 24ghz
cleanair alarm air-quality
threshold 50

ステッ
プ3

ap dot11 24ghz cleanair alarm
2.4 GHz デバイスのアラームを設定します。アラーム
device {bt-discovery | bt-link |
をディセーブルにするには、no 形式のコマンドを追
canopy | cont-tx | dect-like | fh | 加します。
inv | jammer | mw-oven | nonstd |
• bt-discovery：Bluetooth の検出。
report | superag | tdd-tx | video |
wimax-fixed | wimax-mobile | xbox
• bt-link：Bluetooth リンク。
| zigbee }
• canopy：Canopy デバイス。
例：
Device(config)#ap dot11 24ghz
cleanair alarm device canopy

• cont-tx：連続トランスミッタ。
• dect-like：Digital Enhanced Cordless Communication
（DECT）デジタル コードレス電話。
• fh：802.11 周波数ホッピング デバイス。
• inv：スペクトラム反転 WiFi 信号を使用するデ
バイス。
• jammer：電波妨害装置。
• mw-oven：電子レンジ。
• nonstd：非標準 Wi-Fi チャネルを使用するデバ
イス。
• report：干渉デバイスのレポート。
• superag：802.11 SuperAG デバイス。
• tdd-tx：TDD トランスミッタ。
• video：ビデオ カメラ。
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コマンドまたはアクション

目的
• wimax-fixed：WiMax 固定。
• wimax-mobile：WiMax モバイル。
• xbox：Xbox。
• zigbee：802.15.4 デバイス。

ステッ
プ4

end
例：

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

Device(config)# end

関連トピック
CleanAir の前提条件, （27 ページ）
CleanAir の制約事項, （28 ページ）
CleanAir に関する FAQ, （53 ページ）

2.4 GHz デバイスの干渉レポートの設定
手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステッ
プ2

ap dot11 24ghz cleanair device{bt-discovery |
bt-link | canopy | cont-tx | dect-like | fh | inv |
jammer | mw-oven | nonstd | report | superag |
tdd-tx | video | wimax-fixed | wimax-mobile |
xbox | zigbee }

スイッチに報告するように 2.4 GHz 干渉デ
バイスを設定します。設定をディセーブル
にするには、このコマンドの no 形式を使
用します。
• bt-discovery：Bluetooth の検出

例：
スイッチ(config)# ap dot11 24ghz cleanair
device bt-discovery
スイッチ(config)# ap dot11 24ghz cleanair
device bt-link
スイッチ(config)# ap dot11 24ghz cleanair
device canopy
スイッチ(config)# ap dot11 24ghz cleanair

• bt-link：Bluetooth リンク
• canopy：Canopy デバイス
• cont-tx：連続トランスミッタ
• dect-like：Digital Enhanced Cordless
Communication（DECT）デジタル コー
ドレス電話
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コマンドまたはアクション

目的
• fh：802.11 周波数ホッピング デバイ

device cont-tx

ス

スイッチ(config)# ap dot11 24ghz cleanair
device dect-like

• inv：スペクトラム反転 WiFi 信号を使

スイッチ(config)# ap dot11 24ghz cleanair
device fh

用するデバイス
• jammer：電波妨害装置

スイッチ(config)# ap dot11 24ghz cleanair
device inv

• mw-oven：電子レンジ

スイッチ(config)# ap dot11 24ghz cleanair
device jammer

• nonstd：非標準 WiFi チャネルを使用
するデバイス

スイッチ(config)# ap dot11 24ghz cleanair
device mw-oven

• report：説明なし

スイッチ(config)# ap dot11 24ghz cleanair
device nonstd

• superag：802.11 SuperAG デバイス
• tdd-tx：TDD トランスミッタ

スイッチ(config)# ap dot11 24ghz cleanair
device report

• video：ビデオ カメラ

スイッチ(config)# ap dot11 24ghz cleanair
device superag

• wimax-fixed：WiMax 固定

スイッチ(config)# ap dot11 24ghz cleanair
device tdd-tx

• wimax-mobile：WiMax モバイル
• xbox：Xbox

スイッチ(config)# ap dot11 24ghz cleanair
device video

• zigbee：802.15.4 デバイス

スイッチ(config)# ap dot11 24ghz cleanair
device wimax-fixed
スイッチ(config)# ap dot11 24ghz cleanair
device wimax-mobile
スイッチ(config)# ap dot11 24ghz cleanair
device xbox
スイッチ(config)# ap dot11 24ghz cleanair
device zigbee

ステッ
プ3

end
例：
Device(config)# end

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

関連トピック
CleanAir の前提条件, （27 ページ）
CleanAir の制約事項, （28 ページ）
CleanAir に関する FAQ, （53 ページ）
干渉デバイスのモニタリング（GUI）, （52 ページ）
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5 GHz 帯域の CleanAir のイネーブル化
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

ap dot11 5ghz cleanair
例：
Device(config)#ap dot11 5ghz
cleanair

802.11a ネットワークでの CleanAir 機能をイネー
ブルにします。802.11a ネットワークでの
CleanAir をディセーブルにするには、このコマ
ンドに no を追加します。

Device(config)#no ap dot11 5ghz
cleanair

ステップ 3

end
例：

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

Device(config)# end

関連トピック
CleanAir の前提条件, （27 ページ）
CleanAir の制約事項, （28 ページ）
CleanAir に関する FAQ, （53 ページ）

5 GHz での電波品質とデバイスの CleanAir アラームの設定
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 configure terminal

目的
グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2 ap dot11 5ghz cleanair alarm
air-quality threshold
threshold_value

すべての 5 GHz デバイスについて、電波品質のしき
い値のアラームを設定します。アラームをディセー
ブルにするには、このコマンドの no 形式を追加しま
す。
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コマンドまたはアクション

目的

例：
Device(config)#ap dot11 5ghz
cleanair alarm air-quality
threshold 50

ステップ 3 ap dot11 5ghz cleanair alarm
5 GHz デバイスのアラームを設定します。アラーム
device{canopy | cont-tx | dect-like をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式
| inv | jammer | nonstd | radar | を追加します。
report | superag | tdd-tx | video |
• canopy：Canopy デバイス。
wimax-fixed | wimax-mobile}
例：
Device(config)#ap dot11 5ghz
cleanair alarm device

• cont-tx：連続トランスミッタ。
• dect-like：Digital Enhanced Cordless
Communication（DECT）デジタル コードレス電
話。
• fh：802.11 周波数ホッピング デバイス。
• inv：スペクトラム反転 WiFi 信号を使用するデ
バイス。
• jammer：電波妨害装置。
• nonstd：非標準 WiFi チャネルを使用するデバイ
ス。
• radar：レーダー。
• report：干渉デバイスのレポート。
• superag：802.11 SuperAG デバイス。
• tdd-tx：TDD トランスミッタ。
• video：ビデオ カメラ。
• wimax-fixed：WiMax 固定。
• wimax-mobile：WiMax モバイル。

ステップ 4 end
例：

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

Device(config)# end

関連トピック
CleanAir の前提条件, （27 ページ）
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CleanAir の制約事項, （28 ページ）
CleanAir に関する FAQ, （53 ページ）

5 GHz デバイスの干渉レポートの設定
手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステッ
プ2

ap dot11 5ghz cleanair device{canopy |
cont-tx | dect-like | inv | jammer | nonstd |
radar | report | superag | tdd-tx | video |
wimax-fixed | wimax-mobile}
例：
スイッチ(config)#ap dot11 5ghz cleanair
device canopy

スイッチに報告するように 5 GHz 干渉デバイ
スを設定します。干渉デバイスのレポートを
ディセーブルにするには、このコマンドの no
形式を追加します。
• canopy：Canopy デバイス
• cont-tx：連続トランスミッタ
• dect-like：Digital Enhanced Cordless

スイッチ(config)#ap dot11 5ghz cleanair
device cont-tx

Communication（DECT）デジタル コー
ドレス電話

スイッチ(config)#ap dot11 5ghz cleanair
device dect-like

• fh：802.11 周波数ホッピング デバイス

スイッチ(config)#ap dot11 5ghz cleanair
device inv
スイッチ(config)#ap dot11 5ghz cleanair
device jammer
スイッチ(config)#ap dot11 5ghz cleanair
device nonstd
スイッチ(config)#ap dot11 5ghz cleanair
device radar
スイッチ(config)#ap dot11 5ghz cleanair
device report
スイッチ(config)#ap dot11 5ghz cleanair
device superag
スイッチ(config)#ap dot11 5ghz cleanair
device tdd-tx
スイッチ(config)#ap dot11 5ghz cleanair
device video

• inv：スペクトラム反転 WiFi 信号を使用
するデバイス
• jammer：電波妨害装
• nonstd：非標準 WiFi チャネルを使用す
るデバイス
• radar：レーダー
• report：干渉デバイスのレポート
• superag：802.11 SuperAG デバイス
• tdd-tx：TDD トランスミッタ
• video：ビデオ カメラ
• wimax-fixed：WiMax 固定
• wimax-mobile：WiMax モバイル

スイッチ(config)#ap dot11 5ghz cleanair
device wimax-fixed
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コマンドまたはアクション

目的

スイッチ(config)#ap dot11 5ghz cleanair
device wimax-mobile

ステッ
プ3

end
例：

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

Device(config)# end

関連トピック
CleanAir の前提条件, （27 ページ）
CleanAir の制約事項, （28 ページ）
CleanAir に関する FAQ, （53 ページ）
干渉デバイスのモニタリング（GUI）, （52 ページ）

CleanAir-Events の EDRRM の設定
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

ap dot11 {24ghz | 5ghz} rrm channel EDRRM の cleanair イベントをイネーブルにし
cleanair-event
ます。EDRRM をディセーブルにするには、こ
のコマンドの no 形式を使用します。
例：
Device(config)#ap dot11 24ghz rrm
channel cleanair-event
Device(config)#no ap dot11 24ghz
rrm channel cleanair-event

ステップ 3

ap dot11 {24ghz | 5ghz} rrm channel cleanair-event の EDRRM の感度を設定します。
cleanair-event [sensitivity {high | low
• [High]：電波品質（AQ）の値で示される、
| medium}]
非 Wi-Fi 干渉に対する最も高い感度を指定
します。
例：
Device(config)#ap dot11 24ghz rrm
channel cleanair-event
sensitivity high

• [Low]：AQ の値で示される、非 Wi-Fi 干渉
に対する最も低い感度を指定します。
• [Medium]：AQ の値で示される、非 Wi-Fi
干渉に対する中程度の感度を指定します。
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

end

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

例：
Device(config)# end

関連トピック
EDRRM および AQR の更新モード, （32 ページ）

永続的デバイスの回避の設定
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

ap dot11 {24ghz | 5ghz} rrm
channel device
例：

802.11 チャネル割り当てでの永続的非 Wi-Fi デ
バイスの回避をイネーブルにします。永続的デ
バイスの回避をディセーブルにするには、この
コマンドの no 形式を追加します。

Device(config)#ap dot11 24ghz
rrm channel device

ステップ 3

end
例：

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

Device(config)# end
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コントローラの GUI を使用した Cisco CleanAir の設定
Cisco ワイヤレス LAN コントローラでの Cisco CleanAir の設定（GUI）
手順
ステップ 1

[Configuration] > [Wireless] > [802.11a/n] または [802.11b/g/n] > [CleanAir] の順に選択して、[802.11a]
または [802.11b] > [CleanAir] ページを開きます。

ステップ 2

[CleanAir] チェックボックスを選択して、802.11a/n または 802.11b/g/n ネットワークで Cisco CleanAir
の機能を有効にします。スイッチがスペクトラム干渉を検出しないようにするには、これを選択
解除します。デフォルトでは、Cisco CleanAir はディセーブルになっています。

ステップ 3

[Report Interferers] チェックボックスを選択して、Cisco CleanAir システムで検出した干渉源をレ
ポートできるようにします。スイッチが干渉源をレポートしないようにするには、これを選択解
除します。デフォルト値はオンです。
（注）
[Report Interferers] が無効の場合は、デバイス セキュリティ アラーム、イベント駆動型
RRM、および Persistent Device Avoidance（PDA）アルゴリズムは機能しません。

ステップ 4

CleanAir で検出できる持続性デバイスに関する情報を伝播できるようにするには、[Persistent Device
Propagation] チェックボックスを選択します。永続的デバイスの伝搬を有効にすると、同じスイッ
チに接続されている隣接アクセス ポイントに永続的デバイスの情報を伝播させることができま
す。永続型の干渉源は、検出されない場合でも、常に存在し、WLAN の動作に干渉します。

ステップ 5

Cisco CleanAir システムによって検出およびレポートされる必要のある干渉源が [Interferences to
Detect] ボックスに表示され、検出される必要のない干渉源は [Interferences to Ignore] ボックスに表
示されるようにします。[>] および [<] ボタンを使用して、これらの 2 つのボックス間で干渉源を
移動します。デフォルトでは、すべての干渉源が検出されます。選択できる干渉源は、802.11a/n/ac
または 802.11b/g/n の無線のタイプによって次のように異なります。
• [802.11 FH]：802.11 FH デバイス
• [802.15.4]：802.15.4 または ZigBee デバイス
• [Continuous Transmitter]：連続トランスミッタ
• [Bluetooth Discovery]：Bluetooth デバイス
• [DECT-like Phone]：Digital Enhanced Cordless Communication（DECT）対応電話
• [Microsoft]：Microsoft デバイス
• [SuperAG]：802.11a/g SuperAG デバイス
• [Microwave Phone]：電子レンジ電話
• [Jammer]：電波妨害デバイス
• [Canopy]：Canopy ブリッジ デバイス
• [TDD Transmitter]：時分割複信（TDD）トランスミッタ デバイス
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• [Video Camera]：アナログ ビデオ カメラ
• [WiFi Invalid Channel]：WiFi 無効チャネル
• [WiFi Inverted]：スペクトラム反転 Wi-Fi 信号を使用するデバイス（RF 信号の I および Q 信
号が反転）
• [WiMAX Fixed]：WiMAX 固定デバイス（802.11a/n のみ）
• [WiMAX Mobile]：WiMAX モバイル デバイス（802.11a/n のみ）
（注）

ステップ 6

スイッチにアソシエートされているアクセス ポイントは、[Interferences to Detect] ボッ
クスに表示されている干渉源に関する干渉レポートだけを送信します。この機能によっ
て、対象としない干渉源のほか、ネットワークにフラッディングを発生させたり、ス
イッチや Prime インフラストラクチャにパフォーマンスの問題を引き起こす可能性のあ
る干渉源をフィルタで除去することができます。フィルタリングによって、システムが
通常のパフォーマンス レベルに戻ることができます。

Cisco CleanAir のアラームを次のように設定します。
a) [Enable AQI (Air Quality Index) Trap] チェックボックスを選択して、電波品質アラームのトリ
ガーを有効にします。この機能を無効にするには、このボックスを選択解除します。デフォル
ト値はオンです。
b) ステップ a で [Enable AQI Trap] チェックボックスを選択した場合は、電波品質アラームをトリ
ガーするしきい値を指定するために、1 ～ 100（両端の値を含む）の値を [AQI Alarm Threshold]
テキスト ボックスに入力します。電波品質が閾値レベルを下回ると、アラームが生成されま
す。値 1 は最低の電波品質を表し、100 は最高を表します。デフォルト値は 35 です。
c) [AQI Alarm Threshold] テキスト ボックスに AQI しきい値を入力します。電波品質がしきい値
に達した場合にアラームが生成されます。デフォルトは 35 です。範囲は、1 ～ 100 です。
d) [Enable Interference For Security Alarm] チェックボックスを選択して、指定したデバイス タイプ
がスイッチによって検出されたときに干渉源アラームをトリガーするようにします。この機能
をディセーブルにするには、このボックスを選択解除します。デフォルト値はオンです。
e) 干渉アラームをトリガーする必要のある干渉源が [Trap on These Types] ボックスに表示され、
干渉アラームをトリガーする必要のない干渉源は [Do Not Trap on These Types] ボックスに表示
されるようにします。[>] および [<] ボタンを使用して、これらの 2 つのボックス間で干渉源を
移動します。デフォルトでは、すべての干渉源が干渉アラームを生成します。
たとえば、スイッチが電波妨害デバイスを検出したときにアラームを送信するようにするに
は、[Enable Interference For Security Alarm] チェックボックスを選択して、電波妨害デバイスを
[Trap on These Types] ボックスに移動させます。

ステップ 7

[Apply] をクリックします。

ステップ 8

Cisco CleanAir 対応のアクセス ポイントで非常に高いレベルの干渉が検出された場合に、Event
Driven Radio Resource Management（RRM）の実行をトリガーするよう設定します。
a) [EDRRM] フィールドを見て、Event Driven RRM（EDRRM）の現在の状態を確認します。これ
が有効である場合は、[Sensitivity Threshold] フィールドを見て、イベント駆動型 RRM が起動さ
れるしきい値レベルを確認します。
b) イベント駆動型 RRM の現在の状態や感度レベルを変更する場合は、[802.11a (or 802.11b)]>
[RRM] > [Dynamic Channel Assignment (DCA)] ページへ移動します。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

43

コントローラの GUI を使用した Cisco CleanAir の設定

c) [EDRRM] チェックボックスを選択して、アクセス ポイントがあるレベルの干渉を検出した場
合に RRM の実行がトリガーされるようにします。この機能を無効にするには選択解除します。
デフォルト値はオンです。
d) ステップ c で [EDRRM] チェックボックスを選択した場合は、[Sensitivity Threshold] ドロップダ
ウン リストから [Low]、[Medium]、[High]、または [Custom] を選択して、RRM をトリガーす
るしきい値を指定します。アクセス ポイントの干渉がしきい値レベルを上回ると、RRM はロー
カルの動的チャネル割り当て（DCA）の実行を開始し、ネットワークのパフォーマンスを改善
するために可能な場合は影響を受けるアクセスポイント無線のチャネルを変更します。EDRRM
は、イベント後 3 時間はアクセス ポイントが元のチャネルに戻らないようにします。
[High]：環境の変化への感度を上げることを表します。
[Custom]：[Custom Sensitivity Threshold] フィールドのしきい値を設定できます。デフォルトの
感度は 35 です。
[Low]：環境の変化への感度を下げることを表します。
EDRRM AQ のしきい値は、感度が [Low] の場合は 35、[Medium] の場合は 50、[High] の場合は
60 です。
e) [Apply] をクリックします。
ステップ 9

[Save Configuration] をクリックします。

アクセス ポイントに対する Cisco CleanAir の設定（GUI）
手順
ステップ 1

[Configuration] > [Wireless] > [Access Points] > [Radios] > [802.11a/n ] または [802.11b/g/n] の順に選択
して、[802.11a/n（または 802.11b/g/n）Radios] ページを開きます。

ステップ 2

目的のアクセス ポイントの横にあるチェックボックスを選択し、[Configure] をクリックします。
[802.11a/n Radios] ページまたは [802.11b/g/n Radios] ページが表示されます。
[CleanAir Capable] フィールドには、このアクセス ポイントが CleanAir の機能に対応しているかど
うかが表示されます。対応している場合は、次の手順に進み、このアクセス ポイントに対して
CleanAir を有効または無効にします。アクセス ポイントが CleanAir の機能に対応していない場合
は、このアクセス ポイントに対して CleanAir を有効にすることはできません。
（注）

ステップ 3

デフォルトでは、Cisco CleanAir の機能は無線に対して有効になっていま
す。

[CleanAir Status] ドロップダウン リストから [Enable] を選択して、このアクセス ポイントに対し
て Cisco CleanAir の機能をイネーブルにします。このアクセス ポイントで CleanAir の機能を無効
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にするには、[Disable] を選択します。デフォルト値は [Enable] です。この設定は、このアクセス
ポイントに対するグローバルな CleanAir の設定より優先します。
ステップ 4

[Apply] をクリックします。

ステップ 5

[Save Configuration] をクリックします。

Cisco Spectrum Expert の設定
Spectrum Expert の設定（GUI）
はじめる前に
• Spectrum Expert（Windows XP ラップトップ クライアント）とアクセス ポイント間で ping が
可能である必要があります。不可能な場合は正しく動作しません。
• Spectrum Expert コンソールとアクセス ポイントとの間に接続を確立する前に、IP アドレスの
ルーティングが正しく設定され、途中にあるすべてのファイアウォールでネットワーク スペ
クトラム インターフェイス（NSI）ポートが開かれていることを確認します。
• アクセス ポイントは、2.4 GHz の周波数をポート 37540 で、5 GHz の周波数をポート 37550
でリスニングする TCP サーバである必要があります。これらのポートは、Spectrum Expert ア
プリケーションが NSI プロトコルを使用してアクセス ポイントに接続するために、開かれて
いる必要があります。
• show ap name ap_name config dot11 {24ghz | 5ghz} コマンドを使用して、スイッチ CLI から
NSI キーを確認できます。

手順
ステップ 1

Spectrum Expert コンソールに接続するアクセス ポイントで、Cisco CleanAir 機能が有効になってい
ることを確認します。
（注）
SE-Connect モードは、1 つの無線だけでなく、そのアクセス ポイント全体に対して設定
されます。しかし、Spectrum Expert コンソールが接続するのは一度に 1 つの無線です。

ステップ 2

[Configuration] > [Wireless] > [Access Points] > [All APs] の順に選択して、[All APs] ページを開きま
す。

ステップ 3

目的のアクセス ポイントの名前をクリックして、[All APs > Details] ページを開きます。

ステップ 4

[AP Mode] ドロップダウン リストから [SE-Connect] を選択します。このモードは、Cisco CleanAir
機能にをサポートできるアクセス ポイントでのみ使用できます。SE-Connect モードが使用可能な
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オプションとして表示されるには、アクセス ポイントに有効状態のスペクトラム対応無線が少な
くとも 1 つ以上あることが必要です。
ステップ 5

[Apply] をクリックして、変更を確定します。

ステップ 6

アクセス ポイントをリブートするように求められたら、[OK] をクリックします。

ステップ 7

Windows PC で、次の URL から Cisco Software Center にアクセスします。
http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html

ステップ 8

[Product] > [Wireless] > [Cisco Spectrum Intelligence] > [Cisco Spectrum Expert] > [Cisco Spectrum Expert
Wi-Fi] の順にクリックし、Spectrum Expert 4.1.11 の実行可能ファイル（*.exe）をダウンロードし
ます。

ステップ 9

PC で Spectrum Expert アプリケーションを実行します。

ステップ 10

[Connect to Sensor] ダイアログボックスが表示されたら、アクセス ポイントの IP アドレスを入力
し、アクセス ポイントの無線を選択し、認証のために 16 バイトのネットワーク スペクトラム イ
ンターフェイス（NSI）キーを入力します。Spectrum Expert アプリケーションによって、NSI プロ
トコルを使用して、アクセス ポイントへの TCP/IP による直接接続が開かれます。
SE-Connect モードのアクセス ポイントがスイッチに join すると、アクセス ポイントから Spectrum
Capabilities 通知メッセージが送信され、これにスイッチは Spectrum Configuration Request で応答し
ます。要求には、NSI 認証のためにスイッチにより生成された 16 バイトのランダム NSI キーが含
まれます。スイッチはアクセス ポイントごとにキーを 1 つ作成し、アクセス ポイントはこのキー
をリブートするまで保存します。
Spectrum Expert コンソール接続は、アクセス ポイントの無線ごとに最大 3 つまで確立で
きます。
Spectrum Expert アプリケーションの右下隅にある [Slave Remote Sensor] テキスト ボックスを選択
して、Spectrum Expert コンソールがアクセス ポイントに接続されていることを確認します。デバ
イスが 2 台接続されている場合は、このテキスト ボックスにアクセス ポイントの IP アドレスが
表示されます。
（注）

ステップ 11

ステップ 12

Spectrum Expert アプリケーションを使用して、アクセス ポイントからのスペクトラム データを表
示および分析します。

Spectrum Expert の設定（CLI）
はじめる前に
• Spectrum Expert（Windows XP ラップトップ クライアント）とアクセス ポイント間で ping が
可能である必要があります。不可能な場合は正しく動作しません。
• Spectrum Expert コンソールとアクセス ポイントとの間に接続を確立する前に、IP アドレスの
ルーティングが正しく設定され、途中にあるすべてのファイアウォールでネットワーク スペ
クトラム インターフェイス（NSI）ポートが開かれていることを確認します。
• アクセス ポイントは、2.4 GHz の周波数をポート 37540 で、5 GHz の周波数をポート 37550
でリスニングする TCP サーバである必要があります。これらのポートは、Spectrum Expert ア
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プリケーションが NSI プロトコルを使用してアクセス ポイントに接続するために、開かれて
いる必要があります。
• show ap name ap_name config dot11 {24ghz | 5ghz} コマンドを使用して、スイッチ CLI から
NSI キーを確認できます。

手順
ステップ 1

次のコマンドを入力して、アクセス ポイントに SE-Connect モードを設定します。
ap name ap_name mode se-connect
例：
Device#ap name Cisco_AP3500 mode se-connect

ステップ 2

アクセス ポイントをリブートするように求められたら、「Y」と入力します。

ステップ 3

次のコマンドを入力して、アクセス ポイントの NSI キーを表示します。
show ap name ap_name config dot11 {24ghz | 5ghz}
例：
Device#show ap name Cisco_AP3500 config dot11 24ghz
<snippet>
CleanAir Management Information
CleanAir Capable
CleanAir Management Admin State
CleanAir Management Operation State
CleanAir NSI Key
CleanAir Sensor State

:
:
:
:
:

Yes
Enabled
Up
274F1F9B1A5206683FAF57D87BFFBC9B
Configured

<snippet>

次の作業
Windows PC で、Cisco Spectrum Expert をダウンロードします。
• URL http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html から、Cisco Software Center にアクセス
します。
• [Product] > [Wireless] > [Cisco Spectrum Intelligence] > [Cisco Spectrum Expert] > [Cisco Spectrum
Expert Wi-Fi] の順にクリックし、Spectrum Expert 4.1.11 の実行可能ファイル（*.exe）をダウ
ンロードします。
• PC で Spectrum Expert アプリケーションを実行します。
• [Connect to Sensor] ダイアログボックスが表示されたら、アクセス ポイントの IP アドレスを
入力し、アクセス ポイントの無線を選択し、認証のために 16 バイトのネットワーク スペク
トラム インターフェイス（NSI）キーを入力します。Spectrum Expert アプリケーションによっ
て、NSI プロトコルを使用して、アクセス ポイントへの TCP/IP による直接接続が開かれま
す。
SE-Connect モードのアクセス ポイントがスイッチに join すると、アクセス ポイントから
Spectrum Capabilities 通知メッセージが送信され、これにスイッチは Spectrum Configuration
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Request で応答します。この要求には 16 バイトのランダム NSI キーが含まれます。このキー
は NSI 認証で使用するためにスイッチで作成されたものです。スイッチはアクセス ポイント
ごとにキーを 1 つ作成し、アクセス ポイントはこのキーをリブートするまで保存します。

（注）

Spectrum Expert コンソール接続は、アクセス ポイントの無線ごとに最大 3 つ
まで確立できます。

• Spectrum Expert アプリケーションの右下隅にある [Slave Remote Sensor] テキスト ボックスを
選択して、Spectrum Expert コンソールがアクセス ポイントに接続されていることを確認しま
す。デバイスが 2 台接続されている場合は、このテキスト ボックスにアクセス ポイントの
IP アドレスが表示されます。
• Spectrum Expert アプリケーションを使用して、アクセス ポイントからのスペクトラム デー
タを表示および分析します。

CleanAir パラメータのモニタリング
次のコマンドを使用して CleanAir パラメータをモニタできます。
表 6：CleanAir のモニタリング用コマンド

コマンド

説明

show ap dot11 24ghz cleanair air-quality summary

2.4 GHz 帯域の CleanAir 電波品質（AQ）のデー
タを表示します

show ap dot11 24ghz cleanair air-quality worst

2.4 GHz 帯域の CleanAir 電波品質（AQ）の最悪
のデータを表示します

show ap dot11 24ghz cleanair config

2.4 GHz 帯域の CleanAir の設定を表示します

show ap dot11 24ghz cleanair device type all

2.4 GHz 帯域のすべての CleanAir 干渉源を表示
します

show ap dot11 24ghz cleanair device type
bt-discovery

2.4 GHz 帯域の BT Discovery タイプの CleanAir
干渉源を表示します

show ap dot11 24ghz cleanair device type bt-link

2.4 GHz 帯域の BT Link タイプの CleanAir 干渉
源を表示します

show ap dot11 24ghz cleanair device type canopy

2.4 GHz 帯域の Canopy タイプの CleanAir 干渉
源を表示します

show ap dot11 24ghz cleanair device type cont-tx

2.4 GHz 帯域の Continuous transmitter タイプの
CleanAir 干渉源を表示します
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コマンド

説明

show ap dot11 24ghz cleanair device type dect-like

2.4 GHz 帯域の DECT Like タイプの CleanAir 干
渉源を表示します

show ap dot11 24ghz cleanair device type fh

2.4 GHz 帯域の 802.11FH タイプの CleanAir 干渉
源を表示します

show ap dot11 24ghz cleanair device type inv

2.4 GHz 帯域の WiFi Inverted タイプの CleanAir
干渉源を表示します

show ap dot11 24ghz cleanair device type jammer

2.4 GHz 帯域の Jammer タイプの CleanAir 干渉
源を表示します

show ap dot11 24ghz cleanair device type mw-oven 2.4 GHz 帯域の MW Oven タイプの CleanAir 干
渉源を表示します
show ap dot11 24ghz cleanair device type nonstd

2.4 GHz 帯域の WiFi Inv.Ch タイプの CleanAir 干
渉源を表示します

show ap dot11 24ghz cleanair device type persistent 2.4 GHz 帯域の Persistent タイプの CleanAir 干渉
源を表示します
show ap dot11 24ghz cleanair device type superag

2.4 GHz 帯域の SuperAG タイプの CleanAir 干渉
源を表示します

show ap dot11 24ghz cleanair device type tdd-tx

2.4 GHz 帯域の TDD Transmit タイプの CleanAir
干渉源を表示します

show ap dot11 24ghz cleanair device type video

2.4 GHz 帯域の Video Camera タイプの CleanAir
干渉源を表示します

show ap dot11 24ghz cleanair device type
wimax-fixed

2.4 GHz 帯域の WiMax Fixed タイプの CleanAir
干渉源を表示します

show ap dot11 24ghz cleanair device type
wimax-mobile

2.4 GHz 帯域の WiMax Mobile タイプの CleanAir
干渉源を表示します

show ap dot11 24ghz cleanair device type xbox

2.4 GHz 帯域の Xbox タイプの CleanAir 干渉源
を表示します

show ap dot11 24ghz cleanair device type zigbee

2.4 GHz 帯域の zigbee タイプの CleanAir 干渉源
を表示します

show ap dot11 5ghz cleanair air-quality summary

5 GHz 帯域の CleanAir 電波品質（AQ）のデー
タを表示します
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コマンド

説明

show ap dot11 5ghz cleanair air-quality worst

5 GHz 帯域の CleanAir 電波品質（AQ）の最悪
のデータを表示します

show ap dot11 5ghz cleanair config

5 GHz 帯域の CleanAir の設定を表示します

show ap dot11 5ghz cleanair device type all

5 GHz 帯域のすべての CleanAir 干渉源を表示し
ます

show ap dot11 5ghz cleanair device type canopy

5 GHz 帯域の Canopy タイプの CleanAir 干渉源
を表示します

show ap dot11 5ghz cleanair device type cont-tx

5 GHz 帯域の Continuous TX タイプの CleanAir
干渉源を表示します

show ap dot11 5ghz cleanair device type dect-like

5 GHz 帯域の DECT Like タイプの CleanAir 干渉
源を表示します

show ap dot11 5ghz cleanair device type inv

5 GHz 帯域の WiFi Inverted タイプの CleanAir 干
渉源を表示します

show ap dot11 5ghz cleanair device type jammer

5 GHz 帯域の Jammer タイプの CleanAir 干渉源
を表示します

show ap dot11 5ghz cleanair device type nonstd

5 GHz 帯域の WiFi Inv.Ch タイプの CleanAir 干
渉源を表示します

show ap dot11 5ghz cleanair device type persistent

5 GHz 帯域の Persistent タイプの CleanAir 干渉
源を表示します

show ap dot11 5ghz cleanair device type superag

5 GHz 帯域の SuperAG タイプの CleanAir 干渉源
を表示します

show ap dot11 5ghz cleanair device type tdd-tx

5 GHz 帯域の TDD Transmit タイプの CleanAir
干渉源を表示します

show ap dot11 5ghz cleanair device type video

5 GHz 帯域の Video Camera タイプの CleanAir 干
渉源を表示します

show ap dot11 5ghz cleanair device type wimax-fixed 5 GHz 帯域の WiMax Fixed タイプの CleanAir 干
渉源を表示します
show ap dot11 5ghz cleanair device type
wimax-mobile

5 GHz 帯域の WiMax Mobile タイプの CleanAir
干渉源を表示します
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また、スイッチの GUI を使用してアクセス ポイントの CleanAir のステータスを確認することもで
きます。

手順
[Monitor] > [Wireless] > [Access Points] > [802.11 a/n/ac] または [802.11 b/g/n] の順に選択します。
スイッチにアソシエートされているアクセス ポイントのリストを示す [Radios] ページが表示され
ます。CleanAir の管理および CleanAir のステータスを確認できます。
Cisco CleanAir のステータスは次のいずれかになります。
• [UP]：アクセス ポイント無線に対するスペクトラム センサーが現在正常に動作中です（エ
ラー コード 0）。
• [DOWN]：アクセス ポイント無線に対するスペクトラム センサーは、エラーが発生したため
に現在動作していません。最も可能性の高いエラーの原因は、アクセス ポイント無線が無効
になっていることです（エラー コード 8）。このエラーを修正するには、無線を有効にして
ください。
• [ERROR]：アクセス ポイント無線に対するスペクトラム センサーがクラッシュしており（エ
ラー コード 128）、この無線に対する CleanAir のモニタリングが機能していません。このエ
ラーが発生した場合は、アクセス ポイントをリブートしてください。エラーが引き続き発生
する場合は、この無線に対して Cisco CleanAir の機能を無効にすることもできます。
• [N/A]：このアクセス ポイント無線は Cisco CleanAir の機能に対応していません。

干渉デバイスのモニタリング
CleanAir 対応のアクセス ポイントで干渉デバイスが検出されると、複数のセンサーによる同じデ
バイスの検出をマージして、クラスタが作成されます。各クラスタには一意の ID を割り当てま
す。一部のデバイスは、実際に必要になるまで送信時間を制限することによって電力を節約しま
すが、その結果、スペクトラム センサーでのそのデバイスの検出が一時的に停止します。その
後、このデバイスはダウンとして適正にマークされます。ダウンしたデバイスは、スペクトラム
データベースから適正に削除されます。ある特定のデバイスに対する干渉源検出がすべてレポー
トされる場合は、クラスタ ID を長期間にわたって有効とし、デバイス検出が増大しないようにし
ます。同じデバイスが再度検出された場合は、元のクラスタ ID とマージして、そのデバイスの検
出履歴を保持します。
たとえば、Bluetooth 対応のヘッドフォンが電池を使用して動作している場合があります。このよ
うなデバイスでは、実際に必要とされていない場合には送信機を停止するなど、電力消費を減ら
すための方法が採用されています。このようなデバイスは、分類処理の対象として現れたり、消
えたりを繰り返すように見えます。CleanAir では、このようなデバイスを管理するために、クラ
スタ ID をより長く保持し、検出時には同じ 1 つのレコードに再度マージされるようにします。こ
の処理によってユーザ レコードの処理が円滑になり、デバイスの履歴が正確に表現されるように
なります。
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干渉デバイスのモニタリング（GUI）
はじめる前に
Cisco CleanAir は、CleanAir 対応のアクセス ポイントにのみ設定できます。

手順
ステップ 1

[Cisco APs] > [インターフェイス デバイス（Interference Devices）] ページを開くには、[モニタ
（Monitor）] > [インターフェイス（Interferers）] > [Cisco CleanAir] > [802.11a/n] または [802.11b/g/n]
> [インターフェイス デバイス（Interference Devices）] の順に選択します。
このページには、次の情報が表示されます。
• [AP Name]：干渉デバイスが検出されたアクセス ポイントの名前。
• [Interferer Type]：干渉源のタイプ。
• [Affected Channel]：デバイスから影響を受けているチャネル。
• [Severity]：干渉デバイスの重大度の指標。
• [Duty Cycle (%)]：干渉デバイスが動作している間の時間の割合。
• [RSSI]：アクセス ポイントの受信信号強度表示（RSSI）。
• [DevID]：一意に識別できる干渉デバイスのデバイス識別番号。
• [ClusterID]：デバイスのタイプを一意に識別できるクラスタ識別番号。

ステップ 2

[Filter] アイコンをクリックするか、[Show] ドロップダウン リストから [Quick Filter] オプションを
選択し、干渉デバイスに関する情報を特定の基準に基づいて表示します。

関連トピック
2.4 GHz デバイスの干渉レポートの設定, （35 ページ）
5 GHz デバイスの干渉レポートの設定, （39 ページ）

無線帯域の電波品質（ワースト ケース）のモニタリング（GUI）
手順
[Monitor] > [Cisco CleanAir] > [Worst Air-Quality] を選択して、[Air Quality Report] ページを開きま
す。
このページには、802.11a/n と 802.11b/g/n の両方の無線帯域の電波品質が表示されます。このペー
ジは、次の情報を表示します。
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• [AP Name]：802.11 無線帯域において、電波品質が最悪と報告されているアクセス ポイント
の名前。
• [Channel Number]：電波品質が最悪と報告された無線チャネル。
• [Minimum Air Quality Index]：この無線チャネルの最小の電波品質。範囲は 1 ～ 100 です。電
波品質の指標（AQI）の値は、100 が最高で、1 が最悪です。
• [Average Air Quality Index]：この無線チャネルの平均電波品質。範囲は 1 ～ 100 です。電波品
質の指標（AQI）の値は、100 が最高で、1 が最悪です。
• [Interference Device Count]：802.11 無線帯域で無線によって検出された干渉源の数。

CleanAir の設定例
2.4 GHz 帯域での CleanAir およびアクセス ポイントのイネーブル化：例
次に、チャネルで動作する 2.4 GHz 帯域の CleanAir とアクセス ポイントをイネーブルにする例を
示します。
Device#configure terminal
Device(config)#ap dot11 24ghz cleanair
Device(config)#exit
Device#ap name TAP1 dot11 24ghz cleanair
Device#end

CleanAir-Events の EDRRM の設定：例
次に、2.4 GHz 帯域の EDRRM の cleanair-event をイネーブルにし、非 Wi-Fi 干渉に対する高い感
度を設定します。
Device#configure terminal
Device(config)#ap dot11 24ghz rrm channel cleanair-event
Device(config)#ap dot11 24ghz rrm channel cleanair-event sensitivity high
Device(config)#end

CleanAir に関する FAQ
Q. 複数のアクセス ポイントが同じ干渉デバイスを検出しますが、スイッチはそれらを別個のクラ
スタとして表示するか、疑いのあるさまざまなデバイスをクラスタ化して示します。このよう
になるのはなぜですか。
A. スイッチがこれらのアクセス ポイントによって検出されたデバイスのマージを検討するために
は、アクセス ポイントが RF ネイバーである必要があります。アクセス ポイントがネイバー関
係を確立するためには時間がかかります。スイッチの再起動後、または RF グループの変更な
どのイベントの後は、クラスタリングがそれほど正確ではなくなります。
Q. スイッチを使用して 2 台のモニタ モード アクセス ポイントをマージできますか。
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A. いいえ。スイッチを使用して 2 台のモニタ モード アクセス ポイントをマージすることはでき
ません。MSE を使用した場合にのみ、モニタ モード アクセス ポイントをマージできます。
Q. ネイバー アクセス ポイントを表示するにはどうすればよいですか。
A. ネイバー アクセス ポイントを表示するには、 show ap ap_name コマンドを使用します。 auto-rf
dot11{24ghz | 5ghz}
次に、ネイバー アクセス ポイントを表示する例を示します。
Device#show ap name AS-5508-5-AP3 auto-rf dot11 24ghz
<snippet>
Nearby APs
AP 0C85.259E.C350
AP 0C85.25AB.CCA0
AP 0C85.25C7.B7A0
AP 0C85.25DE.2C10
AP 0C85.25DE.C8E0
AP 0C85.25DF.3280
AP 0CD9.96BA.5600
AP 24B6.5734.C570
<snippet>

slot
slot
slot
slot
slot
slot
slot
slot

0
0
0
0
0
0
0
0

:
:
:
:
:
:
:
:

-12
-24
-26
-24
-14
-31
-44
-48

dBm
dBm
dBm
dBm
dBm
dBm
dBm
dBm

on
on
on
on
on
on
on
on

1
6
11
6
11
6
6
11

(10.10.0.5)
(10.10.0.5)
(10.10.0.5)
(10.10.0.5)
(10.10.0.5)
(10.10.0.5)
(10.0.0.2)
(10.0.0.2)

Q. CleanAir で利用可能なデバッグ コマンドはどれですか。
A. CleanAir のデバッグ コマンドは次のとおりです。
debug cleanair {all | error | event | internal-event | nmsp | packet}
debug rrm {all | channel | detail | error | group | ha | manager | message | packet | power | prealarm
| profile | radar | rf-change | scale | spectrum}
Q. CleanAir 設定は MA で使用できますか。
A. リリース 3.3 SE 以降、CleanAir 設定は MA で使用できます。MA で CleanAir の次の 2 種類のコ
マンドを使用できます。
• show ap dot11 5ghz cleanair config
• show ap dot11 24ghz cleanair config

関連トピック
2.4 GHz 帯域の CleanAir のイネーブル化, （33 ページ）
2.4 GHz での電波品質とデバイスの CleanAir アラームの設定, （34 ページ）
2.4 GHz デバイスの干渉レポートの設定, （35 ページ）
5 GHz 帯域の CleanAir のイネーブル化, （37 ページ）
5 GHz での電波品質とデバイスの CleanAir アラームの設定, （37 ページ）
5 GHz デバイスの干渉レポートの設定, （39 ページ）
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その他の参考資料

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

CleanAir コマンドと詳細

CleanAir Command Reference, Cisco IOS XE Release
3SE (Catalyst 3850 Switches)

エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

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

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs
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シスコのテクニカル サポート
説明

Link

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。
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Flexible NetFlow の設定
• 機能情報の確認, 59 ページ
• 前提条件, 60 ページ
• [Restrictions（機能制限）], 61 ページ
• Flexible Netflow に関する制約事項, 61 ページ
• ワイヤレス Flexible NetFlow の制限事項, 63 ページ
• NetFlow 情報, 64 ページ
• Flexible NetFlow の設定方法, 79 ページ
• Flexible NetFlow のモニタリング, 93 ページ
• Flexible NetFlow の設定例, 94 ページ
• NetFlow に関する追加情報, 97 ページ
• Flexible NetFlow の機能情報, 98 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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前提条件
Flexible NetFlow の前提条件
次に、Flexible NetFlow コンフィギュレーションの前提条件を示します。
• 送信元インターフェイスを設定する必要があります。送信元インターフェイスを設定しな
かった場合、エクスポータはディセーブル ステートのままです。
• フロー モニタごとに、有効なレコード名を設定する必要があります。
• IPv6 宛先サーバにフロー レコードをエクスポートするには、IPv6 ルーティングをイネーブ
ルにする必要があります。
• IPFIX 形式の NetFlow レコードをエクスポートするには、フロー エクスポータに IPFIX エク
スポート プロトコルを設定する必要があります。
• Flexible NetFlow の key フィールドについて、『Cisco IOS Flexible NetFlow Command Reference』
で次のコマンドに定義されている内容をよく理解していること。
◦ match datalink：データリンク（レイヤ 2）フィールド
◦ match flow：フィールドを識別するフロー
◦ match interface：インターフェイス フィールド
◦ match ipv4：IPv4 フィールド
◦ match ipv6：IPv6 フィールド
◦ match transport：トランスポート層フィールド
◦ match wireless：ワイヤレス フィールド
◦ match flow cts：CTS フィールド
• Flexible NetFlow の nonkey フィールドについて、『Cisco IOS Flexible NetFlow Command
Reference』で次のコマンドに定義されている内容をよく理解する必要があります。
◦ collect counter：カウンタ フィールド
◦ collect flow：フィールドを識別するフロー
◦ collect interface：インターフェイス フィールド
◦ collect timestamp：タイムスタンプ フィールド
◦ collect transport：トランスポート層フィールド
◦ collect wireless：ワイヤレス フィールド
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[Restrictions（機能制限）]

IPv4 トラフィック
• ネットワーキング デバイスが IPv4 ルーティング用に設定されていること。
• Cisco Express Forwarding またはdistributed Cisco Express Forwarding のいずれかが、デバイスお
よび Flexible NetFlow を有効化するすべてのインターフェイスで有効化されていること。
IPv6 トラフィック
• ネットワーキング デバイスが、IPv6 ルーティング用に設定されていること。
• Cisco Express Forwarding IPv6 または分散型 Cisco Express Forwarding のいずれかが、デバイス
および Flexible NetFlow を有効化するすべてのインターフェイスで有効化されていること。

ワイヤレス Flexible NetFlow の前提条件
次に、ワイヤレス Flexible NetFlow の前提条件を示します。
• ネットワーキング デバイスで、ワイヤレス Flexible NetFlow をサポートする Cisco リリース
が稼働していることを確認します。
• ターゲットが WLAN に接続されていることを確認します。
• ネットワーキング デバイスは、IP、 IPv6、およびデータリンクなどのプロトコル タイプを
サポートするように設定されている必要があります。
• フローを生成する前に、有効なフロー レコードおよびモニタが必要です。

[Restrictions（機能制限）]
Flexible Netflow に関する制約事項
次に、Flexible NetFlow に関する制約事項を示します。
• Traditional NetFlow（TNF）のアカウンティングはサポートされていません。
• Flexible NetFlow バージョン 9 およびバージョン 10 のエクスポート フォーマットがサポート
されています。ただし、エクスポート プロトコルが設定されていない場合は、バージョン 9
のエクスポート フォーマットがデフォルトで適用されます。
• マイクロフロー ポリシング機能は FNF と NetFlow ハードウェア リソースを共有します。
• インターフェイスごとおよび方向ごとに、1 つのフロー モニタのみがサポートされます。
• レイヤ 2、IPv4、および IPv6 トラフィック タイプがサポートされています。ただし、スイッ
チは、特定の方向とインターフェイスにおいて、一度にこれらのタイプの 1 つだけにフロー
モニタを適用できます。
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• レイヤ 2、VLAN、WLAN、およびレイヤ 3 インターフェイスがサポートされています。た
だし、スイッチは SVI およびトンネルをサポートしていません。
• 次のサイズの NetFlow テーブルがサポートされています。
トリム レベル

入力 NetFlow テーブル

出力 NetFlow テーブル

LAN ベース

サポート対象外

サポート対象外

IP Base

8K

16 K

IP サービス

8K

16 K

• スイッチのタイプに応じて、スイッチには 1 個または 2 個の転送 ASIC があります。上記の
表に示されているのは、ASIC ごとの容量です。
• スイッチは、1 個または 2 個の ASIC をサポートできます。各 TCAM が最大 6K 入力エント
リおよび 12K 出力エントリを処理できる一方、各 ASIC は 8K 入力および 16 K 出力エントリ
を処理できます。
• NetFlow テーブルは個別のコンパートメントにあり、組み合わせることはできません。パケッ
トを処理した ASIC のテーブルに応じて、対応した ASIC のテーブルにフローが作成されま
す。
• NetFlow ハードウェアの実装では、4 台のハードウェア サンプラーがサポートされています。
1/2 ～ 1/1024 のサンプラー レートを選択できます。ランダム サンプリング モードのみがサ
ポートされています。
• マイクロフロー ポリシング機能（ワイヤレス実装の場合にのみ有効）では、フル フロー モー
ドでのみ NetFlow を使用できます。NetFlow ポリシングは使用できません。マイクロフロー
QoS の妨げになるため、ワイヤレス トラフィックにはサンプラーを適用できません。
• ワイヤレス トラフィックでは、フル フロー アカウンティングだけがサポートされています。
• NetFlow ハードウェアの内部では、ハッシュ テーブルが使用されています。ハードウェア内
でハッシュ衝突が発生する場合があります。したがって、内部の連想メモリ（CAM）でオー
バーフローが発生しても、実際の NetFlow テーブルの使用率は約 80 % しかない場合があり
ます。
• フローに使用されるフィールドによって異なりますが、単一のフローは 2 個の連続したエン
トリを取得できます。IPv6 フローも 2 個のエントリを取得します。この場合、NetFlow エン
トリを効果的に使用すれば、テーブル サイズの半分で済みます。これは、上記のハッシュ衝
突の制限とは別です。
• スイッチは、最大 63 個のフロー モニタをサポートしています。
• SSID ベースの NetFlow アカウンティングがサポートされています。SSID はインターフェイ
スと同様の方法で扱われます。ただし、ユーザ ID などの一部のフィールドはサポートされ
ていません。
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• NetFlow ソフトウェアの実装では、分散 NetFlow エクスポートがサポートされるため、フロー
が作成された同じスイッチからフローがエクスポートされます。
• 入力フローは最初にフローのパケットを受信した ASIC にあります。出力フローは、パケッ
トが実際に スイッチ セットアップを残した ASIC にあります。
• バイト カウント フィールドのレポート値（「bytes long」と呼ばれる）は、レイヤ 2 パケッ
ト サイズの 18 バイトです。従来のイーサネット トラフィック（802.3）の場合、これは正確
です。他のすべてのイーサネット タイプの場合、このフィールドは正確ではありません。
「bytes layer2」フィールドを使用すると、常に正確なレイヤ 2 パケット サイズが報告されま
す。サポートされる Flexible NetFlow フィールドについては、サポートされている Flexible
NetFlow フィールド, （73 ページ） を参照してください。
• AVC フロー モニタの IPFIX エクスポータの設定はサポートされていません。
• Flexible NetFlow エクスポートは、イーサネット管理ポート（Gi0/0）ではサポートされてい
ません。
• フロー レコードに送信元グループ タグ（SGT）と宛先グループ タグ（DGT）のフィールド
（またはこの 2 つのいずれかのフィールド）だけが含まれる場合、両方の値を適用できない
としても、SGT と DGT に値ゼロを設定したフローが作成されます。フロー レコードには、
SGT および DGT フィールドと一緒に、送信元および宛先 IP アドレスが含まれる必要があり
ます。
• WLAN（SSID）では接続できない CTS フィールドを含むフロー レコードを使用したフロー
モニタ。
• QoS のマークが付けられたパケットが出力方向に NetFlow が設定されているインターフェイ
スで受信されると、パケットの QoS 値がコレクタによってキャプチャされます。しかし、パ
ケットが入力方向に NetFlow が設定されているインターフェイスで受信されると、パケット
の QoS 値はコレクタによってキャプチャされません。

ワイヤレス Flexible NetFlow の制限事項
• ASIC ごとに最大 24 K の NetFlow をサポートします。
• 各 WLAN で方向（入力と出力）ごとに、1 つのポリシーをサポートします。つまり、WLAN
ごとに最大 2 つのモニタがサポートされます。
• Flexible NetFlow v9 エクスポート フォーマットのみをサポートします。
• ワイヤレス クライアントの QoS ポリシー機能は、Flexible NetFlow と NetFlow ハードウェア
リソースを共有します。
• QoS ポリシー機能では、フル フロー モードでのみ NetFlow を使用します。
• インターフェイスごと、および方向ごとに、1 つのフロー モニタだけをサポートします。
• サポートされているトラフィックのタイプは、レイヤ 2、IPv4、および IPv6 です。特定の方
向およびインターフェイスに対してフロー モニタを同時に適用できるのは、これらのタイプ
のうちのいずれか 1 つに限られます。
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• フル フロー アカウンティングのみをサポートします。
• NetFlow テーブルは別のコンパートメントにあるため、組み合わせることはできません。パ
ケットを処理した ASIC のテーブルに応じて、対応した ASIC のテーブルにフローが作成さ
れます。
• Flexible NetFlow ハードウェア内ではハッシュ衝突が発生します。内部の CAM でオーバーフ
ローが発生しても、実際の NetFlow テーブルの使用率は約 80 % です。
• フローに使用されるフィールドによって異なりますが、単一のフローは 2 個の連続したエン
トリを取得します。IPv6 フローも 2 個のエントリを取得します。したがって、NetFlow エン
トリによって事実上使用されるのは、テーブル サイズの半分です。これは、ハッシュ衝突の
制限とは別です。
• 最大 63 個のフロー モニタをサポートします。QoS ポリシーは、別個のフロー モニタのセッ
トを使用します。
• Flexible NetFlow ソフトウェアの実装では、分散 NetFlow エクスポートをサポートします。フ
ローは、そのフローが作成された同じスイッチからエクスポートされます。
• 入力フローは最初にフローのパケットを受信した ASIC にあります。出力フローは、パケッ
トが実際に スイッチ セットアップを出た ASIC にあります。
• バイト カウント フィールド（IN_BYTES）で報告される値は、レイヤ 2 パケット サイズから
18 バイトを引いた値です。このフィールドは、従来のイーサネット トラフィックの場合に
のみ正確です。bytes layer2 フィールドを使用すると、常に正確なレイヤ 2 パケット サイズが
報告されます。
• コントローラは 3 個の ASIC をサポートします。
• SSID ベースの NetFlow アカウンティングをサポートします。
• IOS XE リリース 3E については、Cisco 5700 シリーズ ワイヤレス LAN コントローラでの
IPFIX IPv4 エクスポートの使用は推奨されていません。
• IOS XE リリース 3E では、出力ワイヤレス トラフィックの WLAN 設定に関して以下の制限
事項があります。
1 WLAN のすべて、またはその一部に出力フロー モニタが設定されている場合、いずれの
WLAN にも出力マイクロフロー QoS は定義されません。
2 WLAN のすべて、またはその一部に出力マイクロフロー QoS が定義されている場合、い
ずれの WLAN にも出力フロー モニタは設定されません。
• IOS XE リリース 3E の場合、出力ネットフローおよび出力 WQoS を同時に有効にした 1 つの
WLAN がサポートされます。

NetFlow 情報
NetFlow は、スイッチを通過するパケットの統計情報を提供するシスコ テクノロジーです。NetFlow
は、IP ネットワークから実際の IP データを取得するための標準規格です。NetFlow は、ネット

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
64

OL-30686-01-J

NetFlow 情報

ワークとセキュリティの監視、ネットワーク計画、トラフィック分析、および IP アカウンティン
グをイネーブルにするためのデータを提供します。Flexible NetFlow は、実際の要件に合わせてト
ラフィック分析パラメータをカスタマイズする機能を追加することで、以前の NetFlow よりも改
善されています。Flexible NetFlow では、トラフィック分析のための非常に複雑な構成を作成した
り、再利用可能な構成コンポーネントを使用してデータをエクスポートすることが容易になりま
す。

Flexible NetFlow の概要
Flexible NetFlow ではフローを使用して、アカウンティング、ネットワーク モニタリング、および
ネットワーク プランニングに関連する統計情報を提供します。
フローは送信元インターフェイスに届く単方向のパケット ストリームで、キーの値は同じです。
キーは、パケット内のフィールドを識別する値です。フローを作成するには、フロー レコードを
使用して、フロー固有のキーを定義します。
スイッチ は、ネットワーク異常とセキュリティ問題の高度な検出をイネーブルにする Flexible
NetFlow 機能をサポートします。Flexible NetFlow により、大量の定義済みフィールドの集合から
キーを選択して、特定のアプリケーションに最適なフロー レコードを定義できます。
1 つのフローと見なされるパケットでは、すべてのキー値が一致している必要があります。フロー
は、設定したエクスポートレコードバージョンに基づいて、関係のある他のフィールドを集める
こともあります。フローはFlexible NetFlow キャッシュに格納されます。
エクスポータを使用してFlexible NetFlowがフローのために収集するデータをエクスポートし、
Flexible NetFlow コレクタなどのリモート システムにこのデータをエクスポートできます。Flexible
NetFlow コレクタは、IPv4 または IPv6 アドレスを使用できます。
モニタを使用してフローのために収集するデータのサイズを定義します。モニタで、フロー レ
コードおよびエクスポータを Flexible NetFlow キャッシュ情報と結合します。

ワイヤレス Flexible NetFlow の概要
ワイヤレス Flexible NetFlow インフラストラクチャは次をサポートします。
• Flexible NetFlow バージョン 9.0 および 10
• ユーザ ベースのレート制限
• microflow ポリシング
• 音声およびビデオ フロー モニタリング
• 再帰アクセス コントロール リスト（ACL）
マイクロフロー ポリシングとユーザ ベースのレート制限
マイクロフロー ポリシングは、NetFlow テーブル内の各フローに 2 カラー、1 レートのポリサー
と関連ドロップ統計情報を関連付けます。フローマスクがすべてのパケットフィールドで構成さ
れる場合、この機能は「マイクロフローポリシング」と呼ばれます。フローマスクが送信元また
は宛先のみで構成される場合、この機能は「ユーザ ベースのレート制限」と呼ばれます。
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音声およびビデオ フロー モニタリング
音声およびビデオ フローはフル フロー マスク ベースのエントリです。ASIC は、ポリサー パラ
メータのプログラム、複数のフローでのポリサー共有、フローの IP アドレスとレイヤー 4 ポート
番号の書き換えにおいて柔軟性を提供します。

（注）

ダイナミック エントリの場合、NetFlow エンジンは、ポリシー（ACL/QoS ベース ポリシー）
に基づいてフローに対して取得されたポリサー パラメータを使用します。ダイナミック エン
トリは複数のフロー間でポリサーを共有できません。
再帰 ACL
再帰 ACL により、上位層セッション情報に基づいて IP パケットをフィルタリングできます。ACL
は発信トラフィックを許可し、信頼ネットワーク内で開始されたセッションに応じて、着信トラ
フィックを制限します。再帰 ACL は、再帰的なエントリと一致するデータ パケットによりアク
ティブにされるまで、フィルタリング メカニズムに対して透過的です。この時点では、一時 ACL
エントリが作成され、IP 名付きアクセス リストに追加されています。再帰 ACL エントリを生成
するデータ パケットから取得した情報は、許可/拒否ビット、送信元 IP アドレス、送信元ポート、
宛先 IP アドレス、ポート、およびプロトコル タイプです。再帰 ACL エントリの評価において、
プロトコル タイプが TCP または UDP の場合、ポート情報は正確に一致する必要があります。他
のプロトコルの場合、一致するポート情報はありません。この ACLをインストールすると、通過
する応答パケットに対してファイアウォールが開かれます。この時点では、ハッカーがファイア
ウォールの背後にあるネットワークにアクセスする危険性があります。この危険性を最小限に抑
えるには、アイドル タイムアウト期間を定義できます。ただし、TCP の場合、2 つの FIN ビット
または RST が検出された場合、ACL エントリが削除される可能性があります。
関連トピック
IPV4 および IPv6 の入出力方向にフロー モニタを適用する WLAN 設定, （92 ページ）
例：WLAN（入力方向）の IPv4 Flexible NetFlow の設定, （95 ページ）
例：WLAN（出力方向）の IPv6 および転送フラグ Flexible NetFlow の設定, （95 ページ）
例：WLAN（入力および出力の両方向）の IPv6 Flexible NetFlow の設定, （96 ページ）

フロー レコード
Flexible NetFlow では、キー フィールドと非キー フィールドの組み合わせをレコードと呼びます。
Flexible NetFlow のレコードは Flexible NetFlow フロー モニタに割り当てられ、フロー データの格
納に使用されるキャッシュが定義されます。Flexible NetFlow には、Flexible NetFlow の使用を開始
する際に役立ついくつかの事前定義済みのレコードが含まれています。
フロー レコードでは、フロー内のパケットを識別するために Flexible NetFlow で使用するキーと
ともに、Flexible NetFlow がフローについて収集する他の関連 フィールドを定義します。キーと関
連フィールドを任意の組み合わせで指定して、フロー レコードを定義できます。スイッチは、幅
広いキーセットをサポートします。フローレコードでは、フロー単位で収集するカウンタのタイ
プも定義します。64 ビットのパケットまたはバイト カウンタを設定できます。スイッチは、フ
ロー レコードの作成時に、デフォルトとして次の match フィールドをイネーブルにします。
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• match datalink：レイヤ 2 属性
• match flow direction：フローの方向を識別するフィールドとの一致を指定します。
• match interface：インターフェイス属性
• match ipv4：IPv4 属性
• match ipv6：IPv6 属性
• match transport：トランスポート層フィールド
• match wireless：ワイヤレス フィールド
• match flow cts：CTS フィールド
関連トピック
フロー レコードの作成, （80 ページ）

Flexible NetFlow の match パラメータ
次の表で、Flexible NetFlow の match パラメータについて説明します。フロー レコードごとに、次
の match パラメータを 1 つ以上設定する必要があります。
表 7：match パラメータ

コマンド

目的

match datalink {dot1q | ethertype | mac | vlan }

データ リンクまたはレイヤ 2 フィールドとの一
致を指定します。次のコマンド オプションが使
用可能です。
• dot1q：dot1q フィールドと一致します。
• ethertype：パケットの ethertype と一致し
ます。
• mac：送信元または宛先の MAC フィール
ドと一致します。
• vlan：パケットが配置される VLAN と一致
します（入力または出力）。

match flow direction

フローを識別するフィールドとの一致を指定し
ます。
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コマンド

目的

match interface {input | output}

インターフェイス フィールドとの一致を指定し
ます。次のコマンド オプションが使用可能で
す。
• input：入力インターフェイスと一致しま
す。
• output：出力インターフェイスと一致しま
す。

match ipv4 {destination | protocol | source | tos |
ttl | version}

IPv4 フィールドとの一致を指定します。次のコ
マンド オプションが使用可能です。
• destination：IPv4 宛先アドレス ベースの
フィールドと一致します。
• protocol：IPv4 プロトコルと一致します。
• source：IPv4 送信元アドレス ベースの
フィールドと一致します。
• tos：IPv4 タイプ オブ サービス フィールド
と一致します。
• ttl：IPv4 存続時間フィールドと一致しま
す。
• version：IPv4 ヘッダーの IP バージョンと
一致します。
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コマンド

目的

match ipv6 {destination | hop-limit | protocol |
source | traffic-class | version }

IPv6 フィールドとの一致を指定します。次のコ
マンド オプションが使用可能です。
• destination：IPv6 宛先アドレス ベースの
フィールドと一致します。
• hop-limit：IPv6 ホップ リミット フィール
ドと一致します。
• protocol：IPv6 ペイロード プロトコル
フィールドと一致します。
• source：IPv6 送信元アドレス ベースの
フィールドと一致します。
• traffic-class：IPv6 トラフィック クラスと
一致します。
• version：IPv6 ヘッダーの IP バージョンと
一致します。

match transport {destination-port | igmp | icmp | トランスポート層フィールドとの一致を指定し
source-port}
ます。次のコマンド オプションが使用可能で
す。
• destination-port：転送先ポートと一致しま
す。
• icmp：ICMP IPv4 および IPv6 フィールド
を含む ICMP フィールドと一致します。
• igmp：IGMP フィールドと一致します。
• source-port：転送元ポートと一致します。
match flow cts {source | destination} group-tag

FNF レコードの CTS フィールドのサポートと
の一致を指定します。次のコマンド オプション
が使用可能です。
• source：ドメインを入力する CTS の送信元
と一致します。
• destination：ドメインを脱退する CTS の宛
先と一致します。
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Flexible NetFlow の collect パラメータ
次の表で、Flexible NetFlow の collect パラメータについて説明します。
表 8：collect パラメータ

コマンド

目的

collect counter { bytes { layer2 { long } | long } |
packets { long } }

カウンタ フィールドの合計バイト数と合計パ
ケット数を収集します。

collect interface {input | output}

入力または出力インターフェイスからフィール
ドを収集します。

collect timestamp absolute {first | last}

最初のパケットが確認された絶対時間、または
最新のパケットが最後に確認された絶対時間の
フィールドを収集します（ミリ秒）。

collect transport tcp flags

次の転送 TCP フラグを収集します。
• ack：TCP 確認応答フラグ
• cwr：TCP 輻輳ウィンドウ縮小フラグ
• ece：TCP ECN エコー フラグ
• fin：TCP 終了フラグ
• psh：TCP プッシュ フラグ
• rst：TCP リセット フラグ
• syn：TCP 同期フラグ
• urg：TCP 緊急フラグ
（注）

スイッチでは、収集する TCP フラグ
を指定できません。転送 TCP フラグ
の収集のみ指定できます。すべての
TCP フラグはこのコマンドで収集さ
れます。

エクスポータ
エクスポータでは、Flexible NetFlow エクスポート パケットに関して、ネットワーク層およびトラ
ンスポート層の詳細を指定します。次の表は、エクスポータの設定オプションを示します。
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表 9：Flexible NetFlow エクスポータの設定オプション

エクスポータの設定

説明

デフォルト

コマンドをデフォルト値に設定します。

説明

フロー エクスポータの説明を提供します。

destination

エクスポート先

dscp

任意の DSCP 値。

exit

フロー エクスポータ コンフィギュレーション
モードを終了します。

export-protocol

エクスポート プロトコルのバージョン。

no

コマンドまたはデフォルトを無効にします。

オプション

エクスポートのオプションを選択します。

source

NetFlow の発信元インターフェイス。

template

フロー エクスポータのテンプレート コンフィ
ギュレーション。

transport

トランスポート層プロトコル。

ttl

任意の TTL またはホップ リミット。

スイッチ は、タイムアウトが発生するたびに、またはフローが終了したときに（TCP Fin または
Rst を受信した場合など）、コレクタにデータをエクスポートします。次のタイマーを設定する
と、フローを強制的にエクスポートできます。
• アクティブ タイムアウト：フローは、フローが作成されてから過去 m 秒間パケットを保持し
ます。
• 非アクティブ タイムアウト：フローは、過去 n 秒間まったくパケットを保持しません。
関連トピック
フロー エクスポータの作成, （82 ページ）

エクスポート フォーマット
スイッチがサポートするのは、NetFlow バージョン 9 エクスポート フォーマットだけです。NetFlow
バージョン 9 エクスポート フォーマットは、次の特徴と機能を提供します。
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• 可変フィールド仕様フォーマット
• IPv4 宛先アドレスのエクスポートのサポート
• ネットワークをより効率的に利用可能

（注）

Version 9 エクスポート フォーマットの詳細については、RFC 3954 を参照してください。

モニタ
モニタは、フローレコードおよびフローエクスポータを参照します。スイッチのインターフェイ
スにモニタを適用します。
フロー モニタをインターフェイスに適用するときは、次の点に注意してください。
• フロー モニタを入力方向に適用する場合：
◦ match キーワードを使用し、入力インターフェイスを key フィールドとして使用しま
す。
◦ collect キーワードを使用し、出力インターフェイスを collect フィールドとして使用しま
す。このフィールドはエクスポートされるレコードに含まれますが、値は 0 になりま
す。
• フロー モニタを出力方向に適用する場合：
◦ match キーワードを使用し、出力インターフェイスを key フィールドとして使用しま
す。
◦ collect キーワードを使用し、入力インターフェイスを collect フィールドとして使用しま
す。このフィールドはエクスポートされるレコードに含まれますが、値は 0 になりま
す。

関連トピック
フロー モニタの作成, （85 ページ）

サンプラー
サンプルモードを使用する場合は、サンプラーを使用してパケットのサンプリングレートを指定
します。
関連トピック
サンプラーの作成, （86 ページ）
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サポートされている Flexible NetFlow フィールド
次の表では、さまざまなトラフィック タイプおよびトラフィック方向について、Flexible NetFlow
（FNF）でサポートされるフィールドの統合リストを提供しています。

（注）

パケットに VLAN フィールドがある場合、その長さは考慮されません。
フィール
ド

レイヤ
2 In

レイヤ 2
Out

IPv4 In IPV4 Out

IPv6 In IPv6 Out

注意

Yes

—

Yes

Yes

フローモニタを入力方向に
適用する場合：

Key また
は Collect
フィール
ド
インター
フェイス
入力

—

—

• match キーワードを使
用し、入力インター
フェイスを key フィー
ルドとして使用しま
す。
• collect キーワードを使
用し、出力インター
フェイスを collect
フィールドとして使用
します。このフィール
ドはエクスポートされ
るレコードに含まれま
すが、値は 0 になりま
す。
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フィール
ド

レイヤ
2 In

レイヤ 2
Out

IPv4 In IPV4 Out

IPv6 In IPv6 Out

注意

インター
フェイス
出力

—

Yes

—

—

フローモニタを出力方向に
適用する場合：

Yes

Yes

• match キーワードを使
用し、出力インター
フェイスを key フィー
ルドとして使用しま
す。
• collect キーワードを使
用し、入力インター
フェイスを collect
フィールドとして使用
します。このフィール
ドはエクスポートされ
るレコードに含まれま
すが、値は 0 になりま
す。

レイヤ 2 In レイヤ 2
Out

IPv4 In

IPV4 Out

IPv6 In

IPv6 Out

フロー方
向

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Ethertype

Yes

Yes

—

—

—

—

VLAN 入
力

Yes

—

Yes

—

Yes

—

フィール
ド

注意

Key
フィール
ド

スイッチ
ポートで
のみサ
ポートさ
れていま
す。
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フィール
ド

レイヤ 2 In レイヤ 2
Out

IPv4 In

IPV4 Out

IPv6 In

IPv6 Out

注意

VLAN 出
力

—

Yes

—

Yes

—

Yes

スイッチ
ポートで
のみサ
ポートさ
れていま
す。

dot1q
VLAN 入
力

Yes

—

Yes

—

Yes

—

スイッチ
ポートで
のみサ
ポートさ
れていま
す。

dot1q
VLAN 出
力

—

Yes

—

Yes

—

Yes

スイッチ
ポートで
のみサ
ポートさ
れていま
す。

dot1q 優先 Yes
度

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

スイッチ
ポートで
のみサ
ポートさ
れていま
す。

MAC 送信 Yes
元アドレ
ス入力

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

MAC 送信 —
元アドレ
ス出力

—

—

—

—

—

MAC 宛先 Yes
アドレス
入力

—

Yes

—

Yes

—

MAC 送信 —
先アドレ
ス出力

Yes

—

Yes

—

Yes
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フィール
ド

レイヤ 2 In レイヤ 2
Out

IPv4 In

IPV4 Out

IPv6 In

IPv6 Out

IPv4 バー
ジョン

—

—

Yes

Yes

Yes

Yes

IPv4 TOS

—

—

Yes

Yes

Yes

Yes

IPv4 プロ
トコル

—

—

Yes

Yes

Yes

Yes

IPv4 TTL

—

—

Yes

Yes

Yes

Yes

IPv4 発信
元アドレ
ス

—

—

Yes

Yes

—

—

IPv4 宛先
アドレス

—

—

Yes

Yes

—

—

ICMP IPv4 —
タイプ

—

Yes

Yes

—

—

ICMP IPv4 —
コード

—

Yes

Yes

—

—

IGMP タイ —
プ

—

Yes

Yes

—

—

注意

送信元/宛
先ポー
ト、ICMP
コード/タ
イプ、
IGMP タイ
プ、TCP
フラグの
いずれか
が使用さ
れている
場合に使
用する必
要があり
ます。
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レイヤ 2 In レイヤ 2
Out

IPv4 In

IPV4 Out

IPv6 In

IPv6 Out

注意

IPv6 バー
ジョン

—

—

Yes

Yes

Yes

Yes

IP バー
ジョンと
同じで
す。

IPv6 プロ
トコル

—

—

Yes

Yes

Yes

Yes

IP プロト
コルと同
じです。
送信元/宛
先ポー
ト、ICMP
コード/タ
イプ、
IGMP タイ
プ、TCP
フラグの
いずれか
が使用さ
れている
場合に使
用する必
要があり
ます。

IPv6 送信
元アドレ
ス

—

—

—

—

Yes

Yes

IPv6 宛先
アドレス

—

—

—

—

Yes

Yes

IPv6 トラ
フィック
クラス

—

—

Yes

Yes

Yes

Yes

IP TOS と
同じで
す。

IPv6 ホッ
プ リミッ
ト

—

—

Yes

Yes

Yes

Yes

IP TTL と
同じで
す。

フィール
ド
Key
フィール
ド（続
き）
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フィール
ド

レイヤ 2 In レイヤ 2
Out

IPv4 In

IPV4 Out

IPv6 In

IPv6 Out

注意

ICMP IPv6 —
タイプ

—

—

—

Yes

Yes

ICMP IPv6 —
コード

—

—

—

Yes

Yes

source-port —

—

Yes

Yes

Yes

Yes

dest-port

—

—

Yes

Yes

Yes

Yes

フィール
ド

レイヤ 2 In レイヤ 2
Out

IPv4 In

IPV4 Out

IPv6 In

IPv6 Out

注意

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

パケット
サイズ =
（FCS を
含むイー
サネット
フレーム
サイズ - 18
バイト）

Collect
フィール
ド
Bytes long

Yes

推奨：
この
フィール
ドを回避
し、Bytes
layer2 long
を使用し
ます。
Packets
long

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Timestamp Yes
absolute
first

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
78

OL-30686-01-J

Flexible NetFlow の設定方法

フィール
ド

レイヤ 2 In レイヤ 2
Out

IPv4 In

IPV4 Out

IPv6 In

IPv6 Out

Timestamp Yes
absolute
last

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

TCP フラ
グ

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Bytes
Yes
layer2 long

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

注意

すべての
フラグを
収集しま
す。

デフォルト設定
次の表は、スイッチに対する Flexible NetFlow のデフォルト設定を示します。
表 10：デフォルトの Flexible NetFlow 設定

設定

デフォルト

フロー アクティブ タイムアウト

1800 秒

フロー タイムアウトの非アクティブ化

15 秒

Flexible NetFlow の設定方法
Flexible Netflow を設定するには、次の手順を実行します。
1 フローにキー フィールドおよび非キー フィールドを指定して、フロー レコードを作成します。
2 プロトコルを指定して任意のフロー エクスポータを作成し、宛先ポート、宛先、およびその他
のパラメータを転送します。
3 フロー レコードおよびフロー エクスポータに基づいて、フロー モニタを作成します。
4 任意のサンプラーを作成します。
5 レイヤ 2 ポート、レイヤ 3 ポート、または VLAN にフロー モニタを適用します。
6 必要に応じ、WLAN を設定してフロー モニタを適用します。
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フロー レコードの作成
フロー レコードを作成し、照合するキー、および収集するフィールドをフロー内に追加できま
す。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

flow record name

フロー レコードを作成し、フロー レコード コ
ンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# flow record test
Device(config-flow-record)#

ステップ 3

description string

（任意）最大 63 文字で、このフローの説明を
指定します。

例：
Device(config-flow-record)#
description Ipv4Flow

ステップ 4

match type

一致キーを指定します。

例：
Device(config-flow-record)# match
ipv4 source address
Device(config-flow-record)# match
ipv4 destination address
Device(config-flow-record)# match
flow direction

ステップ 5

collect type

コレクション フィールドを指定します。

例：
Device(config-flow-record)#
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コマンドまたはアクション

目的

collect counter bytes layer2 long （注）
Device(config-flow-record)#
collect counter bytes long
Device(config-flow-record)#
collect timestamp absolute first
Device(config-flow-record)#
collect transport tcp flags
Device(config-flow-record)# collect

interface output

フロー レコードの collect フィールド
としての collect interface output がフ
ロー モニタにある場合は、スイッチ
の宛先アドレスに基づいて出力イン
ターフェイスが検出されます。その
ため、他のフロー モニタの場合は、
次の設定が必要です。
• ipv4 フロー モニタの場合は
「match ip destination address」
を設定します。
• ipv6 フロー モニタの場合は
「match ipv6 destination
address」を設定します。
• データリンク フロー モニタの場
合は、「match datalink mac
output」を設定します。
次のアドレスのいずれかにフローが
作成された場合、collect interface
output フィールドに NULL の値が返
されます。
• L3 ブロードキャスト
• L2 ブロードキャスト
• L3 マルチキャスト
• L2 マルチキャスト
• L2 の不明な宛先。

ステップ 6

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Device(config-flow-record)#

ステップ 7

end

show flow record [name record-name] （任意）NetFlow のフロー レコード情報を表示
します。
例：
Device show flow record test
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに
設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

次の作業
エクスポート フォーマット、プロトコル、宛先、およびその他のパラメータを指定することに
よって、任意でフロー エクスポータを定義します。
関連トピック
フロー レコード, （66 ページ）

フロー エクスポータの作成
フロー エクスポートを作成して、フローのエクスポート パラメータを定義できます。

（注）

フローエクスポータごとに、1つ宛先のみがサポートされます。複数の宛先にデータをエクス
ポートする場合は、複数のフロー エクスポータを設定してフロー モニタに割り当てる必要が
あります。
IPv4 または IPv6 アドレスを使用して宛先にエクスポートできます。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

flow exporter name
例：
Device(config)# flow exporter
ExportTest

フローエクスポータを作成し、フローエクスポー
タコンフィギュレーションモードを開始します。
このコマンドを使用して既存のフローエクスポー
タを変更することもできます。
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

description string

（任意）最大 63 文字で、このフローの説明を指
定します。

例：
Device(config-flow-exporter)#
description ExportV9

ステップ 4

destination {ipv4-address|
ipv6-address}

このエクスポータに IPv4/IPv6 宛先アドレスまた
はホスト名を設定します。

例：
Device(config-flow-exporter)#
destination 192.0.2.1 (IPv4
destination)
Device(config-flow-exporter)#
destination 2001:0:0:24::10 (IPv6
destination)

ステップ 5

dscp value
例：

（任意）DSCP（DiffServ コードポイント）値を
指定します。範囲は 0 ～ 63 です。デフォルトは
0 です。

Device(config-flow-exporter)#
dscp 0

ステップ 6

source { source type |}
例：
Device(config-flow-exporter)#
source gigabitEthernet1/0/1

（任意）設定された宛先で NetFlow コネクタに到
達するために使用するインターフェイスを指定し
ます。送信元として次のインターフェイスを設定
できます。
• Auto Template：自動テンプレート インター
フェイス
• Capwap：Capwap トンネル インターフェイ
ス
• GigabitEthernet：Gigabit Ethernet IEEE 802
• GroupVI：グループ仮想インターフェイス
• Internal Interface：内部インターフェイス
• Loopback：ループバック インターフェイス
• Null：ヌル インターフェイス
• Port-channel：インターフェイスのイーサ
ネット チャネル
• TenGigabitEthernet：10 ギガビット イーサ
ネット
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コマンドまたはアクション

目的
• Tunnel：トンネル インターフェイス
• Vlan：Catalyst VLAN
\

ステップ 7

transportudp number
例：
Device(config-flow-exporter)#
transport udp 200

ステップ 8

ttl seconds
例：

（任意）NetFlow コレクタに到達するために使用
する UDP ポートを指定します。範囲は 0 ～ 65535
です。 プロトコルをエクスポートする IPFIX の
場合、デフォルトの宛先ポートは 4739 です。

（任意）エクスポータによって送信されるデータ
グラムの存続可能時間（TTL）値を設定します。
範囲は 1 ～ 255 秒です。デフォルトは 255 です。

Device(config-flow-exporter)#
ttl 210

ステップ 9

export-protocol {netflow-v9 |
ipfix}
例：

エクスポータで使用される NetFlow エクスポート
プロトコルのバージョンを指定します。
• デフォルト値：netflow-v9.

Device(config-flow-exporter)#
export-protocol netflow-v9

ステップ 10

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-flow-record)#
end

ステップ 11

show flow exporter [name
record-name]

（任意）NetFlow のフロー エクスポータ情報を表
示します。

例：
Device# show flow exporter
ExportTest

ステップ 12

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設
定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config
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次の作業
フロー レコードおよびフロー エクスポータに基づいて、フロー モニタを定義します。
関連トピック
エクスポータ, （70 ページ）

フロー モニタの作成
フロー モニタを作成して、フロー レコードおよびフロー エクスポータと関連付けることができ
ます。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

flow monitor name
例：

フロー モニタを作成し、フロー モニタ
コンフィギュレーション モードを開始
します。

Device(config)# flow monitor
MonitorTest
Device (config-flow-monitor)#

ステップ 3

description string

（任意）最大 63 文字で、このフローの
説明を指定します。

例：
Device(config-flow-monitor)#
description Ipv4Monitor

ステップ 4

exporter name

フロー エクスポータとこのフロー モニ
タを関連付けます。

例：
Device(config-flow-monitor)# exporter
ExportTest

ステップ 5

record name

フロー レコードを指定したフロー モニ
タと関連付けます。

例：
Device(config-flow-monitor)# record
test
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コマンドまたはアクション
ステップ 6

目的

cache { timeout {active | inactive} seconds 指定したフロー モニタとフロー キャッ
| type normal }
シュを関連付けます。
例：
Device(config-flow-monitor)# cache
timeout active 15000

ステップ 7

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Device(config-flow-monitor)#

ステップ 8

end

show flow monitor [name record-name]

（任意）NetFlow のフロー モニタ情報
を表示します。

例：
Device show flow monitor name
MonitorTest

ステップ 9

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファ
イルに設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

次の作業
レイヤ 2 インターフェイス、レイヤ 3 インターフェイス、または VLAN にフロー モニタを適用し
ます。
関連トピック
モニタ, （72 ページ）

サンプラーの作成
サンプラーを作成し、フローの NetFlow サンプリング レートを定義できます。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

sampler name

サンプラーを作成し、サンプラー コン
フィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device(config)# sampler SampleTest
Device(config-flow-sampler)#

ステップ 3

description string

（任意）最大 63 文字で、このフローの
説明を指定します。

例：
Device(config-flow-sampler)#
description samples

ステップ 4

ランダム サンプル モードを定義しま
す。

mode {random}
例：
Device(config-flow-sampler)# mode
random 1 out-of 1024

ステップ 5

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Device(config-flow-sampler)#

ステップ 6

end

show sampler [name]

（任意）NetFlow サンプラに関する情報
を表示します。

例：
Device show sample SampleTest

ステップ 7

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファ
イルに設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config
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次の作業
送信元インターフェイス、サブインターフェイス、 VLAN インターフェイス、または VLAN にフ
ロー モニタを適用します。
関連トピック
サンプラー, （72 ページ）

インターフェイスへのフローの適用
フロー モニタおよびオプションのサンプラーをインターフェイスに適用できます。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

interface type
例：
Device(config)# interface
GigabitEthernet1/0/1

インターフェイス コンフィギュレーション モード
を開始し、インターフェイスを設定します。
インターフェイス コンフィギュレーションのコマ
ンド パラメータは次のとおりです。
• GigabitEthernet：GigabitEthernet IEEE 802
• Loopback：ループバック インターフェイス
• TenGigabitEthernet：10 ギガビット イーサネッ
ト
• Vlan：Catalyst VLAN
• Range：インターフェイス範囲
• WLAN：WLAN インターフェイス

ステップ 3

{ip flow monitor | ipv6 flow
monitor}name [| sampler name]
{input}

入力または出力パケットに対応するインターフェ
イスに、IPv4 または IPv6 フロー モニタ、およびオ
プションのサンプラーを関連付けます。

例：

入力と出力の両方向で、複数のモニタをインター
フェイスに関連付けることができます。

Device(config-if)# ip flow
monitor MonitorTest input
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コマンドまたはアクション
ステップ 4

{ip flow monitor | ipv6 flow
入力または出力パケットに対応するインターフェ
monitor | datalink flow monitor} イスに、IPv4、IPv6、およびデータリンクのフロー
name [sampler name] {input |
モニタ、およびオプションのサンプラーを関連付
output}
けます。

Device(config-if)# ip flow
monitor MonitorTest input

さまざまなトラフィックタイプの複数のモニタを、
同じ方向のインターフェイスに関連付けることが
できます。ただし、同じトラフィック タイプの複
数のモニタを、同じ方向のインターフェイスに関
連付けることはできません。

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：

ステップ 5

目的

例：
Device(config-flow-monitor)#
end

ステップ 6

show flow interface [interface-type （任意）インターフェイスの NetFlow 情報を表示
number]
します。
例：
Device# show flow interface

ステップ 7

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定
を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

VLAN 上でのブリッジ型 NetFlow の設定
フロー モニタおよびオプションのサンプラーを VLAN に適用できます。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバルコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

vlan [configuration] vlan-id

VLAN または VLAN コンフィギュレー
ション モードを開始します。

例：
Device(config)# vlan configuration 30
Device(config-vlan-config)#

ステップ 3

ip flow monitor monitor name [sampler
sampler name] {input | output}

入力または出力パケットに対応する
VLAN に、フロー モニタおよびオプショ
ンのサンプラーを関連付けます。

例：
Device(config-vlan-config)# ip flow
monitor MonitorTest input

ステップ 4

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファ
イルに設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

レイヤ 2 NetFlow の設定
Flexible NetFlow レコード内でレイヤ 2 キーを定義できます。このレコードを使用して、レイヤ 2
インターフェイスのフローをキャプチャできます。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
Device# configure terminal
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

flow record name

フローレコードコンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

例：
Device(config)# flow record L2_record
Device(config-flow-record)#

ステップ 3

match datalink {dot1q |ethertype | mac | レイヤ 2 属性をキーとして指定しま
vlan}
す。
例：
Device(config-flow-record)# match
datalink ethertype

ステップ 4

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Device(config-flow-record)#

ステップ 5

end

（任意）インターフェイスの NetFlow
情報を表示します。

show flow record [name ]
例：
Device# show flow record

ステップ 6

（任意）コンフィギュレーションファ
イルに設定を保存します。

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

データ リンクの入出力方向にフロー モニタを適用する WLAN 設定
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

wlan [wlan-name { wlan-id
SSID_NetworkName | wlan_id} |
wlan-name | shutdown}

WLAN コンフィギュレーション サブモード
を開始します。

例：
Device (config) # wlan wlan1

wlan-id はワイヤレス LAN の ID です。指定
できる範囲は 1 ～ 64 です。
SSID_NetworkName は、最大 32 文字の英数
字からなる SSID です。
（注）

ステップ 3

すでにこのコマンドを設定してい
る場合は、wlan wlan-name コマン
ドを入力します。

datalink flow monitor monitor-name 目的の方向のレイヤ 2 トラフィックにフロー
{input | output}
モニタを適用します。
例：
Device (config-wlan) # datalink
flow monitor flow-monitor-1 {input
| output}

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device (config) # end

ステップ 5

show run wlan wlan-name

（任意）設定を確認します。

例：
Device # show wlan mywlan

IPV4 および IPv6 の入出力方向にフロー モニタを適用する WLAN 設定
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

wlan {wlan-name { wlan-id
SSID_NetworkName | wlan_id} |
wlan-name | shutdown}

WLAN コンフィギュレーション サブモード
を開始します。
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コマンドまたはアクション

目的

例：

wlan-id はワイヤレス LAN の ID です。指定
できる範囲は 1 ～ 64 です。

Device (config) # wlan wlan1

SSID_NetworkName は、最大 32 文字の英数
字からなる SSID です。
（注）

ステップ 3

すでにこのコマンドを設定してい
る場合は、wlan wlan-name コマン
ドを入力します。

{ip | ipv6} flow monitor monitor-name 入力または出力パケットに対応する WLAN
{input | output}
にフロー モニタを関連付けます。
例：
Device (config-wlan) # ip flow
monitor flow-monitor-1 input

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device (config) # end

ステップ 5

show run wlan wlan-name

（任意）設定を確認します。

例：
Device # show wlan mywlan

関連トピック
ワイヤレス Flexible NetFlow の概要, （65 ページ）
例：WLAN（入力方向）の IPv4 Flexible NetFlow の設定, （95 ページ）
例：WLAN（出力方向）の IPv6 および転送フラグ Flexible NetFlow の設定, （95 ページ）
例：WLAN（入力および出力の両方向）の IPv6 Flexible NetFlow の設定, （96 ページ）

Flexible NetFlow のモニタリング
次の表にあるコマンドを使用して、Flexible NetFlow をモニタリングできます。
表 11：Flexible NetFlow のモニタリング コマンド

コマンド

目的

show flow exporter [broker | export-ids | name |
name | statistics | templates]

NetFlow のフロー エクスポータ情報と統計情報
を表示します。
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コマンド

目的

show flow exporter [ name exporter-name]

NetFlow のフロー エクスポータ情報と統計情報
を表示します。

show flow interface

NetFlow インターフェイスに関する情報を表示
します。

show flow monitor [ name exporter-name]

NetFlow のフロー モニタ情報と統計情報を表示
します。

show flow monitor statistics

フロー モニタの統計情報を表示します。

show flow monitor cache format {table | record |
csv}

指定された形式でフロー モニタのキャッシュの
内容を表示します。

show flow record [ name record-name]

NetFlow のフロー レコード情報を表示します。

show sampler [broker | name | name]

NetFlow サンプラに関する情報を表示します。

Flexible NetFlow の設定例
例：フローの設定
フローを作成し、そのフローをインターフェイスに適用する例を示します。

Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# flow export export1
Device(config-flow-exporter)# destination 10.0.101.254
Device(config-flow-exporter)# transport udp 2055
Device(config-flow-exporter)# exit
Device(config)# flow record record1
Device(config-flow-record)# match ipv4 source address
Device(config-flow-record)# match ipv4 destination address
Device(config-flow-record)# match ipv4 protocol
Device(config-flow-record)# match transport source-port
Device(config-flow-record)# match transport destination-port
Device(config-flow-record)# match flow cts source group-tag
Device(config-flow-record)# match flow cts destination group-tag
Device(config-flow-record)# collect counter byte long
Device(config-flow-record)# collect counter packet long
Device(config-flow-record)# collect timestamp absolute first
Device(config-flow-record)# collect timestamp absolute last
Device(config-flow-record)# exit
Device(config)# flow monitor monitor1
Device(config-flow-monitor)# record record1
Device(config-flow-monitor)# exporter export1
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Device(config-flow-monitor)# exit
Device(config)# interface tenGigabitEthernet 1/0/1
Device(config-if)# ip flow monitor monitor1 input
Device(config-if)# end

例：WLAN（入力方向）の IPv4 Flexible NetFlow の設定
次に、WLAN 入力方向で IPv4 Flexible NetFlow を設定する例を示します。
flow record WLAN-FLOW07
description Working AP mac
match datalink mac source address input
match ipv4 tos
match ipv4 protocol
match ipv4 source address
match ipv4 destination address
match wireless ssid
collect counter bytes long
collect counter packets long
collect wireless ap mac address
flow monitor WLAN-FLOW07
exporter wlan-export
cache timeout inactive 30
cache timeout active 10
record WLAN-FLOW07
wlan CC0506-CC0404
ip flow monitor WLAN-FLOW07 input
Device#show flow monitor WLAN-FLOW07 cache
Cache type: Normal (Platform cache)
Cache size: Unknown
Current entries: 6
Flows added: 276
Flows aged: 270
Active timeout ( 10 secs) 257
Inactive timeout ( 30 secs) 13
DATALINK MAC SOURCE ADDRESS INPUT: 3CA9.F421.4E34
IPV4 SOURCE ADDRESS: 192.168.11.1
IPV4 DESTINATION ADDRESS: 10.29.5.6
WIRELESS SSID: CC0506-CC0404
IP TOS: 0x00
IP PROTOCOL: 6
counter bytes long: 66
counter packets long: 1
wireless ap mac address: B0AA.778E.EB60

関連トピック
IPV4 および IPv6 の入出力方向にフロー モニタを適用する WLAN 設定, （92 ページ）
ワイヤレス Flexible NetFlow の概要, （65 ページ）

例：WLAN（出力方向）の IPv6 および転送フラグ Flexible NetFlow の設定
次に、WLAN 出力方向で IPv6 および転送フラグ Flexible NetFlow を設定する例を示します。
Device# configure terminal
Device(config)# flow record fr_v6
Device(config-flow-record)# match ipv6 destination address
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Device(config-flow-record)#
Device(config-flow-record)#
Device(config-flow-record)#
Device(config-flow-record)#
Device(config-flow-record)#
Device(config-flow-record)#
Device(config-flow-record)#
Device(config-flow-record)#
Device(config-flow-record)#
Device(config-flow-record)#

match ipv6 source address
match ipv6 hop-limit
match ipv6 protocol
match ipv6 traffic
match ipv6 version
match wireless ssid
collect wireless ap mac address
collect counter bytes long
collect transport tcp flags
exit

Device(config)# flow monitor fm_v6
Device(config-flow-monitor)# record fr_v6
Device(config-flow-monitor)# exit
Device(config)# wlan wlan_1
Device(config-wlan)# ipv6 flow monitor fm_v6 out
Device(config-wlan)# end
Device# show flow monitor fm_v6 cache

（注）

スイッチでは、収集する TCP フラグを指定できません。転送 TCP フラグの収集のみ指定でき
ます。

関連トピック
IPV4 および IPv6 の入出力方向にフロー モニタを適用する WLAN 設定, （92 ページ）
ワイヤレス Flexible NetFlow の概要, （65 ページ）

例：WLAN（入力および出力の両方向）の IPv6 Flexible NetFlow の設定
次に、双方向の WLAN 上で IPv6 Flexible NetFlow を設定する例を示します。
Device# configure terminal
Device (config)# flow record
Device (config-flow-record)#
Device (config-flow-record)#
Device (config-flow-record)#
Device (config-flow-record)#
Device (config-flow-record)#
Device (config-flow-record)#
Device (config-flow-record)#
Device (config-flow-record)#
Device (config-flow-record)#
Device (config-flow-record)#

fr_v6
match ipv6 destination address
match ipv6 source address
match ipv6 hop-limit
match ipv6 protocol
match ipv6 traffic
match ipv6 version
match wireless ssid
collect wireless ap mac address
collect counter packets long
exit

Device (config)# flow monitor fm_v6
Device (config-flow-monitor)# record fr_v6
Device (config-flow-monitor)# exit
Device
Device
Device
Device

(config)# wlan
(config-wlan)#
(config-wlan)#
(config-wlan)#

wlan_1
ipv6 flow monitor fm_v6 in
ipv6 flow monitor fm_v6 out
end

Device# show flow monitor fm_v6 cache
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関連トピック
IPV4 および IPv6 の入出力方向にフロー モニタを適用する WLAN 設定, （92 ページ）
ワイヤレス Flexible NetFlow の概要, （65 ページ）

NetFlow に関する追加情報
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Flexible NetFlow の CLI コマンド

Cisco Flexible NetFlow Command
Reference (Catalyst 3850 Switches)
『Flexible NetFlow Command
Reference, Cisco IOS XE Release
3SE (Cisco WLC 5700 Series)』

エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

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

標準および RFC
標準/RFC

Title

RFC 3954

『Cisco Systems NetFlow Services Export Version
9』

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs
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シスコのテクニカル サポート
説明

Link

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

Flexible NetFlow の機能情報
リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。

Cisco IOS XE 3.3SE

次の新しいコマンドが追加され
ました。
• match wireless ssid
• collect wireless ap mac
address
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部

インターフェイスおよびハードウェア コン
ポーネント
• インターフェイス特性の設定, 101 ページ
• Auto-MDIX の設定, 137 ページ
• イーサネット管理ポートの設定, 143 ページ
• LLDP、LLDP-MED、およびワイヤード ロケーション サービスの設定, 151 ページ
• システム MTU の設定, 173 ページ
• 内部電源装置の設定, 179 ページ
• PoE の設定, 183 ページ
• EEE の設定, 197 ページ

第

5

章

インターフェイス特性の設定
• 機能情報の確認, 101 ページ
• インターフェイス特性の設定に関する情報, 101 ページ
• インターフェイスの特性の設定方法, 114 ページ
• インターフェイス特性のモニタ, 129 ページ
• インターフェイス特性の設定例, 131 ページ
• インターフェイス特性機能の追加情報, 134 ページ
• インターフェイス特性の設定の機能履歴と情報, 135 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

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

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

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

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
102

OL-30686-01-J

インターフェイス特性の設定に関する情報

スイッチ ポート
スイッチ ポートは、物理ポートに対応付けられたレイヤ 2 専用インターフェイスです。スイッチ
ポートは 1 つまたは複数の VLAN に所属します。スイッチ ポートは、アクセス ポートまたはト
ランク ポートにも使用できます。ポートは、アクセス ポートまたはトランク ポートに設定でき
ます。また、ポート単位で Dynamic Trunking Protocol（DTP）を稼働させ、リンクのもう一端の
ポートとネゴシエートすることで、スイッチ ポート モードも設定できます。スイッチ ポートは、
物理インターフェイスおよび関連付けられているレイヤ 2 プロトコルの管理に使用され、ルーティ
ングやブリッジングは処理しません。
スイッチ ポートの設定には、switchport インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使
用します。
Access Ports
アクセス ポートは（音声 VLAN ポートとして設定されている場合を除き）1 つの VLAN だけに所
属し、その VLAN のトラフィックだけを伝送します。トラフィックは、VLAN タグが付いていな
いネイティブ形式で送受信されます。アクセス ポートに着信したトラフィックは、ポートに割り
当てられている VLAN に所属すると見なされます。アクセス ポートがタグ付きパケット（スイッ
チ間リンク（ISL）またはタグ付き IEEE 802.1Q）を受信した場合、そのパケットはドロップされ、
送信元アドレスは学習されません。
サポートされているアクセス ポートのタイプは、次のとおりです。
• スタティック アクセス ポート。このポートは、手動で VLAN に割り当てます（IEEE 802.1x
で使用する場合は RADIUS サーバを使用します。
また、Cisco IP Phone と接続するアクセス ポートを、1 つの VLAN は音声トラフィック用に、もう
1 つの VLAN は Cisco IP Phone に接続しているデバイスからのデータ トラフィック用に使用する
ように設定できます。
Trunk Ports
トランク ポートは複数の VLAN のトラフィックを伝送し、デフォルトで VLAN データベース内
のすべての VLAN のメンバとなります。次のトランク ポート タイプはサポートされています。
• ISL トランク ポートでは、受信パケットはすべて ISL ヘッダーを使用してカプセル化されて
いるものと見なされ、送信パケットはすべて ISL ヘッダーとともに送信されます。ISL トラ
ンク ポートから受信したネイティブ（タグなし）フレームはドロップされます。
• IEEE 802.1Q トランク ポートは、タグ付きとタグなしの両方のトラフィックを同時にサポー
トします。IEEE 802.1Q トランク ポートは、デフォルトのポート VLAN ID（PVID）に割り
当てられ、すべてのタグなしトラフィックはポートのデフォルト PVID 上を流れます。NULL
VLAN ID を備えたすべてのタグなしおよびタグ付きトラフィックは、ポートのデフォルト
PVID に所属するものと見なされます。発信ポートのデフォルト PVID と等しい VLAN ID を
持つパケットは、タグなしで送信されます。残りのトラフィックはすべて、VLAN タグ付き
で送信されます。
デフォルトでは、トランク ポートは、VTP に認識されているすべての VLAN のメンバですが、ト
ランク ポートごとに VLAN の許可リストを設定して、VLAN メンバーシップを制限できます。許
可 VLAN のリストは、その他のポートには影響を与えませんが、対応トランク ポートには影響を
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与えます。デフォルトでは、使用可能なすべての VLAN（VLAN ID 1 ～ 4094）が許可リストに含
まれます。トランク ポートは、VTP が VLAN を認識し、VLAN がイネーブル状態にある場合に限
り、VLAN のメンバーになることができます。VTP が新しいイネーブル VLAN を認識し、その
VLAN がトランク ポートの許可リストに登録されている場合、トランク ポートは自動的にその
VLAN のメンバになり、トラフィックはその VLAN のトランク ポート間で転送されます。VTP
が、VLAN のトランク ポートの許可リストに登録されていない、新しいイネーブル VLAN を認識
した場合、ポートはその VLAN のメンバーにはならず、その VLAN のトラフィックはそのポート
間で転送されません。
トンネル ポート
トンネル ポートは IEEE 802.1Q トンネリングで使用され、サービスプロバイダー ネットワークの
カスタマーのトラフィックを、同じ VLAN 番号を使用するその他のカスタマーから分離します。
サービスプロバイダー エッジ スイッチのトンネル ポートからカスタマーのスイッチの IEEE 802.1Q
トランク ポートに、非対称リンクを設定します。エッジ スイッチのトンネル ポートに入るパケッ
トには、カスタマーの VLAN ですでに IEEE802.1Q タグが付いており、カスタマーごとに IEEE
802.1Q タグの別のレイヤ（メトロ タグと呼ばれる）でカプセル化され、サービスプロバイダー
ネットワークで一意の VLAN ID が含まれます。タグが二重に付いたパケットは、その他のカスタ
マーのものとは異なる、元のカスタマーの VLAN が維持されてサービスプロバイダー ネットワー
クを通過します。発信インターフェイス、およびトンネルポートでは、メトロタグが削除されて
カスタマーのネットワークのオリジナル VLAN 番号が取得されます。
トンネル ポートは、トランク ポートまたはアクセス ポートにすることができず、それぞれのカ
スタマーに固有の VLAN に属する必要があります。

Routed Ports
ルーテッド ポートは物理ポートであり、ルータ上にあるポートのように動作しますが、ルータに
接続されている必要はありません。ルーテッド ポートは、アクセス ポートとは異なり、特定の
VLAN に対応付けられていません。VLAN サブインターフェイスをサポートしない点を除けば、
通常のルータ インターフェイスのように動作します。ルーテッド ポートは、レイヤ 3 ルーティン
グ プロトコルで設定できます。ルーテッド ポートはレイヤ 3 インターフェイス専用で、DTP や
STP などのレイヤ 2 プロトコルはサポートしません。
ルーテッド ポートを設定するには、no switchport インターフェイス コンフィギュレーション コ
マンドでインターフェイスをレイヤ 3 モードにします。次に、ポートに IP アドレスを割り当て、
ルーティングをイネーブルにし、ip routing および router protocol グローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用してルーティング プロトコルの特性を指定します。

（注）

no switchport インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを実行すると、インターフェ
イスがいったんシャットダウンしてから再度イネーブルになります。これにより、インター
フェイスが接続しているデバイスに関するメッセージが表示されることがあります。レイヤ 2
モードのインターフェイスをレイヤ3モードにした場合、影響のあるインターフェイスに関連
する以前の設定が消失する可能性があります。
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ソフトウェアに、設定できるルーテッド ポートの個数制限はありません。ただし、ハードウェア
には限界があるため、この個数と設定されている他の機能の数との相互関係によってCPUパフォー
マンスに影響が及ぶことがあります。

（注）

IP Base イメージは、スタティック ルーティングと Routing Information Protocol（RIP）をサポー
トします。フル レイヤ 3 ルーティングまたはフォールバック ブリッジングの場合は、スタン
ドアロン スイッチまたはアクティブな スイッチ 上で IP Services イメージを有効にする必要が
あります。

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

（注）

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

SVI 自動ステート除外
VLAN 上の複数のポートを装備した SVI のライン ステートは、次の条件を満たしたときにはアッ
プ状態になります。
• VLAN が存在し、スイッチの VLAN データベースでアクティブです。
• VLAN インターフェイスが存在し、管理上のダウン状態ではありません。
• 少なくとも 1 つのレイヤ 2（アクセスまたはトランク）ポートが存在し、この VLAN のリン
クがアップ状態であり、ポートが VLAN でスパニングツリー フォワーディング ステートで
す。
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（注）

対応する VLAN リンクに属する最初のスイッチポートが起動し、STP フォワーディング ステー
トになると、VLAN インターフェイスのプロトコル リンク ステートがアップ状態になります。
VLAN に複数のポートがある場合のデフォルトのアクションでは、VLAN 内のすべてのポートが
ダウンすると SVI もダウン状態になります。SVI 自動ステート除外機能を使用して、SVI ライン
ステート アップオアダウン計算に含まれないようにポートを設定できます。たとえば、VLAN 上
で 1 つのアクティブ ポートだけがモニタリング ポートである場合、他のすべてのポートがダウン
すると VLAN もダウンするよう自動ステート除外機能をポートに設定できます。ポートがイネー
ブルである場合、autostate exclude は、ポート上でイネーブルであるすべての VLAN に適用され
ます。
VLAN 内の 1 つのレイヤ 2 ポートに収束時間がある場合（STP リスニング/ラーニング ステートか
らフォワーディング ステートへの移行）、VLAN インターフェイスが起動します。これにより、
ルーティング プロトコルなどの機能は、完全に動作した場合と同様に VLAN インターフェイスを
使用せず、ルーティング ブラック ホールなどの他の問題を最小限にします。

EtherChannel ポート グループ
EtherChannel ポート グループは、複数のスイッチ ポートを 1 つのスイッチ ポートとして扱いま
す。このようなポート グループは、スイッチ間、またはスイッチおよびサーバ間で高帯域接続を
行う単一論理ポートとして動作します。EtherChannel は、チャネルのリンク全体でトラフィック
の負荷を分散させます。EtherChannel 内のリンクで障害が発生すると、それまでその障害リンク
で伝送されていたトラフィックが残りのリンクに切り替えられます。複数のトランク ポートを 1
つの論理トランク ポートに、複数のアクセス ポートを 1 つの論理アクセス ポートに、複数のト
ンネル ポートを 1 つの論理トンネル ポートに、または複数のルーテッド ポートを 1 つの論理ルー
テッドポートにグループ化できます。ほとんどのプロトコルは単一のまたは集約スイッチポート
で動作し、ポート グループ内の物理ポートを認識しません。例外は、DTP、Cisco Discovery Protocol
（CDP）、およびポート集約プロトコル（PAgP）で、物理ポート上でしか動作しません。
EtherChannel を設定するとき、ポートチャネル論理インターフェイスを作成し、EtherChannel にイ
ンターフェイスを割り当てます。レイヤ 3 インターフェイスの場合は、interface port-channel グ
ローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して手動で論理インターフェイスを作成しま
す。そのあと、channel-group インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して、
手動で EtherChannel にインターフェイスを割り当てます。レイヤ 2 インターフェイスの場合は、
channel-group インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して、ポートチャネル
論理インターフェイスをダイナミックに作成します。このコマンドは物理および論理ポートをバ
インドします。

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

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

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

（注）

Windows PC には、USB ポートのドライバが必要です。ドライバ インストレーションの手順に
ついては、ハードウェア インストレーション ガイドを参照してください。
付属の USB タイプ A ツー USB ミニタイプ B ケーブルを使用して、PC またはその他のデバイス
をスイッチに接続します。接続されたデバイスには、ターミナル エミュレーション アプリケー
ションが必要です。スイッチが、ホスト機能をサポートする電源投入デバイス（PC など）への有
効な USB 接続を検出すると、RJ-45 コンソールからの入力はただちにディセーブルになり、USB
コンソールからの入力がイネーブルになります。USB 接続が削除されると、RJ-45 コンソールか
らの入力はただちに再度イネーブルになります。スイッチの LED は、どのコンソール接続が使用
中であるかを示します。

コンソール ポート変更ログ
ソフトウェア起動時に、ログに USB または RJ-45 コンソールのいずれがアクティブであるかが示
されます。スタックの各スイッチがこのログを生成します。すべてのスイッチは常にまず RJ-45
メディア タイプを表示します。
サンプル出力では、Device 1 には接続された USB コンソール ケーブルがあります。ブートローダ
が USB コンソールに変わらなかったため、Device 1 からの最初のログは、RJ-45 コンソールを示
しています。少したってから、コンソールが変更され、USB コンソール ログが表示されます。
Device 2 およびDevice 3 には接続された RJ-45 コンソール ケーブルがあります。
switch-stack-1
*Mar 1 00:01:00.171: %USB_CONSOLE-6-MEDIA_RJ45: Console media-type is RJ45.
*Mar 1 00:01:00.431: %USB_CONSOLE-6-MEDIA_USB: Console media-type is USB.
switch-stack-2
*Mar 1 00:01:09.835: %USB_CONSOLE-6-MEDIA_RJ45: Console media-type is RJ45.
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switch-stack-3
*Mar 1 00:01:10.523: %USB_CONSOLE-6-MEDIA_RJ45: Console media-type is RJ45.

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

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

インターフェイスの接続
単一 VLAN 内のデバイスは、スイッチを通じて直接通信できます。異なる VLAN に属すポート間
では、ルーティングデバイスを介さなければデータを交換できません。標準のレイヤ 2 スイッチ
を使用すると、異なる VLAN のポートは、ルータを通じて情報を交換する必要があります。ルー
ティングがイネーブルに設定されたスイッチの使用により、IP アドレスを割り当てた SVI で VLAN
20 および VLAN 30 の両方を設定すると、外部ルータを使用せずに、スイッチを介してホスト A
からホスト B にパケットを直接送信できます。
図 1：スイッチと VLAN との接続

（注）

LAN Base イメージを実行中のスイッチは SVI 上で 16 のスタティック ルートのみの設定をサ
ポートします。
• ルーティング機能は、すべての SVI およびルーテッド ポートでイネーブルにできます。ス
イッチは IP トラフィックだけをルーティングします。IP ルーティング プロトコル パラメー
タとアドレス設定が SVI またはルーテッド ポートに追加されると、このポートで受信した
IP トラフィックはルーティングされます。
• フォールバック ブリッジングは、スイッチでルーティングされないトラフィックや DECnet
などのルーティングできないプロトコルに属しているトラフィックを転送します。また、
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フォールバック ブリッジングは、2 つ以上の SVI またはルーテッド ポート間のブリッジング
によって、複数の VLAN を 1 つのブリッジ ドメインに接続します。フォールバック ブリッ
ジングを設定する場合は、ブリッジ グループに SVI またはルーテッド ポートを割り当てま
す。各 SVI またはルーテッド ポートにはそれぞれ 1 つしかブリッジ グループが割り当てら
れません。同じグループ内のすべてのインターフェイスは、同じブリッジ ドメインに属しま
す。

イーサネット インターフェイスのデフォルト設定
インターフェイスがレイヤ 3 モードの場合に、レイヤ 2 パラメータを設定するには、パラメータ
を指定せずに switchport インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力し、インター
フェイスをレイヤ 2 モードにする必要があります。これにより、インターフェイスがいったん
シャットダウンしてから再度イネーブルになり、インターフェイスが接続しているデバイスに関
するメッセージが表示されることがあります。レイヤ 3 モードのインターフェイスをレイヤ 2 モー
ドにした場合、影響のあるインターフェイスに関連する以前の設定情報が消失する可能性があり、
インターフェイスはデフォルト設定に戻ります。
次の表は、レイヤ 2 インターフェイスにだけ適用される一部の機能を含む、イーサネット イン
ターフェイスのデフォルト設定を示しています。
表 12：レイヤ 2 イーサネット インターフェイスのデフォルト設定

機能

デフォルト設定

動作モード

レイヤ 2 またはスイッチング モード（switchport
コマンド）

VLAN 許容範囲

VLAN 1 ～ 4094

デフォルト VLAN（アクセス ポート用）

VLAN 1（レイヤ 2 インターフェイスだけ）

ネイティブ VLAN（IEEE 802.1Q トランク用） VLAN 1（レイヤ 2 インターフェイスだけ）
VLAN トランキング

Switchport mode dynamic auto（DTP をサポート）
（レイヤ 2 インターフェイスだけ）

ポート イネーブル ステート

すべてのポートがイネーブル

ポート記述

未定義

速度

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

デュプレックス モード

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

デフォルト設定

フロー制御

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

EtherChannel（PAgP）

すべてのイーサネット ポートでディセーブル。

ポート ブロッキング（不明マルチキャストおよ ディセーブル（ブロッキングされない）（レイ
び不明ユニキャスト トラフィック）
ヤ 2 インターフェイスだけ）。
ブロードキャスト、マルチキャスト、およびユ ディセーブル
ニキャスト ストーム制御
保護ポート

ディセーブル（レイヤ 2 インターフェイスだ
け）。

ポート セキュリティ

ディセーブル（レイヤ 2 インターフェイスだ
け）。

PortFast

ディセーブル

Auto-MDIX

イネーブル
（注）

Power over Ethernet（PoE）

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

イネーブル（auto）

インターフェイス速度およびデュプレックス モード
スイッチのイーサネット インターフェイスは、全二重または半二重モードのいずれかで、10、
100、 1000 または 10,000 Mb/s で動作します。全二重モードの場合、2 つのステーションが同時に
トラフィックを送受信できます。通常、10 Mbps ポートは半二重モードで動作します。これは、
各ステーションがトラフィックを受信するか、送信するかのどちらか一方しかできないことを意
味します。
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スイッチ モジュールには、ギガビット イーサネット（10/100/1000 Mbps）ポート、10 ギガビット
イーサネット ポート、および SFP モジュールをサポートする Small Form-Factor Pluggable（SFP）
モジュール スロットが含まれます。

速度とデュプレックス モードの設定時の注意事項
インターフェイス速度とデュプレックス モードを設定する際には、次のガイドラインに注意して
ください。
• 10 ギガビット イーサネット ポートは、速度機能およびデュプレックス機能をサポートして
いません。これらのポートは、10,000 Mbps、全二重モードでだけ動作します。
• PoE スイッチで自動ネゴシエーションを無効にしないでください。
• ギガビット イーサネット（10/100/1000 Mbps）ポートは、すべての速度オプションとデュプ
レックス オプション（自動、半二重、全二重）をサポートします。ただし、1000 Mbps で稼
働させているギガビット イーサネット ポートは、半二重モードをサポートしません。
• SFP モジュール ポートの場合、次の SFP モジュール タイプによって速度とデュプレックス
の CLI（コマンドライン インターフェイス）オプションが変わります。
◦ 1000 BASE-x（x は、BX、CWDM、LX、SX、および ZX）SFP モジュール ポートは、
speed インターフェイス コンフィギュレーション コマンドで nonegotiate キーワードを
サポートします。デュプレックス オプションはサポートされません。
◦ 1000BASE-T SFP モジュール ポートは、10/100/1000 Mbps ポートと同一の速度とデュプ
レックス オプションをサポートします。
◦
（注）

• 回線の両側で自動ネゴシエーションがサポートされる場合は、デフォルトの auto ネゴシエー
ションの使用を強くお勧めします。
• 一方のインターフェイスが自動ネゴシエーションをサポートし、もう一方がサポートしない
場合は、両方のインターフェイス上でデュプレックスと速度を設定します。サポートする側
で auto 設定を使用しないでください。
• STP がイネーブルの場合にポートを再設定すると、スイッチがループの有無を調べるために
最大で 30 秒かかる可能性があります。STP の再設定が行われている間、ポート LED はオレ
ンジに点灯します。
• ベスト プラクティスとして、両端で自動または固定へのリンクに速度とデュプレックスのオ
プションを設定することを推奨します。リンクの片側が自動に設定され、反対側が固定に設
定されている場合、リンクは起動せず、これは予期されることです。
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注意

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

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

（注）

フロー制御は、Catalyst 3850 および Catalyst 3650 シリーズ スイッチ（CSCul33405）ではサポー
トされません。

（注）

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

レイヤ 3 インターフェイス
スイッチは、次のレイヤ 3 インターフェイスのタイプをサポートします。
• SVI：トラフィックをルーティングする VLAN に対応する SVI を設定する必要があります。
SVI は、interface vlan グローバル コンフィギュレーション コマンドのあとに VLAN ID を入
力して作成します。SVI を削除するには、no interface vlan グローバル コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用します。インターフェイス VLAN 1 は削除できません。
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（注）

物理ポートと関連付けられていない場合、SVI を作成してもアクティブにはな
りません。

SVI を設定するとき、SVI ラインステート ステータスを判断する際に含めないようにするた
め、SVI 自動ステート除外を SVI のポートに設定することもできます。
• ルーテッド ポート：ルーテッド ポートは、no switchport インターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを使用してレイヤ 3 モードに設定された物理ポートです。
• レイヤ 3 EtherChannel ポート：EtherChannel インターフェイスは、ルーテッド ポートで構成
されます。
レイヤ 3 スイッチは、各ルーテッド ポートおよび SVI に割り当てられた IP アドレスを持つこと
ができます。
スイッチまたはスイッチ スタックで設定可能な SVI とルーテッド ポートの数に対して定義された
制限はありません。ただし、ハードウェアには限界があるため、SVI およびルーテッド ポートの
個数と、設定されている他の機能の個数の組み合わせによっては、CPU 利用率が影響を受けるこ
とがあります。スイッチが最大限のハードウェアリソースを使用している場合にルーテッドポー
トまたは SVI を作成しようとすると、次のような結果になります。
• 新たなルーテッド ポートを作成しようとすると、スイッチはインターフェイスをルーテッド
ポートに変換するための十分なリソースがないことを示すメッセージを表示し、インター
フェイスはスイッチポートのままとなります。
• 拡張範囲の VLAN を作成しようとすると、エラー メッセージが生成され、拡張範囲の VLAN
は拒否されます。
• VLAN トランキング プロトコル（VTP）が新たな VLAN をスイッチに通知すると、使用可能
な十分なハードウェア リソースがないことを示すメッセージを送り、その VLAN をシャッ
トダウンします。show vlan ユーザ EXEC コマンドの出力に、サスペンド ステートの VLAN
が示されます。
• スイッチが、ハードウェアのサポート可能な数を超える VLAN とルーテッド ポートが設定
されたコンフィギュレーションを使って起動を試みると、VLAN は作成されますが、ルー
テッド ポートはシャットダウンされ、スイッチはハードウェア リソースが不十分であると
いう理由を示すメッセージを送信します。
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（注）

すべてのレイヤ 3 インターフェイスには、トラフィックをルーティングするための IP アドレ
スが必要です。次の手順は、レイヤ3インターフェイスとしてインターフェイスを設定する方
法およびインターフェイスに IP アドレスを割り当てる方法を示します。
物理ポートがレイヤ 2 モードである（デフォルト）場合は、no switchport インターフェイス
コンフィギュレーション コマンドを実行してインターフェイスをレイヤ 3 モードにする必要
があります。no switchport コマンドを実行すると、インターフェイスがディセーブルになって
から再度イネーブルになります。これにより、インターフェイスが接続しているデバイスに関
するメッセージが生成されることがあります。さらに、レイヤ2モードのインターフェイスを
レイヤ3モードにすると、影響を受けたインターフェイスに関連する前の設定情報は失われ、
インターフェイスはデフォルト設定に戻る可能性があります。

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

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

例：

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

Device(config)# interface

（注）

interface

インターフェイス タイプとインターフェイ
ス番号の間にスペースを入れる必要はあり
ません。たとえば、前出の行の場合は、
gigabitethernet 1/0/1、gigabitethernet1/0/1、
gi 1/0/1、または gi1/0/1 のいずれかを指定で
きます。
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コマンドまたはアクション

目的

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

ステップ 4

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

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

ステップ 5

interface range または
interface range macro

（任意）インターフェイスの範囲を設定します。

show interfaces

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

ステップ 6

（注）

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

インターフェイスに関する記述の追加
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
パスワードを入力します（要求された場
合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id
例：

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

Device(config)# interface
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コマンドまたはアクション

目的

gigabitethernet1/0/2

ステップ 4

description string

インターフェイスに関する説明を追加しま
す（最大 240 文字）。

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

ステップ 5

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Device(config-if)# end

ステップ 6

show interfaces interface-iddescription 入力を確認します。

ステップ 7

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイ
ルに設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

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

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
116

OL-30686-01-J

インターフェイスの特性の設定方法

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 3

interface range {port-range | 設定するインターフェイス範囲（VLANまたは物理ポー
macro macro_name}
ト）を指定し、インターフェイス コンフィギュレー
ション モードを開始します。
例：
Device(config)# interface
range macro

• interface range コマンドを使用すると、最大 5 つ
のポート範囲または定義済みマクロを 1 つ設定で
きます。
• macro 変数は、「インターフェイス レンジ マクロ
の設定および使用方法」の項で説明しています。
• カンマで区切った port-range では、各エントリに
対応するインターフェイス タイプを入力し、カン
マの前後にスペースを含めます。
• ハイフンで区切った port-range では、インターフェ
イス タイプの再入力は不要ですが、ハイフンの前
後にスペースを入力する必要があります。
（注）

ステップ 4

end

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

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 5

show interfaces [interface-id] 指定した範囲内のインターフェイスの設定を確認しま
す。
例：
Device# show interfaces

ステップ 6

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保
存します。

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

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

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

インターフェイス範囲マクロを定義して、NVRAM
に保存します。
• macro_name は、最大 32 文字の文字列です。
• マクロには、カンマで区切ったインターフェ
イスを 5 つまで指定できます。
• それぞれの interface-range は、同じポート タ
イプで構成されていなければなりません。
（注）

ステップ 4

interface range macro
macro_name
例：
Device(config)# interface
range macro enet_list

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

macro_name の名前でインターフェイス範囲マクロ
に保存された値を使用することによって、設定す
るインターフェイスの範囲を選択します。
ここで、通常のコンフィギュレーション コマンド
を使用して、定義したマクロ内のすべてのインター
フェイスに設定を適用できます。
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 6

定義済みのインターフェイス範囲マクロの設定を
表示します。

show running-config|include
define
例：
Device# show running-config
| include define

ステップ 7

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定
を保存します。

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

イーサネット インターフェイスの設定
インターフェイス速度およびデュプレックス パラメータの設定
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

interface interface-id

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

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

ステップ 4

speed {10 | 100 | 1000 | 2500 | インターフェイスに対する適切な速度パラメータを入
5000 | 10000 | auto [10 | 100 | 力します。
1000 | 2500 | 5000 | 10000] |
• 10、100、1000、2500、5000 または 10000 を入力
nonegotiate}
して、インターフェイスの速度を指定します。
例：
Device(config-if)# speed 10

• インターフェイスに接続されたデバイスと自動
ネゴシエーションが行えるようにするには、auto
を入力します。速度を指定しする際に auto キー
ワードも設定する場合、ポートは指定の速度で
のみ自動ネゴシエートします。
• nonegotiate キーワードを使用できるのは、SFP
モジュール ポートに対してだけです。SFP モ
ジュール ポートは 1000 Mbps だけで動作します
が、自動ネゴシエーションをサポートしていな
いデバイスに接続されている場合は、ネゴシエー
トしないように設定できます。

ステップ 5

duplex {auto | full | half}
例：
Device(config-if)# duplex
half

このコマンドは、10 ギガビット イーサネット イン
ターフェイスでは使用できません。
インターフェイスのデュプレックス パラメータを入
力します。
半二重モードをイネーブルにします（10 または
100Mbps のみで動作するインターフェイスの場合）。
1000 Mbps で動作するインターフェイスには半二重
モードを設定できません。
デュプレックス設定を行うことができるのは、速度が
auto に設定されている場合です。

ステップ 6

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

show interfaces interface-id

インターフェイス速度およびデュプレックス モード
の設定を表示します。

例：
Device# show interfaces
gigabitethernet1/0/3

ステップ 8

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を
保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

IEEE 802.3x フロー制御の設定
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id
例：

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

Device(config)# interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 3

flowcontrol {receive} {on | off | desired} ポートのフロー制御モードを設定しま
す。
例：
Device(config-if)# flowcontrol
receive on
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

ステップ 5

show interfaces interface-id

インターフェイス フロー制御の設定を
確認します。

例：
Device# show interfaces
gigabitethernet1/0/1

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファ
イルに設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

レイヤ 3 インターフェイスの設定
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにしま
す。パスワードを入力します（要求され
た場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interface {gigabitethernet interface-id} レイヤ 3 インターフェイスとして設定す
| {vlan vlan-id} | {port-channel
るインターフェイスを指定し、インター
port-channel-number}
フェイス コンフィギュレーション モー
ドを開始します。
例：

Device(config)# interface
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コマンドまたはアクション

目的

gigabitethernet1/0/2

ステップ 4

no switchport

物理ポートに限り、レイヤ 3 モードを開
始します。

例：
Device(config-if)# no switchport

ステップ 5

ip address ip_address subnet_mask

IP アドレスおよび IP サブネットを設定
します。

例：
Device(config-if)# ip address
192.20.135.21 255.255.255.0

ステップ 6

no shutdown

インターフェイスをイネーブルにしま
す。

例：
Device(config-if)# no shutdown

ステップ 7

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

ステップ 8

show interfaces [interface-id]

設定を確認します。

ステップ 9

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイ
ルに設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

論理レイヤ 3 GRE トンネル インターフェイスの設定
はじめる前に
総称ルーティング カプセル化（GRE）は、仮想ポイントツーポイント リンク内でネットワーク層
プロトコルをカプセル化するために使用されるトンネリング プロトコルです。GREトンネルは、
カプセル化のみを提供し、暗号化は提供しません。
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注目

（注）

Cisco IOS XE Release 3.7.2E 以降では、GRE トンネルは Cisco Catalyst スイッチのハードウェア
でサポートされます。GRE でトンネル オプションを設定しない場合、パケットはハードウェ
アでスイッチングされます。GRE でトンネル オプション（キーやチェックサムなど）を設定
すると、パケットはソフトウェアでスイッチングされます。最大 10 個の GRE トンネルがサ
ポートされます。

アクセス コントロール リスト（ACL）や Quality of Service（QoS）などその他の機能は、GRE
トンネルではサポートされません。
GRE トンネルを設定する手順は、次のとおりです。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

interface tunnel number

インターフェイスでトンネリングを
イネーブルにします。

例：
Device(config)#interface tunnel 2

ステップ 2

ip addressip_addresssubnet_mask

IP アドレスおよび IP サブネットを
設定します。

例：
Device(config)#ip address 100.1.1.1
255.255.255.0

ステップ 3

tunnel source{ip_address|type_number}

トンネル送信元を設定します。

例：
Device(config)#tunnel source 10.10.10.1

ステップ 4

tunnel destination{host_name | ip_address} トンネル宛先を設定します。
例：
Device(config)#tunnel destination
10.10.10.2

ステップ 5

tunnel mode gre ip

トンネル モードを設定します。

例：
Device(config)#tunnel mode gre ip

ステップ 6

end

コンフィギュレーション モードを
終了します。

例：
Device(config)#end
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SVI 自動ステート除外の設定
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パ
スワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

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

ステップ 4

switchport autostate exclude
例：

レイヤ 2 インターフェイス（物理ポートまた
はポート チャネル）を指定し、インターフェ
イス コンフィギュレーション モードを開始
します。

SVI ライン ステート（アップまたはダウン）
のステータスを定義する際、アクセスまたは
トランク ポートを除外します。

Device(config-if)# switchport
autostate exclude

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

ステップ 6

show running config interface
interface-id

（任意）実行コンフィギュレーションを表示
します。
設定を確認します。

ステップ 7

copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに
設定を保存します。
例：
Device# copy running-config
startup-config
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インターフェイスのシャットダウンおよび再起動
インターフェイスをシャットダウンすると、指定されたインターフェイスのすべての機能がディ
セーブルになり、使用不可能であることがすべてのモニタ コマンドの出力に表示されます。この
情報は、すべてのダイナミック ルーティング プロトコルを通じて、他のネットワーク サーバに
伝達されます。ルーティング アップデートには、インターフェイス情報は含まれません。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにしま
す。パスワードを入力します（要求さ
れた場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

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

設定するインターフェイスを選択しま
す。

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

ステップ 4

shutdown

インターフェイスをシャットダウンし
ます。

例：
Device(config-if)# shutdown

ステップ 5

no shutdown

インターフェイスを再起動します。

例：
Device(config-if)# no shutdown

ステップ 6

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

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

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パ
スワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

lineconsole 0

コンソールを設定し、ラインコンフィギュレー
ション モードを開始します。

例：
Device(config)# line console
0

ステップ 4

media-typerj45
例：
Device(config-line)#
media-type rj45

コンソール メディア タイプが RJ-45 ポート以
外に設定されないようにします。このコマン
ドを入力せず、両方のタイプが接続された場
合は、デフォルトで USB ポートが使用されま
す。
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 6

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに
設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

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

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パ
スワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

lineconsole 0

コンソールを設定し、ライン コンフィギュ
レーション モードを開始します。

例：
Device(config)# line console 0
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

usb-inactivity-timeout
timeout-minutes

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

例：
Device(config-line)#
usb-inactivity-timeout 30

ステップ 5

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

インターフェイス特性のモニタ
インターフェイス ステータスのモニタ
特権 EXEC プロンプトにコマンドを入力することによって、ソフトウェアおよびハードウェアの
バージョン、コンフィギュレーション、インターフェイスに関する統計情報などのインターフェ
イス情報を表示できます。
表 13：インターフェイス用の show コマンド

コマンド

目的

show interfaces interface-numberdownshift
modulemodule-number

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

show interfaces interface-idstatus [err-disabled]

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

show interfaces [interface-id] switchport

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

目的

show interfaces [interface-id] description

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

show ip interface [interface-id]

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

show interface [interface-id] stats

インターフェイスのパスごとに入出力パケット
を表示します。

show interfaces interface-id

（任意）インターフェイスの速度およびデュプ
レックスを表示します。

show interfacestransceiverdom-supported-list

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

show interfaces transceiver properties

（任意）インターフェイスの温度、電圧、電流
量を表示します。

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

SFP モジュールに関する物理および動作ステー
タスを表示します。

show running-config interface [interface-id]

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

show version

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

show controllers ethernet-controller interface-idphy インターフェイスの Auto-MDIX 動作ステート
を表示します。

インターフェイスおよびカウンタのクリアとリセット
表 14：インターフェイス用の clear コマンド

コマンド

目的

clear counters [interface-id]

インターフェイス カウンタをクリアします。
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（注）

コマンド

目的

clear interface interface-id

インターフェイスのハードウェア ロジックをリ
セットします。

clear line [number | console 0 | vty number]

非同期シリアル回線に関するハードウェア ロ
ジックをリセットします。

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

インターフェイス特性の設定例
インターフェイスの説明の追加：例
インターフェイス範囲の設定：例
次に、interface range グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、スイッチ 1 上の
ポート 1 ～ 4 で速度を 100 Mb/s に設定する例を示します。
Device# configure terminal
Device(config)# interface range gigabitethernet1/0/1 - 4
Device(config-if-range)# speed 100

この例では、カンマを使用して範囲に異なるインターフェイスタイプストリングを追加して、ギ
ガビット イーサネット ポート 1 ～ 3 と、10 ギガビット イーサネット ポート 1 および 2 の両方を
イネーブルにし、フロー制御ポーズ フレームを受信できるようにします。
Device# configure terminal
Device(config)# interface range gigabitethernet1/0/1 - 3 , tengigabitethernet1/1/1 - 2
Device(config-if-range)# flowcontrol receive on

インターフェイス レンジ モードで複数のコンフィギュレーション コマンドを入力した場合、各
コマンドは入力した時点で実行されます。インターフェイスレンジモードを終了した後で、コマ
ンドがバッチ処理されるわけではありません。コマンドの実行中にインターフェイスレンジコン
フィギュレーション モードを終了すると、一部のコマンドが範囲内のすべてのインターフェイス
に対して実行されない場合もあります。コマンド プロンプトが再表示されるのを待ってから、イ
ンターフェイス範囲コンフィギュレーション モードを終了してください。
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インターフェイス レンジ マクロの設定および使用方法：例
次に、enet_list という名前のインターフェイス範囲マクロを定義してスイッチ 1 上のポート 1 およ
び 2 を含め、マクロ設定を確認する例を示します。
Device# configure terminal
Device(config)# define interface-range enet_list gigabitethernet1/1/1 - 2
Device(config)# end
Device# show running-config | include define
define interface-range enet_list GigabitEthernet1/1/1 - 2

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

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

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

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

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

レイヤ 3 インターフェイスの設定：例
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# interface gigabitethernet1/0/2
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Device(config-if)# no switchport
Device(config-if)# ip address 192.20.135.21 255.255.255.0
Device(config-if)# no shutdown

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

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

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

設定をディセーブルにするには、次のコマンドを使用します。
Device# configure terminal
Device(config)# line console 0
Device(config-line)# no usb-inactivity-timeout

設定された分数の間に USB コンソール ポートで（入力）アクティビティがなかった場合、無活動
タイムアウト設定が RJ-45 ポートに適用され、ログにこの発生が示されます。
*Mar 1 00:47:25.625: %USB_CONSOLE-6-INACTIVITY_DISABLE: Console media-type USB disabled
due to inactivity, media-type reverted to RJ45.

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

1 00:48:28.640: %USB_CONSOLE-6-MEDIA_USB: Console media-type is USB.
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インターフェイス特性機能の追加情報
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

プラットフォームに依存しないコマンド リ Interface and Hardware Command Reference, Cisco IOS
XE Release 3.2SE (Catalyst 3850 Switches)
ファレンス
プラットフォームに依存しない設定情報

Cisco IOS XE リリース 3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）インターフェイスおよびハードウェアコンポー
ネント コンフィギュレーション ガイド

標準および RFC
標準/RFC

Title

なし

--

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs
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シスコのテクニカル サポート
Link

説明

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

インターフェイス特性の設定の機能履歴と情報
リリース

変更内容

Cisco IOS XE Denali 16.3.2

mGig インターフェイスでのダウンシフト
のサポートが導入されました。
インターフェイスでポート速度のダウンシ
フトが有効になっているときに、リンク品
質が悪い場合またはリンクが継続的にダウ
ン状態にある場合、ライン レートが自動的
にダウングレードして低速になります。

Cisco IOS XE 3.7.2E

ハードウェアに GRE トンネルを設定する
ためのサポート。GRE でトンネル オプショ
ンを設定しない場合、パケットはハード
ウェアでスイッチングされます。

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
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Auto-MDIX の設定
• Auto-MDIX の前提条件, 137 ページ
• Auto-MDIX の制約事項, 138 ページ
• Auto-MDIX の設定に関する情報, 138 ページ
• Auto-MDIX の設定方法, 139 ページ
• Auto-MDIX の設定例, 140 ページ
• その他の参考資料, 140 ページ
• Auto-MDIX の機能履歴と情報, 141 ページ

Auto-MDIX の前提条件
インターフェイスがレイヤ 3 モードの場合に、レイヤ 2 パラメータを設定するには、パラメータ
を指定せずに switchport インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力し、インター
フェイスをレイヤ 2 モードにする必要があります。これにより、インターフェイスがいったん
シャットダウンしてから再度イネーブルになり、インターフェイスが接続しているデバイスに関
するメッセージが表示されることがあります。レイヤ 3 モードのインターフェイスをレイヤ 2 モー
ドにした場合、影響のあるインターフェイスに関連する以前の設定情報が消失する可能性があり、
インターフェイスはデフォルト設定に戻ります。
デフォルトで Automatic Medium-Dependent Interface Crossover（Auto-MDIX）機能がイネーブルに
設定されます。
Auto-MDIX は、すべての 10/100/1000 Mbps インターフェイスと、10/100/1000BASE-TX Small
Form-Factor Pluggable（SFP）モジュール インターフェイスでサポートされています。1000BASE-SX
または 1000BASE-LX SFP モジュール インターフェイスではサポートされません。
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Auto-MDIX の制約事項
受電デバイスがクロス ケーブルでスイッチに接続されている場合、スイッチは、IEEE 802.3af に
完全には準拠していない、Cisco IP Phone やアクセス ポイントなどの準規格の受電をサポートして
いない場合があります。これは、スイッチ ポート上で Automatic Medium-Dependent Interface Crossover
（Auto-MIDX）がイネーブルかどうかは関係ありません。

Auto-MDIX の設定に関する情報
インターフェイスでの Auto-MDIX
自動メディア依存型インターフェイス クロスオーバー（MDIX）がイネーブルになっているイン
ターフェイスでは、必要なケーブル接続タイプ（ストレートまたはクロス）が自動的に検出され、
接続が適切に設定されます。Auto-MDIX 機能を使用せずにスイッチを接続する場合、サーバ、
ワークステーション、またはルータなどのデバイスの接続にはストレート ケーブルを使用し、他
のスイッチやリピータの接続にはクロス ケーブルを使用する必要があります。Auto-MDIX がイ
ネーブルの場合、他のデバイスとの接続にはどちらのケーブルでも使用でき、ケーブルが正しく
ない場合はインターフェイスが自動的に修正を行います。ケーブル接続の詳細については、ハー
ドウェア インストレーション ガイドを参照してください。
次の表に、Auto-MDIX の設定およびケーブル接続ごとのリンク ステートを示します。
表 15：リンク状態と Auto-MDIX の設定

ローカル側の
Auto-MDIX

リモート側の
Auto-MDIX

ケーブル接続が正しい ケーブル接続が正しく
場合
ない場合

点灯

点灯

リンク アップ

リンク アップ

点灯

消灯

リンク アップ

リンク アップ

消灯

点灯

リンク アップ

リンク アップ

消灯

消灯

リンク アップ

リンク ダウン
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Auto-MDIX の設定方法
インターフェイスでの Auto-MDIX の設定
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パ
スワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

configure terminal
例：
Device#

ステップ 3

configure terminal

interface interface-id

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

例：

interface
gigabitethernet1/0/1
Device(config)#

ステップ 4

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

speed auto
例：
Device(config-if)#

ステップ 5

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

duplex auto
例：
Device(config-if)#

ステップ 6

duplex auto
特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Device(config-if)#

end
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コマンドまたはアクション
ステップ 7

目的

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

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

その他の参考資料
MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs
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シスコのテクニカル サポート
Link

説明

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

Auto-MDIX の機能履歴と情報
リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
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イーサネット管理ポートの設定
• 機能情報の確認, 143 ページ
• イーサネット管理ポートの前提条件, 143 ページ
• イーサネット管理ポートに関する情報, 144 ページ
• イーサネット管理ポートの設定方法, 147 ページ
• イーサネット管理ポートに関する追加情報, 148 ページ
• イーサネット管理ポートの機能履歴と情報, 149 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

イーサネット管理ポートの前提条件
PC をイーサネット管理ポートに接続するときに、最初に IP アドレスを割り当てる必要がありま
す。
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イーサネット管理ポートに関する情報
Gi0/0 または GigabitEthernet0/0 ポートとも呼ばれるイーサネット管理ポートは、PC を接続する
VRF（VPN ルーティング/転送）インターフェイスです。ネットワークの管理に、スイッチ コン
ソールポートの代わりとしてイーサネット管理ポートを使用できます。スイッチスタックを管理
するときに、PC をスタック メンバ上のイーサネット管理ポートに接続します。

スイッチへのイーサネット管理ポートの直接接続
次の図は、スイッチまたはスタンドアロン スイッチに対して、イーサネット管理ポートを PC に
接続する方法を示します。
図 2：PC とスイッチの接続

ハブを使用したスタック スイッチへのイーサネット管理ポートの接続
スタック スイッチのみのスタックでは、スタック メンバ上のすべてのイーサネット管理ポート
が、PC が接続されるハブに接続されます。アクティブ スイッチのイーサネット管理ポートから
のアクティブ リンクは、ハブを経由して PC とつながっています。アクティブ スイッチに障害が
発生し、新しいアクティブスイッチが選択された場合、アクティブリンクは、新しいアクティブ
スイッチ上のイーサネット管理ポートから PC までになります。
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次の図は、PC がハブを使用してスイッチ スタックに接続する方法を示しています。
図 3：PC とスイッチ スタックの接続

1

スイッチ スタック

3

ハブ

2

管理ポート

4

PC

イーサネット管理ポートおよびルーティング
デフォルトでは、イーサネット管理ポートはイネーブルです。スイッチは、イーサネット管理ポー
トからネットワーク ポートにパケットをルーティングできず、その逆もできません。イーサネッ
ト管理ポートはルーティングをサポートしていませんが、ポート上でルーティング プロトコルを
イネーブルにすることが必要となる場合もあります。
PC とスイッチが複数のホップ分離れていて、パケットが PC に到達するには複数のレイヤ 3 デバ
イスを経由しなければならない場合に、イーサネット管理ポート上のルーティング プロトコルを
イネーブルにします。
図 4：ルーティング プロトコルをイネーブルにしたネットワーク例
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上記の図では、イーサネット管理ポートとネットワークポートが同じルーティングプロセスに関
連付けられている場合、ルートは次のように伝播されます。
• イーサネット管理ポートからのルートは、ネットワーク ポートを通してネットワークに伝播
されます。
• ネットワーク ポートからのルートは、イーサネット管理ポートを通してネットワークに伝播
されます。
イーサネット管理ポートとネットワーク ポートの間ではルーティングはサポートされていないた
め、これらのポート間のトラフィックの送受信はできません。このような状況になると、これら
のポート間にデータパケットループが発生し、スイッチおよびネットワークの動作が中断されま
す。このループを防止するには、イーサネット管理ポートとネットワーク ポートの間のルートを
回避するためにルート フィルタを設定してください。

サポートされるイーサネット管理ポートの機能
イーサネット管理ポートは次の機能をサポートします。
• Express Setup（スイッチ スタックでのみ）
• Network Assistant
• パスワード付きの Telnet
• TFTP
• セキュア シェル（SSH）
• Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）ベースの自動設定
• SNMP（ENTITY-MIB および IF-MIB のみ）
• IP ping
• インターフェイス機能
◦ 速度：10 Mb/s、100 Mb/s、、および自動ネゴシエーション
◦ デュプレックス モード：全二重、半二重、自動ネゴシエーション
◦ ループバック検出
• Cisco Discovery Protocol（CDP）
• DHCP リレー エージェント
• IPv4 および IPv6 アクセス コントロール リスト（ACL）
• ルーティング プロトコル
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注意

イーサネット管理ポートの機能をイネーブルにする前に機能がサポートされていることを確認
してください。イーサネット管理ポートのサポートされていない機能を設定しようとすると、
機能は正しく動作せず、スイッチに障害が発生するおそれがあります。

イーサネット管理ポートの設定方法
イーサネット管理ポートのディセーブル化およびイネーブル化
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

interface gigabitethernet0/0

CLI でイーサネット管理ポートを指定します。

例：
Device(config)# interface
gigabitethernet0/0

ステップ 3

shutdown

イーサネット管理ポートをディセーブルにし
ます。

例：
Device(config-if)# shutdown

ステップ 4

no shutdown

イーサネット管理ポートをイネーブルにしま
す。

例：
Device(config-if)# no shutdown

ステップ 5

exit

インターフェイス コンフィギュレーション
モードを終了します。

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 6

show interfaces gigabitethernet0/0 リンク ステータスを表示します。
例：
Device# show interfaces
gigabitethernet0/0

PC へのリンク ステータスを調べるには、イー
サネット管理ポートの LED をモニタします。
リンクがアクティブな場合、LED はグリーン
（オン）であり、リンクが停止中の場合は、
LED はオフです。POST エラーがある場合は、
LED はオレンジです。
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次の作業
イーサネット管理ポートを使用したスイッチの管理または設定に進みます。Network Management
Configuration Guide（Catalyst 3850 Switches）を参照してください。

イーサネット管理ポートに関する追加情報
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

ブートローダ設定

System Management Configuration Guide (Catalyst
3850 Switches)

ブートローダ コマンド

System Management Command Reference (Catalyst
3850 Switches)

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
148

OL-30686-01-J

イーサネット管理ポートの機能履歴と情報

シスコのテクニカル サポート
Link

説明

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

イーサネット管理ポートの機能履歴と情報
リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
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ション サービスの設定
• 機能情報の確認, 151 ページ
• LLDP、LLDP-MED、および有線ロケーション サービスに関する情報, 152 ページ
• LLDP、LLDP-MED、およびワイヤード ロケーション サービスの設定方法, 157 ページ
• LLDP、LLDP-MED、およびワイヤード ロケーション サービスの設定例, 168 ページ
• LLDP、LLDP-MED、ワイヤード ロケーション サービスのモニタリングとメンテナンス, 168
ページ
• LLDP、LLDP-MED、およびワイヤード ロケーション サービスの追加情報, 170 ページ
• LLDP、LLDP-MED、およびワイヤード ロケーション サービスの機能情報, 171 ページ

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

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

LLDP および Cisco スイッチ のスタック
スイッチ スタックは、ネットワーク内の 1 つのスイッチとして表示されます。したがって、LLDP
は、個々のスタック メンバではなく、スイッチ スタックを検出します。
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LLDP および Cisco Medianet
LLDP または CDP のロケーション情報をポート単位で設定すると、リモート デバイスからスイッ
チに Cisco Medianet のロケーション情報を送信できます。詳細については、 http://www.cisco.com/
en/US/docs/ios/netmgmt/configuration/guide/nm_cdp_discover.html を参照してください。

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

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

ワイヤード ロケーション サービス
スイッチは、接続されているデバイスのロケーション情報およびアタッチメント追跡情報を Cisco
Mobility Services Engine（MSE）に送信するのにロケーション サービス機能を使用します。トラッ
キングされたデバイスは、ワイヤレスエンドポイント、ワイヤードエンドポイント、またはワイ
ヤード スイッチまたはコントローラになります。スイッチは、MSE にネットワーク モビリティ
サービス プロトコル（NMSP）のロケーション通知および接続通知を介して、デバイスのリンク
アップ イベントおよびリンク ダウン イベントを通知します。
MSE がスイッチに対して NMSP 接続を開始すると、サーバ ポートが開きます。MSE がスイッチ
に接続する場合は、バージョンの互換性を確保する 1 組のメッセージ交換およびサービス交換情
報があり、その後にロケーション情報の同期が続きます。接続後、スイッチは定期的にロケーショ
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ン通知および接続通知を MSE に送信します。インターバル中に検出されたリンク アップ イベン
トまたはリンク ダウン イベントは、集約されてインターバルの最後に送信されます。
スイッチがリンク アップ イベントまたはリンク ダウン イベントでデバイスの有無を確認した場
合は、スイッチは、MAC アドレス、IP アドレス、およびユーザ名のようなクライアント固有情報
を取得します。クライアントが LLDP-MED または CDP に対応している場合は、スイッチは
LLDP-MED ロケーション TLV または CDP でシリアル番号および UDI を取得します。
デバイス機能に応じて、スイッチは次のクライアント情報をリンク アップ時に取得します。
• ポート接続で指定されたスロットおよびポート。
• クライアント MAC アドレスで指定された MAC アドレス。
• ポート接続で指定された IP アドレス。
• 802.1X ユーザ名（該当する場合）。
• デバイス カテゴリは、wired station として指定されます。
• ステートは new として指定されます。
• シリアル番号、UDI。
• モデル番号
• スイッチによる関連付け検出後の時間（秒）
デバイス機能に応じて、スイッチは次のクライアント情報をリンク ダウン時に取得します。
• 切断されたスロットおよびポート。
• MAC アドレス
• IP アドレス
• 802.1X ユーザ名（該当する場合）。
• デバイス カテゴリは、wired station として指定されます。
• ステートは delete として指定されます
• シリアル番号、UDI。
• スイッチによる関連付け解除検出後の時間（秒）
スイッチがシャットダウンする場合は、スイッチは、MSE との NMSP 接続を終了する前に、ス
テートの delete および IP アドレスとともに接続情報通知を送信します。MSE は、この通知を、ス
イッチに関連付けられているすべてのワイヤード クライアントに対する関連付け解除として解釈
します。
スイッチ上のロケーション アドレスを変更すると、スイッチは、影響を受けるポートを識別する
NMSP ロケーション通知メッセージ、および変更されたアドレス情報を送信します。
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デフォルトの LLDP 設定
表 16：デフォルトの LLDP 設定

機能

デフォルト設定

LLDP グローバル ステート

ディセーブル

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

30 秒

LLDP 再初期化遅延

2秒

LLDP tlv-select

ディセーブル（すべての TLV との送受信）

LLDP インターフェイス ステート

ディセーブル

LLDP 受信

ディセーブル

LLDP 転送

ディセーブル

LLDP med-tlv-select

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

LLDP に関する制約事項
• インターフェイスがトンネル ポートに設定されていると、LLDP は自動的にディセーブルに
なります。
• 最初にインターフェイス上にネットワークポリシー プロファイルを設定した場合、インター
フェイス上に switchport voice vlan コマンドを適用できません。switchport voice vlan vlan-id
がすでに設定されているインターフェイスには、ネットワーク ポリシー プロファイルを適
用できます。このように、そのインターフェイスには、音声または音声シグナリング VLAN
ネットワーク ポリシー プロファイルが適用されます。
• ネットワーク ポリシー プロファイルを持つインターフェイス上では、スタティック セキュ
ア MAC アドレスを設定できません。
• Cisco Discovery Protocol と LLDP が両方とも同じスイッチ内で使用されている場合、Cisco
Discovery Protocol が電源ネゴシエーションに使用されているインターフェイスで LLDP を無

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
156

OL-30686-01-J

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

効にする必要があります。LLDP は、コマンド no lldp tlv-select power-management または no
lldp transmit / no lldp receive を使用してインターフェイス レベルで無効にできます。

LLDP、LLDP-MED、およびワイヤード ロケーション サービスの設定方
法
LLDP のイネーブル化
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
パスワードを入力します（要求された場
合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

lldp run

スイッチで LLDP をグローバルにイネーブ
ルにします。

例：
Device (config)# lldp run

ステップ 4

interface interface-id
例：

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

Device (config)# interface
gigabitethernet2/0/1

ステップ 5

lldp transmit

LLDP パケットを送信するようにインター
フェイスをイネーブルにします。

例：
Device(config-if)# lldp transmit
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

lldp receive

LLDP パケットを受信するようにインター
フェイスをイネーブルにします。

例：
Device(config-if)# lldp receive

ステップ 7

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

ステップ 8

show lldp

設定を確認します。

例：
Device# show lldp

ステップ 9

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

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

（注）

ステップ 3 ～ 6 は任意であり、どの順番で実行してもかまいません。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パ
スワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

lldp holdtime seconds
例：

ステップ 4

Device(config)# lldp holdtime
120

指定できる範囲は 0 ～ 65535 秒です。デフォ
ルトは 120 秒です。

lldp reinit delay

（任意）任意のインターフェイス上で LLDP
の初期化の遅延時間（秒）を指定します。

例：
Device(config)# lldp reinit 2

ステップ 5

lldp timer rate
例：

ステップ 6

（任意）デバイスから送信された情報を受信
側デバイスが廃棄するまで保持する必要があ
る期間を指定します。

指定できる範囲は 2 ～ 5 秒です。デフォルト
は 2 秒です。
（任意）インターフェイス上で LLDP の更新
の遅延時間（秒）を指定します。

Device(config)# lldp timer 30

指定できる範囲は 5 ～ 65534 秒です。デフォ
ルトは 30 秒です。

lldp tlv-select

（任意）送受信する LLDP TLV を指定します。

例：
Device(config)# tlv-select

ステップ 7

interface interface-id
例：

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

Device (config)# interface
gigabitethernet2/0/1

ステップ 8

lldp med-tlv-select

（任意）送受信する LLDP-MED TLV を指定し
ます。

例：
Device (config-if)# lldp
med-tlv-select inventory
management
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device (config-if)# end

ステップ 10

設定を確認します。

show lldp
例：
Device# show lldp

ステップ 11

（任意）コンフィギュレーション ファイルに
設定を保存します。

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

LLDP-MED TLV の設定
デフォルトでは、スイッチはエンド デバイスから LLDP-MED パケットを受信するまで、LLDP パ
ケットだけを送信します。スイッチは、MED TLV を持つ LLDP も送信します。LLDP-MED エン
トリが期限切れになった場合は、スイッチは再び LLDP パケットだけを送信します。
lldp インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して、インターフェイスが次の表
にリストされている TLV を送信しないように設定できます。
表 17：LLDP-MED TLV

LLDP-MED TLV

説明

inventory-management

LLDP-MED インベントリ管理 TLV

場所

LLDP-MED ロケーション TLV

network-policy

LLDP-MED ネットワーク ポリシー TLV

power-management

LLDP-MED 電源管理 TLV

インターフェイスで TLV をイネーブルにするには、次の手順に従います。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
パスワードを入力します（要求された場
合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id
例：

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

Device (config)# interface
gigabitethernet2/0/1

ステップ 4

lldp med-tlv-select

イネーブルにする TLV を指定します。

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

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイ
ルに設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

161

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

Network-Policy TLV の設定
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権EXECモードをイネーブルにします。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

network-policy profile profile
number
例：

ネットワーク ポリシー プロファイル番号を指定
し、ネットワーク ポリシー コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。指定できる範囲は 1 ～
4294967295 です。

Device(config)# network-policy
profile 1

ステップ 4

{voice | voice-signaling} vlan
ポリシー属性の設定：
[vlan-id {cos cvalue | dscp dvalue}]
• voice：音声アプリケーション タイプを指定し
| [[dot1p {cos cvalue | dscp
ます。
dvalue}] | none | untagged]
例：
Device(config-network-policy)#
voice vlan 100 cos 4

• voice-signaling：音声シグナリング アプリケー
ション タイプを指定します。
• vlan：音声トラフィックのネイティブ VLAN
を指定します。
• vlan-id：（任意）音声トラフィックの VLAN
を指定します。指定できる範囲は 1 ～ 4094 で
す。
• cos cvalue：（任意）設定された VLAN に対す
るレイヤ 2 プライオリティ サービス クラス
（CoS）を指定します。指定できる範囲は 0
～ 7 です。デフォルト値は 5 です。
• dscp dvalue：（任意）設定された VLAN に対
する DiffServ コード ポイント（DSCP）値を
指定します。指定できる範囲は 0 ～ 63 です。
デフォルト値は 46 です。
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コマンドまたはアクション

目的
• dot1p：（任意）IEEE 802.1p プライオリティ
タギングおよび VLAN 0（ネイティブ VLAN）
を使用するように電話を設定します。
• none：（任意）音声 VLAN に関して IP Phone
に指示しません。IP Phone のキー パッドから
入力された設定を使用します。
• untagged：（任意）IP Phone を、タグなしの
音声トラフィックを送信するよう設定します。
これが IP Phone のデフォルト設定になりま
す。
• untagged：（任意）IP Phone を、タグなしの
音声トラフィックを送信するよう設定します。
これが IP Phone のデフォルト設定になりま
す。

ステップ 5

exit

グローバル コンフィギュレーション モードに戻り
ます。

例：
Device(config)# exit

ステップ 6

interface interface-id
例：

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

Device (config)# interface
gigabitethernet2/0/1

ステップ 7

network-policy profile number

ネットワーク ポリシー プロファイル番号を指定し
ます。

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

ステップ 8

lldp med-tlv-select network-policy ネットワーク ポリシー TLV を指定します。
例：
Device(config-if)# lldp
med-tlv-select network-policy
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 10

show network-policy profile

設定を確認します。

例：
Device# show network-policy
profile

ステップ 11

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定
を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

ロケーション TLV およびワイヤード ロケーション サービスの設定
エンドポイントのロケーション情報を設定し、その設定をインターフェイスに適用するには、特
権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステッ
プ2

location {admin-tag string |
エンドポイントにロケーション情報を指定しま
civic-location identifier {id | host} |
す。
elin-location string identifier id |
• admin-tag：管理タグまたはサイト情報を
custom-location identifier {id | host} |
geo-location identifier {id | host}}
指定します。
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コマンドまたはアクション

目的
• civic-location：都市ロケーション情報を指

例：
Device(config)# location
civic-location identifier 1
Device(config-civic)# number 3550
Device(config-civic)#
primary-road-name "Cisco Way"
Device(config-civic)# city "San
Jose"
Device(config-civic)# state CA
Device(config-civic)# building 19
Device(config-civic)# room C6
Device(config-civic)# county "Santa
Clara"
Device(config-civic)# country US

定します。
• elin-location：緊急ロケーション情報
（ELIN）を指定します。
• custom-location：カスタム ロケーション情
報を指定します。
• geo-location：地理空間的なロケーション
情報を指定します。
• identifier id：都市、ELIN、カスタム、ま
たは地理ロケーションのIDを指定します。
• host：ホストの都市、カスタム、または地
理ロケーションを指定します。
• string：サイト情報またはロケーション情
報を英数字形式で指定します。

ステッ
プ3

exit

グローバル コンフィギュレーション モードに
戻ります。

例：
Device(config-civic)# exit

ステッ
プ4

interface interface-id
例：

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

Device (config)# interface
gigabitethernet2/0/1

ステッ
プ5

location
インターフェイスのロケーション情報を入力し
{additional-location-information word ます。
| civic-location-id {id | host} |
• additional-location-information：ロケーショ
elin-location-id id | custom-location-id
{id | host} | geo-location-id {id | host} }
ンまたは場所に関する追加情報を指定しま
す。
例：
Device(config-if)# location
elin-location-id 1

• civic-location-id：インターフェイスにグ
ローバル都市ロケーション情報を指定しま
す。
• elin-location-id：インターフェイスに緊急
ロケーション情報を指定します。
• custom-location-id：インターフェイスにカ
スタム ロケーション情報を指定します。
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コマンドまたはアクション

目的
• geo-location-id：インターフェイスの地理
空間のロケーション情報を指定します。
• host：ホストのロケーションの ID を指定
します。
• word：追加のロケーション情報を指定する
語またはフレーズを指定します。
• id：都市、ELIN、カスタム、または地理ロ
ケーションの ID を指定します。指定でき
る ID 範囲は 1 ～ 4095 です。

ステッ
プ6

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Device(config-if)# end

ステッ
プ7

次のいずれかを使用します。

設定を確認します。

• show location admin-tag string
• show location civic-location
identifier id
• show location elin-location
identifier id

例：
Device# show location admin-tag

または
Device# show location
civic-location
identifier

または
Device# show location elin-location
identifier

ステッ
プ8

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設
定を保存します。

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

目的

startup-config

スイッチ上でのワイヤード ロケーション サービスのイネーブル化
はじめる前に
ワイヤード ロケーションが機能するためには、まず、ip device tracking グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを入力する必要があります。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パ
スワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

nmsp notification interval
{attachment | location}
interval-seconds
例：

ステップ 4

NMSP 通知間隔を指定します。
attachment：接続通知間隔を指定します。
location：ロケーション通知間隔を指定しま
す。

Device(config)# nmsp
notification interval location
10

interval-seconds：スイッチから MSE にロケー
ション更新または接続更新が送信されるまで
の期間（秒）。指定できる範囲は 1 ～ 30 で
す。デフォルト値は 30 です。

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

show network-policy profile

設定を確認します。

例：
Device# show network-policy
profile

ステップ 6

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

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

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

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

説明

clear lldp counters

トラフィック カウンタを 0 にリセットします。

clear lldp table

LLDP ネイバー情報テーブルを削除します。

clear nmsp statistics

NMSP 統計カウンタをクリアします。

show lldp

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

show lldp entry entry-name

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

show lldp interface [interface-id]

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

show lldp neighbors [interface-id] [detail]

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

show lldp traffic

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

show location admin-tag string

指定した管理タグまたはサイトのロケーション
情報を表示します。

show location civic-location identifier id

特定のグローバル都市ロケーションのロケー
ション情報を表示します。

show location elin-location identifier id

緊急ロケーションのロケーション情報を表示し
ます。

show network-policy profile

設定されたネットワークポリシー プロファイル
を表示します。
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コマンド

説明

show nmsp

NMSP 情報を表示します。

LLDP、LLDP-MED、およびワイヤード ロケーション サービスの追加情
報
MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

シスコのテクニカル サポート
説明

Link

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

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

171

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

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
172

OL-30686-01-J

第

9

章

システム MTU の設定
• システム MTU の設定, 173 ページ

システム MTU の設定
このモジュールは、Cisco Catalyst 3650 シリーズ スイッチおよび Catalyst 3850 シリーズ スイッチ
システムの最大伝送ユニットの設定方法について説明します。

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

MTU に関する情報
すべてのスイッチ インターフェイスで送受信されるフレームのデフォルト MTU サイズは、1500
バイトです。

システム MTU の制約事項
システム MTU 値を設定する場合、次の注意事項に留意してください。
• スイッチはインターフェイス単位では MTU をサポートしていません。
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• system mtu bytes グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力すると、そのコマンド
はスイッチのすべてのポートに影響します。

システム MTU 値の適用
スイッチ スタックでは、スイッチ メンバーに適用される MTU 値は、スタックの設定によって異
なります。次のスタック設定がサポートされます。
次の表では、MTU 値の適用方法を示します。
表 18：MTU の値

設定（Configuration）

system mtu コマンド

スタンドアロン スイッ スイッチで system mtu
チ
コマンドを入力できま
すが、システム MTU
値はスイッチに対して
は有効になりません。
これは、ファスト イー
サネット ポートに影響
します。

ip mtu コマンド

ipv6 mtu コマンド

ip mtu bytes コマンドを ipv6 mtu bytes コマンド
使用します。
を使用します。

範囲は 832 ～ 1500 バイ
トです。
（注）
IP MTU 値
は、適用可能
な値ですが、
設定できませ
指定できる範囲は 1500
ん。
～ 9198 バイトです。

指定できる範囲は 1280
からシステム ジャンボ
MTU値（バイト単位）
までです。
（注）
IPv6 MTU 値
は、適用可能
な値ですが、
設定できませ
ん。

IP または IPv6 MTU 値の上限は、スイッチの設定に基づいており、現在適用されているシステム
MTU のの値を参照しています。MTU サイズの設定については、このリリースのコマンド リファ
レンスの system mtu グローバル コンフィギュレーション コマンドを参照してください。

システム MTU の設定
システム MTU の設定
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：
Switch> enable

• パスワードを入力します（要求された場
合）。
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

system mtu bytes
例：
Switch(config)# system mtu
1600

スイッチまたはスイッチスタックのすべてのイー
サネット インターフェイスの最大伝送ユニット
（MTU ）サイズを適用します。
• MTU の範囲は 1500 ～ 9198 です。デフォル
トは 1500 です。

ステップ 4

exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終
了し、特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# exit

ステップ 5

show system mtu

設定されたグローバル MTU サイズを表示しま
す。

例：
Switch# show system mtu

Protocol-Specific MTU の設定
システムの MTU が変更されると、インターフェイスの ip mtu コマンドの範囲も変更されます。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configure terminal

• パスワードを入力します（要求された場
合）。
グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 3

interface type number

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

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet 0/0
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

ip mtu bytes

各インターフェイスにおいて送信される IP パ
ケットの最大伝送単位（MTU）サイズを設定し
ます。

例：
Switch(config-if)# ip mtu 900

• 範囲は 832 ～ 1500 です。
ステップ 5

ipv6 mtu bytes
例：
Switch(config-if)# ipv6 mtu
1300

ステップ 6

end

インターフェイス上で送信する IPv6 パケット
の MTU サイズを設定します。
• 範囲は 1280 ～ 1500 です。
インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config-if)# end

ステップ 7

show system mtu

設定されたグローバル MTU サイズを表示しま
す。

例：
Switch# show system mtu

システム MTU の設定例
例：システム MTU の設定
Device# configure terminal
Device(config)# system mtu 1600
Device(config)# exit

例：プロトコル固有の MTU の設定
Device# configure terminal
Device(config)# interface gigabitethernet 0/0
Device(config-if)# ip mtu 900
Device(config-if)# ipv6 mtu 1286
Device(config-if)# end
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システム MTU に関する追加情報
MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

シスコのテクニカル サポート
Link

説明

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

システム MTU の機能情報
リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
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内部電源装置の設定
• 内部電源装置に関する情報, 179 ページ
• 内部電源装置の設定方法, 179 ページ
• 内部電源装置のモニタ, 180 ページ
• 内部電源装置の設定例, 180 ページ
• その他の参考資料, 181 ページ
• 内部電源装置の機能履歴と情報, 182 ページ

内部電源装置に関する情報
電源装置に関する情報については、スイッチのインストレーション ガイドを参照してください。

内部電源装置の設定方法
内部電源装置の設定
power supply EXEC コマンドを使用すると、スイッチの内部電源装置の設定および管理ができま
す。スイッチは、no power supply EXEC コマンドをサポートしていません。
ユーザ EXEC モードで開始し、次の手順に従います。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

power supply switch_number
slot{A | B} {off | on }

次のいずれかのキーワードを使用して、指定した電
源装置を off または on に設定します。

例：
Device# power supply 1 slot
A on

• A ：スロット A の電源を選択します。
• B ：スロット B の電源装置を選択します。
（注）

電源装置のスロット B は、スイッチ
の外側エッジに近いほうです。

• off ：電源装置をオフに設定します。
• on ：電源装置をオンに設定します。
デフォルトでは、スイッチの電源装置は on です。
ステップ 2

show environment power

設定を確認します。

例：
Device# show environment
power

内部電源装置のモニタ
表 19：電源装置の show コマンド

コマンド

目的

show environment power [ all |
switchswitch_number ]

（任意）指定したスイッチの内部電源装置のス
テータスを表示します。
スイッチ キーワードは、スタック対応スイッチ
上でだけ使用できます。

内部電源装置の設定例
次に、スロット A の電源装置をオフに設定する例を示します。
Device# power supply 1 slot A off
Disabling Power supply A may result in a power loss to PoE devices and/or switches ...
Continue? (yes/[no]): yes
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Device#
Jun 10 04:52:54.389: %PLATFORM_ENV-6-FRU_PS_OIR: FRU Power Supply 1 powered off
Jun 10 04:52:56.717: %PLATFORM_ENV-1-FAN_NOT_PRESENT: Fan is not present
Device#

次に、スロット A の電源装置をオンに設定する例を示します。
Device# power supply 1 slot A on
Jun 10 04:54:39.600: %PLATFORM_ENV-6-FRU_PS_OIR: FRU Power Supply 1 powered on

次に、show env power コマンドの出力例を示します。
Device# show env power
SW
--1A
1B

PID
-----------------PWR-C1-715WAC
Not Present

Serial#
Status
---------- --------------LIT161010UE OK

Sys Pwr
------Good

PoE Pwr
------Good

Watts
----715

Device#

表 20：show env power ステータスの説明

フィールド

説明

OK

電源装置が存在し、電力が良好です。

Not Present

電源装置が未搭載です。

No Input Power

電源装置は存在しますが、入力電力が供給されていません。

Disabled

電源装置が存在し、入力電力は供給されていますが、電源装置が CLI
によってオフになっています。

Not Responding

電源装置が認識されていないか、障害が発生しています。

Failure-Fan

電源装置のファンに障害が発生しています。

その他の参考資料
MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

181

内部電源装置の機能履歴と情報

シスコのテクニカル サポート
説明

Link

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

内部電源装置の機能履歴と情報
リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。

Cisco IOS XE 3.3SE

slot キーワードが frufep キー
ワードに代わるものとして使用
されるようになりました。
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PoE の設定
• 機能情報の確認, 183 ページ
• PoE について, 183 ページ
• PoE の設定方法, 189 ページ
• 電力ステータスのモニタ, 194 ページ
• その他の参考資料, 194 ページ
• PoE の機能情報, 195 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

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

サポート対象のプロトコルおよび標準
スイッチは PoE のサポートで次のプロトコルと規格を使用します。
• 電力消費について CDP を使用：受電装置は、消費している電力量をスイッチに通知します。
スイッチはこの電力消費に関するメッセージに応答しません。スイッチは、PoE ポートに電
力を供給するか、このポートへの電力を取り除くだけです。
• シスコ インテリジェント電力管理：受電装置およびスイッチは、電力ネゴシエーション CDP
メッセージによって電力消費レベルについてネゴシエーションを行います。このネゴシエー
ションにより、7 W より多くを消費する高電力のシスコ受電デバイスは、最も高い電力モー
ドで動作できるようになります。受電デバイスは、最初に低電力モードでブートして 7 W 未
満の電力を消費し、ネゴシエーションを行って高電力モードで動作するための十分な電力を
取得します。受電装置が高電力モードに切り替わるのは、スイッチから確認を受信した場合
に限られます。
高電力装置は、電力ネゴシエーション CDP をサポートしないスイッチで低電力モードで動作
できます。
シスコのインテリジェントな電力管理の機能には、電力消費に関して CDP との下位互換性が
あるため、スイッチは、受信する CDP メッセージに従って応答します。CDP はサードパー
ティの受電デバイスをサポートしません。このため、スイッチは IEEE 分類を使用して装置
の消費電力を判断します。
• IEEE 802.3a：この規格の主な機能は、受電装置の検出、電力の管理、切断の検出です。オプ
ションとして受電装置の電力分類があります。詳細については、この規格を参照してくださ
い。
• IEEE 802.3at：PoE+ 標準では、受電デバイスに供給される最大電力が、1 ポートあたり 15.4
W から 30 W に増えました。
• Cisco UPoE 機能は、CDP や LLDP などのレイヤ 2 電力ネゴシエーション プロトコルを使用
して、シグナル ペアおよび RJ-45 イーサネット ケーブルのスペア ペアの両方に、最大 60 W
の電力（2 X 30 W）を供給します。4 線式 Cisco 独自開発スペ アペア電力 TLV での 30 W 以
上の LLDP および CDP 要求により、スペア ペアに電力を供給できます。

受電装置の検出および初期電力割り当て
スイッチは、PoE 対応ポートがシャットダウンの状態でなく、PoE はイネーブルになっていて（デ
フォルト）、接続した装置は AC アダプタから電力供給されていない場合、シスコの先行標準受
電装置または IEEE 準拠の受電装置を検出します。
装置の検出後、スイッチは、次のように装置のタイプに応じて電力要件を判断します。
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• 初期電力割り当ては、受電デバイスが要求する最大電力量です。スイッチは、受電装置を検
出および電力供給する場合、この電力を最初に割り当てます。スイッチが受電装置から CDP
メッセージを受信し、受電装置が CDP 電力ネゴシエーション メッセージを通じてスイッチ
と電力レベルをネゴシエートしたときに、初期電力割り当てが調整される場合があります。
• スイッチは検出した IEEE 装置を消費電力クラス内で分類します。スイッチは、電力バジェッ
トに使用可能な電力量に基づいて、ポートに通電できるかどうかを決定します。 表 21：IEEE
電力分類, （185 ページ） に、各種レベルの一覧を示します。
表 21：IEEE 電力分類

クラス

スイッチから要求される最大電力レベル

0（クラス ステータスは不明）

15.4 W

1

4W

2

7W

3

15.4 W

4

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

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

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

185

PoE について

（注）

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

（注）

ソフトウェア コンフィギュレーション ガイドおよびコマンド リファレンスでは、CDP 固有の
電力消費要件を実際電力消費要件と呼んでいます。
不足電圧、過電圧、オシレータ障害、または短絡状態による障害をスイッチが検出した場合、ポー
トへの電源をオフにし、syslog メッセージを生成し、電力バジェットと LED を更新します。
PoE 機能は、スイッチがスタック メンバーであるかどうかに関係なく、同じように動作します。
電力バジェットはスイッチごとであり、スタックの他のスイッチとは無関係です。新しいアクティ
ブ スイッチの選択は、PoE の動作に影響を与えません。アクティブ スイッチは、スタック内のす
べてのスイッチおよびポートの PoE のステータスを追跡し続け、出力表示にそのステータスを含
めます。
スタック可能なスイッチでは、StackPower もサポートされます。これによって、電源スタック
ケーブルでスイッチを接続する場合、スタック内の複数のシステムの電源モジュールで負荷を分
担できます。最大 4 つのスタック メンバーの電源モジュールを 1 つの大規模な電源モジュールと
して管理できます。

電力管理モード
スイッチでは、次の PoE モードがサポートされます。
• auto：接続されている装置で電力が必要であるかどうか、スイッチが自動的に検出します。
ポートに接続されている受電装置をスイッチが検出し、スイッチに十分な電力がある場合、
スイッチは電力を供給して電力バジェットを更新し、先着順でポートの電力をオンに切り替
えて LED を更新します。LED の詳細については、ハードウェア インストレーション ガイド
を参照してください。
すべての受電装置用としてスイッチに十分な電力がある場合は、すべての受電装置が起動し
ます。スイッチに接続された受電装置すべてに対し十分な電力が利用できる場合、すべての
装置に電力を供給します。使用可能な PoE がない場合、または他の装置が電力供給を待機し
ている間に装置の接続が切断されて再接続した場合、どの装置へ電力を供給または拒否され
るかが判断できなくなります。
許可された電力がシステムの電力バジェットを超えている場合、スイッチは電力を拒否し、
ポートへの電力がオフになっていることを確認したうえで syslog メッセージを生成し、LED
を更新します。電力供給が拒否された後、スイッチは定期的に電力バジェットを再確認し、
継続して電力要求の許可を試みます。
スイッチにより電力を供給されている装置が、さらに壁面コンセントに接続している場合、
スイッチは装置に電力を供給し続ける場合があります。このとき、装置がスイッチから受電
しているか、AC 電源から受電しているかにかかわらず、スイッチは引き続き装置へ電力を
供給していることを報告し続ける場合があります。
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受電装置が取り外された場合、スイッチは切断を自動的に検出し、ポートから電力を取り除
きます。非受電装置を接続しても、その装置に障害は発生しません。
ポートで許可される最大ワット数を指定できます。受電装置の IEEE クラス最大ワット数が
設定されている最大値より大きい場合、スイッチはそのポートに電力を供給しません。ス
イッチが受電装置に電力供給したが、受電装置が設定の最大値より多くの電力を CDP メッ
セージによって後で要求した場合、スイッチはポートの電力を取り除きます。その受電デバ
イスに割り当てられていた電力は、グローバル電力バジェットに送られます。ワット数を指
定しない場合、スイッチは最大値の電力を供給します。任意の PoE ポートで auto 設定を使
用してください。auto モードがデフォルト設定です。
• static：スイッチは、受電装置が接続されていなくてもポートに電力をあらかじめ割り当て、
そのポートで電力が使用できるようにします。スイッチは、設定された最大ワット数をポー
トに割り当てます。その値は、IEEE クラスまたは受電装置からの CDP メッセージによって
調節されることはありません。これは、電力があらかじめ割り当てられていることから、最
大ワット数以下の電力を使用するすべての受電デバイスが固定ポートに接続されている場合
に電力が保証されるためです。ポートはもう先着順方式ではなくなります。
ただし、受電装置の IEEE クラスが最大ワット数を超えると、スイッチは装置に電力を供給
しません。受電装置が最大ワット数を超える電力を消費していることを CDP メッセージに
よってスイッチが認識すると、スイッチは受電装置をシャットダウンします。
ワット数を指定しない場合、スイッチは最大値をあらかじめ割り当てます。スイッチは、受
電装置を検出した場合に限り、ポートに電力を供給します。優先順位が高いインターフェイ
スには、static 設定を使用してください。
• never：スイッチは受電装置の検出をディセーブルにして、電力が供給されていない装置が接
続されても、PoE ポートに電力を供給しません。PoE 対応ポートに電力を絶対に適用せず、
そのポートをデータ専用ポートにする場合に限り、このモードを使用してください。
ほとんどの場合、デフォルトの設定（自動モード）の動作は適切に行われ、プラグアンドプレイ
動作が提供されます。それ以上の設定は必要ありません。しかし、プライオリティの高い PoE ポー
トを設定したり、PoE ポートをデータ専用にしたり、最大ワット数を指定して高電力受電デバイ
スをポートで禁止したりする場合は、このタスクを実行します。
スタック対応スイッチでは、StackPower もサポートされます。これによって、電源スタック ケー
ブルで最大 4 つのスイッチを接続する場合、スタック内の複数のシステムでスイッチ電源モジュー
ルで負荷を分担できます。
電力モニタリングおよび電力ポリシング
リアルタイムの消費電力のポリシングをイネーブルにした場合、受電装置が最大割り当て（カッ
トオフ電力値）を超えて電力を消費すると、スイッチはアクションを開始します。
PoE がイネーブルである場合、スイッチは受電装置のリアルタイムの電力消費を検知します。接
続されている受電装置のリアルタイム電力消費をスイッチが監視することを、電力モニタリング
または電力検知といいます。また、スイッチはパワー ポリシング機能を使用して消費電力をポリ
シングします。
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電力モニタリングは、シスコのインテリジェントな電力管理および CDP ベースの消費電力に対し
て下位互換性があります。電力モニタリングはこれらの機能とともに動作して、PoE ポートが受
電デバイスに電力を供給できるようにします。
スイッチは次のようにして、接続されている装置のリアルタイム電力消費を検知します。
1 スイッチは、個々のポートでリアルタイム消費電力をモニタリングします。
2 スイッチは、ピーク時の電力消費を含め、電力消費を記録します。スイッチは
CISCO-POWER-ETHERNET-EXT-MIB を介して情報を報告します。
3 電力ポリシングがイネーブルの場合、スイッチはリアルタイムの消費電力を装置に割り当てら
れた最大電力と比較して、消費電力をポリシングします。最大消費電力は、PoE ポートでカッ
トオフ電力とも呼ばれます。
装置がポートで最大電力割り当てを超える電力を使用すると、スイッチはポートへの電力をオ
フにしたり、またはスイッチ コンフィギュレーションに基づいて受電装置に電力を供給しなが
らスイッチが syslog メッセージを生成して LED（ポート LED はオレンジ色で点滅）を更新し
たりすることができます。デフォルトでは、すべての PoE ポートで消費電力のポリシングは
ディセーブルになっています。
PoE の errdisable ステートからのエラー回復がイネーブルの場合、指定の時間の経過後、スイッ
チは PoE ポートを errdisable ステートから自動的に回復させます。
エラー回復がディセーブルの場合、shutdown および no shutdown インターフェイス コンフィ
ギュレーション コマンドを使用して、手動で PoE ポートをイネーブルにできます。
4 ポリシングがディセーブルである場合、受電装置が PoE ポートに割り当てられた最大電力より
多くの量を消費しても対処されないため、スイッチに悪影響を与える場合があります。
電力消費値
ポートの初期電力割り当ておよび最大電力割り当てを設定することができます。ただし、これら
の値は、スイッチが PoE ポートの電力をオンまたはオフにするときを指定するために設定する値
です。最大電力割り当ては、受電デバイスの実際の電力消費と同じではありません。スイッチに
よって電力ポリシングに使用される実際のカットオフ電力値は、設定済みの電力値と同等ではあ
りません。
電力ポリシングがイネーブルの場合、スイッチは、スイッチ ポートで、受電装置の消費電力を超
える消費電力ポリシングを行います。最大電力割り当てを手動で設定する場合、スイッチ ポート
と受電デバイス間のケーブルでの電力損失を考慮する必要があります。カットオフ電力とは、受
電デバイスの定格消費電力とケーブル上での最悪時の電力損失を合計したものです。
スイッチの PoE がイネーブルの場合、電力ポリシングをイネーブルにすることを推奨します。た
とえば、ポリシングがディセーブルで、power inline auto max6300 インターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを使用してカットオフ値を設定すると、PoE ポートに設定される最大電力割
り当ては 6.3 W（6300 mW）です。装置が最大で 6.3 W の電力を必要とする場合、スイッチはポー
トに接続されている装置に電力を供給します。CDP によるパワー ネゴシエーション実施後の値ま
たは IEEE 分類値が設定済みカットオフ値を超えると、スイッチは接続されている装置に電力を供
給しなくなります。スイッチが PoE ポートで電力をオンにしたあとは、スイッチは受電装置のリ
アルタイム電力消費のポリシングを行わないので、受電装置は最大割り当て量を超えて電力を消
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費できることになり、スイッチと、他の PoE ポートに接続されている受電装置に悪影響を及ぼす
ことがあります。
スタンドアロン スイッチでは内部電源装置がサポートされるため、受電装置が利用できる総電力
量は電源装置の設定によって異なります。
• 電源装置を取り外して、低電力の新しい電源装置に交換すると、スイッチは受電装置に対し
て十分な電力を供給できなくなり、スイッチは auto モードでポート番号の降順に従って PoE
ポートへの電力供給を拒否します。スイッチがこれでも十分な電力を利用できない場合、ス
イッチは、static モードでポート番号の降順に従って PoE ポートへの電力供給を拒否します。
• 新しい電源装置の電力が前の電源装置より大きく、スイッチが大電力を使用できる場合、ス
イッチは static モードでポート番号の昇順に従って PoE ポートへの電力供給を許可します。
これでもまだ使用可能な電力がある場合、スイッチスイッチは、ポート番号の昇順に従って
auto モードで PoE ポートへの電力供給を許可します。
スタック対応スイッチでは、StackPower もサポートされます。これによって、電源スタック ケー
ブルでスイッチを接続する場合、スタック内の複数のシステムの電源モジュールで負荷を分担で
きます。最大 4 つのスタック メンバーの電源モジュールを 1 つの大規模な電源モジュールとして
まとめて管理できます。

PoE の設定方法
PoE ポートの電力管理モードの設定
（注）

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

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワードを
入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable
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コマンドまたはアクション 目的
ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id

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

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

ステップ 4

power inline {auto [max
ポートの PoE モードを設定します。キーワードの意味は
max-wattage] | never | static 次のとおりです。
[max max-wattage]}
• auto：受電装置の検出をイネーブルにします。十分
な電力がある場合は、装置の検出後に PoE ポート
例：
Device(config-if)# power
に電力を自動的に割り当てます。これがデフォル
inline auto
ト設定です。
• max max-wattage：ポートで許可されている電力を
制限します。値を指定しない場合は、最大電力が
供給されます。
• never ：装置の検出とポートへの電力供給をディ
セーブルにします。
（注）

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

• static：受電装置の検出をイネーブルにします。ス
イッチが受電デバイスを検出する前に、ポートへ
の電力を事前に割り当てます（確保します）。ス
イッチは、装置が接続されていなくてもこのポー
トに電力を予約し、装置の検出時に電力が供給さ
れることを保証します。
スイッチは、自動モードに設定されたポートに電力を割
り当てる前に、固定モードに設定されたポートに PoE を
割り当てます。
ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end
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コマンドまたはアクション 目的
ステップ 6

ステップ 7

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

スイッチまたはスイッチ スタック、指定したインター
フェイス、または指定したスタック メンバに関する PoE
ステータスを表示します。

例：
Device# show power inline

moduleswitch-number キーワードは、スタッキング対応
スイッチだけでサポートされます。

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保
存します。

例：
Device# copy
running-config
startup-config

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

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id

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

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

目的

power inline police [action{log | ポートでリアルタイム消費電力が最大電力割り当て
errdisable}]
を超えるときに、次のいずれかのアクションを実行
するようにスイッチを設定します。
例：
Device(config-if)# power
inline police

• power inline police：PoE ポートをシャット ダ
ウンし、ポートへの電力供給をオフにし、PoE
ポートを error-disabled ステートに移行します。
（注）

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

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

グローバル コンフィギュレーション モードに戻り
ます。

exit
例：
Device(config-if)# exit

ステップ 6

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

（任意）PoE errdisable ステートからのエラー回復を
イネーブルにし、PoE 回復メカニズム変数を設定し
ます。
デフォルトでは、回復間隔は 300 秒です。

interval interval では、error-disabled ステートから回
• errdisable recovery interval 復する時間を秒単位で指定します。指定できる範囲
は 30 ～ 86400 です。
間隔
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コマンドまたはアクション

目的

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

ステップ 7

特権 EXEC モードに戻ります。

exit
例：
Device(config)# exit

ステップ 8

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

電力モニタリング ステータスを表示し、エラー回
復設定を確認します。

• show errdisable recovery

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

ステップ 9

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定
を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config
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電力ステータスのモニタ
表 22：電力ステータスの show コマンド

コマンド

目的

show env power switch [switch-number]

（任意）スタック内の各スイッチまたは指定し
たスイッチの内部電源装置のステータスを表示
します。
指定できる範囲は、スタック内のスイッチ メン
バ番号に従って 1 ～ 9 です。次のキーワード
は、スタック対応スイッチ上でだけ使用できま
す。

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

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

show power inline police

電力ポリシングのデータを表示します。

その他の参考資料
MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs
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シスコのテクニカル サポート
Link

説明

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

PoE の機能情報
リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。

Cisco IOS XE 3.3SE

four-pair forced キーワードが追
加されました。
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EEE の設定
• 機能情報の確認, 197 ページ
• EEE について, 198 ページ
• EEE の制約事項, 198 ページ
• EEE の設定方法, 198 ページ
• EEE のモニタリング, 200 ページ
• EEE の設定例, 200 ページ
• その他の参考資料, 200 ページ
• EEE 設定の機能履歴と情報, 201 ページ

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

デフォルトの EEE 設定
EEE はデフォルトでディセーブルになっています。

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

EEE の設定方法
EEE 対応リンク パートナーに接続されているインターフェイスの EEE をイネーブルまたはディ
セーブルにできます。
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EEE のイネーブル化またはディセーブル化
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id
例：

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

Device(config)# interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 3

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

ステップ 4

no power efficient-ethernet auto

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

指定したインターフェイス上で EEE をディ
セーブルにします。

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

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイル
に設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config
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EEE のモニタリング
表 23：EEE 設定を表示するコマンド

コマンド

目的

show eee capabilities interface interface-id

指定インターフェイスの EEE 機能を表示します。

show eee status interface interface-id

指定したインターフェイスの EEE ステータス情報を
表示します。

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

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

その他の参考資料
MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs
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シスコのテクニカル サポート
Link

説明

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

EEE 設定の機能履歴と情報
リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
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IGMP の設定
• 機能情報の確認, 205 ページ
• IGMP 設定の制約事項, 205 ページ
• IGMP に関する情報, 206 ページ
• IGMP の設定方法, 216 ページ
• IGMP のモニタリング, 255 ページ
• IGMP の設定例, 258 ページ
• IGMP の次の作業, 261 ページ
• その他の参考資料, 261 ページ
• IGMP の機能履歴と情報, 263 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

IGMP 設定の制約事項
次に、IGMP を設定する際の制約事項を示します。
• スイッチは、IGMP バージョン 1、2、および 3 をサポートします。
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（注）

IGMP バージョン 3 の場合、IGMP バージョン 3 BISS（基本的な IGMPv3 ス
ヌーピング サポート）のみがサポートされます。

• IGMP バージョン 3 では新しいメンバーシップ レポート メッセージを使用しますが、これら
は以前の IGMP スヌーピング スイッチが正しく認識しない可能性があります。
• IGMPv3 は、ISM および SSM と同時に動作可能です。ISM では、exclude と include の両方の
モードのレポートを適用できます。SSM では、ラストホップ ルータは include モードのレポー
トだけを受け入れます。exclude モードのレポートは無視されます。
• IGMP フィルタリングおよびスロットリングは WLAN ではサポートされません。
• Catalyst 3850 および Catalyst 3650 スイッチの組み合わせを含むスイッチ スタックを含めるこ
とはできません。

IGMP に関する情報
IP マルチキャスティングに参加するには、マルチキャスト ホスト、ルータ、およびマルチレイヤ
スイッチで Internet Group Management Protocol（IGMP）が動作している必要があります。このプ
ロトコルは、クエリアおよびホストの役割を定義します。
• クエリアは、指定されたマルチキャスト グループに属するネットワーク デバイスを検出す
るためのクエリー メッセージを送信するネットワーク デバイスです。
• ホストは、クエリアにホスト メンバーシップを通知するためのレポート メッセージ（クエ
リー メッセージに応答するメッセージ）を送信するレシーバです。
同じ送信元からのマルチキャストデータストリームを受信する一連のクエリアおよびホストは、
マルチキャスト グループと呼ばれます。クエリアおよびホストは IGMP メッセージを使用して、
マルチキャスト グループに加入および脱退します。
どのホストも、グループのメンバであるかどうかにかかわらず、グループに送信できます。ただ
し、グループのメンバだけがメッセージを受信します。マルチキャスト グループ内のメンバー
シップはダイナミックです。ホストはいつでも加入および脱退できます。マルチキャスト グルー
プ内のメンバの場所または数に制約はありません。ホストは、一度に複数のマルチキャスト グ
ループのメンバにすることができます。マルチキャスト グループのアクティブ状態および所属メ
ンバーは、グループや時間によって変化し、マルチキャスト グループを長時間または短時間アク
ティブにすることもできます。グループのメンバーシップはいつでも変更可能です。

IP マルチキャスト グループ アドレス
IP マルチキャスト トラフィックには、グループ アドレス（クラス D アドレス）が使用されます。
クラス D アドレスの上位ビットは 1110 です。したがって、ホスト グループ アドレスの範囲は
224.0.0.0 ～ 239.255.255.255 です。224.0.0.0 ～ 224.0.0.255 のマルチキャスト アドレスは、ルーティ
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ング プロトコルおよびその他のネットワーク制御トラフィックが使用するために予約されていま
す。アドレス 224.0.0.0 は、どのグループにも割り当てられません。
IGMP パケットは、次に示す IP マルチキャスト グループ アドレスを使用して送信されます。
• IGMP 汎用クエリーは、アドレス 224.0.0.1（サブネット上のすべてのシステム）を宛先とし
ます。
• IGMP グループ固有のクエリーは、スイッチがクエリーしているグループ IP アドレスを宛先
とします。
• IGMP グループ メンバーシップ レポートは、スイッチがレポートしているグループ IP アド
レスを宛先とします。
• IGMPv2（IGMP バージョン 2）Leave メッセージは、アドレス 224.0.0.2（サブネット上のす
べてのマルチキャスト ルータ）を宛先とします。古いホスト IP スタックの中には、Leave
メッセージの宛先がすべてのルータのアドレスでなく、グループの IP アドレスとなっている
ものがあります。
関連トピック
グループのメンバとしてのスイッチの設定（CLI）, （216 ページ）
例：マルチキャスト グループのメンバとしてのスイッチの設定, （258 ページ）

IGMP のバージョン
スイッチは、IGMP バージョン 1、IGMP バージョン 2、および IGMP バージョン 3 をサポートし
ています。これらのバージョンは、スイッチ上で相互運用できます。たとえば、IGMP スヌーピ
ングがイネーブルになっており、クエリーのバージョンが IGMPv2 で、スイッチがホストから
IGMPv3 レポートを受信している場合、スイッチは IGMPv3 レポートをマルチキャスト ルータに
転送できます。
IGMPv3 スイッチは、Source Specific Multicast（SSM）機能を実行しているデバイスとメッセージ
の送受信を行うことができます。

IGMPv1
IGMP Version 1（IGMPv1）にはクエリー応答モデルが使用されているため、マルチキャスト ルー
タおよびマルチレイヤ スイッチは、ローカル サブネット上のどのマルチキャスト グループがア
クティブであるか（マルチキャスト グループに関係するホストが 1 台または複数存在するか）を
判別できます。IGMPv1 では別のプロセスを使用して、ホストをマルチキャスト グループに加入
および脱退させることができます。詳細については、RFC 1112 を参照してください。

IGMPv2
IGMPv2 は IGMP 機能の拡張版です。IGMP 脱退処理などの機能を提供して、脱退遅延を短縮し、
グループ固有のクエリー数を削減し、明示的な最大クエリー応答時間を短縮します。また、この
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作業を実行するために、マルチキャスト プロトコルに依存することなく IGMP クエリアを選択す
る機能もルータに追加されます。詳細については、RFC 2236 を参照してください。

（注）

IGMP バージョン 2 はスイッチのデフォルト バージョンです。

IGMP バージョン 3
スイッチは IGMP バージョン 3 をサポートしています。
IGMPv3 スイッチは、Basic IGMPv3 Snooping Support（BISS）をサポートしています。BISS は、
IGMPv1 および IGMPv2 スイッチでのスヌーピング機能と、IGMPv3 メンバーシップ レポート メッ
セージをサポートしています。ネットワークに IGMPv3 ホストがある場合、BISS によりマルチ
キャストトラフィックのフラッディングは抑制されます。トラフィックは、IGMPv2またはIGMPv1
ホストの IGMP スヌーピング機能の場合とほぼ同じポート セットに抑制されます。
IGMPv3 スイッチは、Source Specific Multicast（SSM）機能を実行しているデバイスとメッセージ
の送受信を行うことができます。

IGMPv3 ホスト シグナリング
IGMPv3 では、ホストはマルチキャスト グループのラストホップ ルータにメンバーシップ シグナ
ルを送信します。ホストは、グループメンバーシップシグナルの送信に、送信元に関するフィル
タリング機能を使用できます。ホストは、いくつかの特定の送信元を除くすべての送信元からグ
ループへのトラフィックを受信する（exclude モード）というシグナルか、または、いくつかの特
定の送信元からグループへのトラフィックだけを受信する（include モード）というシグナルを送
信できます。
IGMPv3 は、インターネット標準マルチキャスト（ISM）でも、Source Specific Multicast（SSM）
でも動作できます。ISM では、exclude と include の両方のモードのレポートを適用できます。SSM
では、ラストホップ ルータは include モードのレポートだけを受け入れます。exclude モードのレ
ポートは無視されます。

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

IP マルチキャストおよび IGMP の詳細については、RFC 1112 および RFC 2236 を参照してくだ
さい。
マルチキャスト ルータ（アクティブなスイッチの IP サービス機能のあるスイッチを含む）は、す
べての VLAN に一般的なクエリーを定期的に送信します。このマルチキャスト トラフィックに関
心のあるホストはすべて Join 要求を送信し、転送テーブルのエントリに追加されます。スイッチ
は、IGMP Join 要求の送信元となる各グループの IGMP スヌーピング IP マルチキャスト転送テー
ブルで、VLAN ごとに 1 つずつエントリを作成します。
スイッチは、MAC アドレスに基づくグループではなく、IP マルチキャスト グループに基づくブ
リッジングをサポートしています。マルチキャスト MAC アドレスに基づくグループの場合、設
定されている IP アドレスを設定済みの MAC アドレス（エイリアス）または予約済みのマルチキャ
スト MAC アドレス（224.0.0.xxx の範囲内）に変換すると、コマンドがエラーになります。スイッ
チでは IP マルチキャスト グループを使用するので、アドレス エイリアスの問題は発生しません。
IGMP スヌーピングによって、IP マルチキャスト グループは動的に学習されます。ただし、ip
igmp snooping vlan vlan-id static ip_addressinterface interface-id グローバル コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用すると、マルチキャスト グループを静的に設定できます。グループ メンバー
シップをマルチキャスト グループ アドレスに静的に指定すると、その設定値は IGMP スヌーピン
グによる自動操作より優先されます。マルチキャストグループメンバーシップのリストは、ユー
ザが定義した設定値および IGMP スヌーピングによって学習された設定値の両方で構成できます。
マルチキャストトラフィックはルーティングする必要がないのでマルチキャストインターフェイ
スを使用せずに、サブネットの IGMP スヌーピングをサポートするよう IGMP スヌーピング クエ
リーを設定できます。
ポート スパニングツリー、ポート グループ、または VLAN ID が変更された場合、VLAN 上のこ
のポートから IGMP スヌーピングで学習されたマルチキャスト グループは削除されます。
ここでは、IGMP スヌーピングの特性について説明します。
関連トピック
スイッチでの IGMP スヌーピングのイネーブル化またはディセーブル化（CLI）, （236 ペー
ジ）
例：IGMP スヌーピングの設定, （259 ページ）

マルチキャスト グループへの加入
スイッチに接続したホストが IP マルチキャスト グループに加入し、なおかつそのホストが IGMP
バージョン 2 クライアントの場合、ホストは加入する IP マルチキャスト グループを指定した非送
信請求 IGMP Join メッセージを送信します。別の方法として、ルータから一般クエリーを受信し
たスイッチは、そのクエリーを VLAN 内のすべてのポートに転送します。IGMP バージョン 1 ま
たはバージョン 2 のホストがマルチキャスト グループに加入する場合、ホストはスイッチに Join
メッセージを送信することによって応答します。スイッチの CPU は、そのグループのマルチキャ
スト転送テーブル エントリがまだ存在していないのであれば、エントリを作成します。CPU はさ

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

209

IGMP に関する情報

らに、Join メッセージを受信したインターフェイスを転送テーブル エントリに追加します。その
インターフェイスと対応付けられたホストが、そのマルチキャスト グループ用のマルチキャスト
トラフィックを受信します。
図 5：最初の IGMP Join メッセージ

ルータ A がスイッチに一般クエリーを送信し、スイッチがそのクエリーを同じ VLAN のすべての
メンバであるポート 2 ～ 5 に転送します。ホスト 1 はマルチキャスト グループ 224.1.2.3 に加入す
るために、グループに IGMP メンバーシップ レポート（IGMP Join メッセージ）をマルチキャス
トします。スイッチの CPU は IGMP レポートの情報を使用して、転送テーブルのエントリを設定
します。転送テーブルにはホスト 1 およびルータに接続しているポート番号が含まれます。
表 24：IGMP スヌーピング転送テーブル

Destination Address

パケットのタイプ

ポート

224.1.2.3

IGMP

1、2

スイッチのハードウェアは、IGMP 情報パケットをマルチキャスト グループの他のパケットと区
別できます。テーブルの情報は、224.1.2.3 マルチキャスト IP アドレス宛ての、IGMP パケットで
はないフレームを、ルータおよびグループに加入したホストに対して送信するように、スイッチ
ング エンジンに指示します。
別のホスト（たとえば、ホスト 4）が、同じグループ用に非送信請求 IGMP Join メッセージを送信
する場合、CPU がそのメッセージを受け取り、ホスト 4 のポート番号を転送テーブルに追加しま
す。転送テーブルは CPU 宛てだけに IGMP メッセージを送るので、メッセージはスイッチの他の
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ポートへフラッディングされません。認識されているマルチキャスト トラフィックは、CPU 宛て
ではなくグループ宛てに転送されます。
図 6：2 番目のホストのマルチキャスト グループへの加入

表 25：更新された IGMP スヌーピング転送テーブル

Destination Address

パケットのタイプ

ポート

224.1.2.3

IGMP

1, 2, 5

関連トピック
グループのメンバとしてのスイッチの設定（CLI）, （216 ページ）
例：マルチキャスト グループのメンバとしてのスイッチの設定, （258 ページ）

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

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

（注）

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

IGMP 設定可能脱退タイマー
特定のマルチキャスト グループへの参加がまだ必要かどうかを確認するために、グループ固有の
クエリーを送信した後のスイッチの待機時間を設定できます。IGMP 脱退応答時間は、100 ～ 32767
ミリ秒の間で設定できます。
関連トピック
IGMP 脱退タイマーの設定（CLI）, （243 ページ）

IGMP レポート抑制

（注）

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

IGMP スヌーピングとスイッチ スタック
IGMP スヌーピング機能はスイッチ スタック間で機能します。つまり、1 つのスイッチからの
IGMP 制御情報は、スタック内のすべてのスイッチに配信されますスタック メンバが、どの IGMP
マルチキャスト データ経由でスタックに入ったかに関係なく、データは、そのグループで登録さ
れたホストに到達します。
スタック内のスイッチに障害が発生した、またはスタックから削除された場合、そのスイッチ上
にあるマルチキャストグループのメンバのみが、マルチキャストデータを受信しません。スタッ
ク内のその他のスイッチ上のマルチキャスト グループの他のすべてのメンバでは、マルチキャス
トデータストリームを継続して受信します。ただし、アクティブなスイッチが削除された場合、
レイヤ 2 およびレイヤ 3（IP マルチキャスト ルーティング）の両方に共通のマルチキャスト グ
ループでは、収束するために、より長い時間を要する場合があります。

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

（注）

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

関連トピック
IGMP スロットリング アクションの設定（CLI）, （234 ページ）
例：フィルタリングおよびスロットリングの設定, （260 ページ）

IGMP のデフォルト設定
次の表に、スイッチ の IGMP のデフォルト設定を示します。
表 26：IGMP のデフォルト設定

機能

デフォルト設定

マルチキャスト グループのメンバとしてのマルチレ グループ メンバーシップは未定義
イヤ スイッチ
マルチキャスト グループへのアクセス

インターフェイスのすべてのグループを許
可

IGMP のバージョン

すべてのインターフェイスでバージョン 2

IGMP ホストクエリー メッセージ インターバル

すべてのインターフェイスで 60 秒

IGMP クエリー タイムアウト

すべてのインターフェイスで 60 秒

IGMP 最大クエリー応答時間

すべてのインターフェイスで 10 秒

静的に接続されたメンバとしてのマルチレイヤ ス
イッチ

ディセーブル
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IGMP スヌーピングのデフォルト設定
次の表に、スイッチの IGMP スヌーピングのデフォルト設定を示します。
表 27：IGMP スヌーピングのデフォルト設定

3

機能

デフォルト設定

IGMP スヌーピング

グローバルおよび VLAN 単位でイネーブル

マルチキャスト ルータ

未設定

IGMP スヌーピング即時脱退

ディセーブル

スタティック グループ

未設定

TCN3フラッド クエリ カウント

2

TCN クエリー送信要求

ディセーブル

IGMP スヌーピング クエリア

ディセーブル

IGMP レポート抑制

イネーブル

(1) TCN = トポロジ変更通知

IGMP フィルタリングおよび IGMP スロットリングのデフォルト設定
次の表に、スイッチの IGMP フィルタリングおよびスロットリングのデフォルト設定を示します。
表 28：IGMP フィルタリングのデフォルト設定

機能

デフォルト設定

IGMP フィルタ

適用なし

IGMP グループの最大数

最大数の設定なし
（注）

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

IGMP プロファイル

未定義

IGMP プロファイル アクション

範囲で示されたアドレスを拒否
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IGMP の設定方法
グループのメンバとしてのスイッチの設定（CLI）
スイッチをマルチキャスト グループのメンバとして設定し、マルチキャストがネットワークに到
達可能かどうかを検出できます。管理しているすべてのマルチキャスト対応ルータおよびマルチ
レイヤ スイッチがマルチキャスト グループのメンバである場合、グループに ping を送信すると、
これらのすべてのデバイスが応答します。デバイスは、所属グループにアドレス指定された ICMP
エコー要求パケットに応答します。もう 1 つの例は、ソフトウェア付属のマルチキャスト トレー
スルート ツールです。

注意

この手順を実行すると、グループ アドレス用のデータ トラフィックがすべて CPU に送られる
ため、CPU のパフォーマンスが低下する場合があります。
この手順は任意です。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクショ
ン

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワードを
入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure
terminal

ステップ 3

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

マルチキャスト ルーティングをイネーブルにするレイヤ
3 インターフェイスを指定し、インターフェイス コン
フィギュレーション モードを開始します。
次のいずれかのインターフェイスを指定する必要があり
ます。
• ルーテッド ポート：レイヤ 3 ポートとして no
switchport インターフェイス コンフィギュレーショ
ンコマンドを入力して設定された物理ポートです。
また、インターフェイスの IP PIM スパース - デン
ス モードをイネーブルにして、静的に接続された
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コマンドまたはアクショ
ン

目的
メンバーとしてインターフェイスを IGMP スタ
ティック グループに加入させる必要があります。
• SVI：interface vlan vlan-id グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用して作成された VLAN
インターフェイスです。また、VLAN 上で IP PIM
スパース - デンス モードをイネーブルにして、静的
に接続されたメンバーとして VLAN を IGMP スタ
ティック グループに加入させ、VLAN、IGMP スタ
ティック グループ、および物理インターフェイス
で IGMP スヌーピングをイネーブルにする必要があ
ります。
これらのインターフェイスには、IP アドレスを割り当て
る必要があります。

ステップ 4

ip igmp join-group
group-address

スイッチをマルチキャスト グループに参加するように設
定します。

例：

デフォルトで、グループのメンバーシップは定義されて
いません。

Device(config-if)# ip
igmp
join-group 225.2.2.2

ステップ 5

end

group-address には、マルチキャスト IP アドレスをドッ
ト付き 10 進表記で指定します。
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 6

show ip igmp interface
[interface-id]

入力を確認します。

例：
Device# show ip igmp
interface

ステップ 7

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存
します。

例：
Device# copy
running-config
startup-config
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関連トピック
マルチキャスト グループへの加入, （209 ページ）
例：マルチキャスト グループのメンバとしてのスイッチの設定, （258 ページ）
IP マルチキャスト グループ アドレス, （206 ページ）
例：マルチキャスト グループのメンバとしてのスイッチの設定, （258 ページ）

IP マルチキャスト グループへのアクセスの制御（CLI）
スイッチ は IGMP ホストクエリ メッセージを送信し、接続されたローカル ネットワーク上のメ
ンバーが属しているマルチキャストグループを判別します。次に、スイッチは、マルチキャスト
グループにアドレス指定されたすべてのパケットをこれらのグループ メンバーに転送します。イ
ンターフェイスごとにフィルタを適用し、インターフェイスで処理されるサブネット上のホスト
が加入可能なマルチキャスト グループを制限できます。
インターフェイスで参加数を制限するには、IGMP プロファイルと関連付けるフィルタ用のポー
トを設定します。
この手順は任意です。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ip igmp profile
例：
Device(config)# ip igmp
profile 10
Device(config-igmp-profile)#
?

1 ～ 4294967295 の範囲で、IGMP フィルタ プロ
ファイル番号を入力します。
IGMP フィルタ プロファイルの設定の詳細につい
ては、IGMP プロファイルの設定（CLI）, （228
ページ） を参照してください。
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

permit

IGMP プロファイル設定操作を開始します。次の
IGMP プロファイル設定操作がサポートされてい
ます。

例：
Device(config-igmp-profile)#

• deny：一致するIPアドレスが拒否されます。

permit 229.9.9.0

• exit：IGMP プロファイル コンフィギュレー
ション モードを終了します。
• no：コマンドを無効にするか、そのデフォ
ルトに設定します。
• permit：一致するアドレスが許可されます。
• range：設定に範囲を追加します。

ステップ 5

exit

グローバル コンフィギュレーション モードに戻
ります。

例：
Device(config-igmp-profile)#
exit

ステップ 6

interface interface-id
例：

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

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

ステップ 7

ip igmp filter filter_number
例：
Device(config-if)# ip igmp
filter 10

ステップ 8

end

IGMP フィルタ プロファイル番号を指定します。
IGMP フィルタ プロファイルの適用の詳細につい
ては、IGMP プロファイルの適用（CLI）, （231
ページ） を参照してください。
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 9

show ip igmp interface
[interface-id]

入力を確認します。

例：
Device# show ip igmp
interface
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ステップ 10

コマンドまたはアクション

目的

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定
を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

関連トピック
例：マルチキャスト グループへのアクセスの制御, （258 ページ）

IGMP ホストクエリー メッセージ インターバルの変更（CLI）
スイッチは、IGMP ホストクエリー メッセージを定期的に送信し、接続されたネットワーク上に
あるマルチキャスト グループを検出します。これらのメッセージは、TTL が 1 の全ホスト マルチ
キャスト グループ（224.0.0.1）に送信されます。スイッチはホストクエリー メッセージを送信
し、ネットワーク上に存在するメンバーシップに関する情報をリフレッシュします。クエリーを
いくつか実行したあとで、マルチキャスト グループのメンバーであるローカルホストが存在しな
いことをソフトウェアが検出した場合、そのグループのリモート送信元からローカル ネットワー
クへのマルチキャストパケット転送が停止され、プルーニングメッセージが送信元のアップスト
リーム方向へ送信されます。
スイッチは LAN（サブネット）用の PIM DR を選択します。DR は、LAN 上のすべてのホストに
IGMP ホストクエリー メッセージを送信します。SM の場合、DR は PIM 登録メッセージおよび
PIM Join メッセージも RP ルータに向けて送信します。IGMPv2 では、DR は IP アドレスが最大で
ある、ルータまたはマルチレイヤ スイッチです。IGMPv1 では、DR は LAN 上で動作するマルチ
キャスト ルーティング プロトコルに従って選択されます。
この手順は任意です。

手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワードを
入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure
terminal

ステップ 3

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

マルチキャスト ルーティングをイネーブルにするレイヤ
3インターフェイスを指定し、インターフェイスコンフィ
ギュレーション モードを開始します。
次のいずれかのインターフェイスを指定する必要があり
ます。
• ルーテッド ポート：レイヤ 3 ポートとして no
switchport インターフェイス コンフィギュレーショ
ン コマンドを入力して設定された物理ポートです。
また、インターフェイスの IP PIM スパース - デンス
モードをイネーブルにして、静的に接続されたメン
バーとしてインターフェイスを IGMP スタティック
グループに加入させる必要があります。
• SVI：interface vlan vlan-id グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用して作成された VLAN
インターフェイスです。また、VLAN 上で IP PIM
スパース - デンス モードをイネーブルにして、静的
に接続されたメンバーとして VLAN を IGMP スタ
ティック グループに加入させ、VLAN、IGMP スタ
ティック グループ、および物理インターフェイスで
IGMP スヌーピングをイネーブルにする必要があり
ます。
これらのインターフェイスには、IP アドレスを割り当て
る必要があります。

ステップ 4

ip igmp query-interval
seconds
例：
Device(config-if)# ip
igmp
query-interval 75

DR が IGMP ホストクエリー メッセージを送信する頻度
を設定します。
デフォルトでは、DR は IGMP ホストクエリー メッセー
ジを 60 秒ごとに送信し、ホストおよびネットワークでの
IGMP オーバーヘッドを抑制します。
指定できる範囲は 1 ～ 65535 です。
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 6

show ip igmp interface
[interface-id]

入力を確認します。

例：
Device# show ip igmp
interface

ステップ 7

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存
します。

例：
Device# copy
running-config
startup-config

IGMPv2 の IGMP クエリー タイムアウトの変更（CLI）
IGMPv2 を使用している場合、スイッチがインターフェイスのクエリアとして引き継ぐまでの時
間を指定できます。デフォルトでは、スイッチは ip igmp query-interval インターフェイス コン
フィギュレーション コマンドによって制御されるクエリー インターバルの 2 倍の時間だけ待機し
ます。この時間を経過しても、スイッチがクエリーを受信しない場合は、スイッチがクエリアに
なります。
この手順は任意です。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable
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コマンドまたはアクション 目的
ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure
terminal

ステップ 3

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

マルチキャスト ルーティングをイネーブルにするレイ
ヤ 3 インターフェイスを指定し、インターフェイス コ
ンフィギュレーション モードを開始します。
次のいずれかのインターフェイスを指定する必要があり
ます。
• ルーテッド ポート：レイヤ 3 ポートとして no
switchport インターフェイス コンフィギュレーショ
ンコマンドを入力して設定された物理ポートです。
また、インターフェイスの IP PIM スパース - デン
ス モードをイネーブルにして、静的に接続された
メンバーとしてインターフェイスを IGMP スタ
ティック グループに加入させる必要があります。
• SVI：interface vlan vlan-id グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用して作成された VLAN
インターフェイスです。また、VLAN 上で IP PIM
スパース - デンス モードをイネーブルにして、静
的に接続されたメンバーとして VLAN を IGMP ス
タティック グループに加入させ、VLAN、IGMP ス
タティック グループ、および物理インターフェイ
スで IGMP スヌーピングをイネーブルにする必要
があります。
これらのインターフェイスには、IP アドレスを割り当
てる必要があります。

ステップ 4

ip igmp querier-timeout
seconds
例：

IGMP クエリー タイムアウトを指定します。
デフォルトは 60 秒です（クエリー インターバルの 2
倍）。指定できる範囲は 60 ～ 300 です。

Device(config-if)# ip
igmp
querier-timeout 120
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コマンドまたはアクション 目的
ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 6

show ip igmp interface
[interface-id]

入力を確認します。

例：
Device# show ip igmp
interface

ステップ 7

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保
存します。

例：
Device# copy
running-config
startup-config

IGMPv2 の最大クエリー応答時間の変更（CLI）
IGMPv2 を使用している場合は、IGMP クエリーでアドバタイズされる最大クエリー応答時間を変
更できます。スイッチは最大クエリー応答時間を使用し、LAN 上に直接接続されたグループ メン
バが存在しないことを短時間で検出します。値を小さくすると、スイッチによるグループのプルー
ニング速度が向上します。
この手順は任意です。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable
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コマンドまたはアクション 目的
ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

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

マルチキャスト ルーティングをイネーブルにするレイ
ヤ 3 インターフェイスを指定し、インターフェイス コ
ンフィギュレーション モードを開始します。
次のいずれかのインターフェイスを指定する必要があ
ります。
• ルーテッド ポート：レイヤ 3 ポートとして no
switchport インターフェイス コンフィギュレーショ
ン コマンドを入力して設定された物理ポートで
す。また、インターフェイスの IP PIM スパース デンス モードをイネーブルにして、静的に接続さ
れたメンバーとしてインターフェイスを IGMP ス
タティック グループに加入させる必要がありま
す。
• SVI：interface vlan vlan-id グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用して作成された VLAN
インターフェイスです。また、VLAN 上で IP PIM
スパース - デンス モードをイネーブルにして、静
的に接続されたメンバーとして VLAN を IGMP ス
タティック グループに加入させ、VLAN、IGMP
スタティック グループ、および物理インターフェ
イスで IGMP スヌーピングをイネーブルにする必
要があります。
これらのインターフェイスには、IP アドレスを割り当
てる必要があります。

ステップ 4

ip igmp
query-max-response-time
seconds
例：

IGMP クエリーでアドバタイズされる最大クエリー応答
時間を変更します。
デフォルトは 10 秒です。指定できる範囲は 1 ～ 25 秒
です。

Device(config-if)# ip igmp
query-max-response-time
15
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コマンドまたはアクション 目的
ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 6

show ip igmp interface
[interface-id]

入力を確認します。

例：
Device# show ip igmp
interface

ステップ 7

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保
存します。

例：
Device# copy
running-config
startup-config

静的に接続されたメンバとしてのスイッチの設定（CLI）
ネットワーク セグメント上にグループ メンバが存在しなかったり、ホストで IGMP を使用してグ
ループメンバーシップを報告できないことがあります。しかし、そのネットワークセグメントに
対して、マルチキャストトラフィックの送信が必要な場合もあります。マルチキャストトラフィッ
クをネットワーク セグメントに送り込むには、次のコマンドを使用します。
• ip igmp join-group：スイッチはマルチキャスト パケットの転送だけでなく、マルチキャスト
パケットを受信します。マルチキャスト パケットを受信すると、スイッチは高速スイッチン
グを実行できません。
• ip igmp static-group：スイッチは、パケットを転送するだけで、パケット自体は受信しませ
ん。この方法を使用すると、高速スイッチングが可能です。発信インターフェイスが IGMP
キャッシュに格納されますが、マルチキャスト ルート エントリに「L」（ローカル）フラグ
が付かないことからも明らかなように、スイッチ自体はメンバではありません。
この手順は任意です。
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手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

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

マルチキャスト ルーティングをイネーブルにするレイ
ヤ 3 インターフェイスを指定し、インターフェイス コ
ンフィギュレーション モードを開始します。
次のいずれかのインターフェイスを指定する必要があ
ります。
• ルーテッド ポート：レイヤ 3 ポートとして no
switchport インターフェイス コンフィギュレーショ
ン コマンドを入力して設定された物理ポートで
す。また、インターフェイスの IP PIM スパース デンス モードをイネーブルにして、静的に接続さ
れたメンバーとしてインターフェイスを IGMP ス
タティック グループに加入させる必要がありま
す。
• SVI：interface vlan vlan-id グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用して作成された VLAN
インターフェイスです。また、VLAN 上で IP PIM
スパース - デンス モードをイネーブルにして、静
的に接続されたメンバーとして VLAN を IGMP ス
タティック グループに加入させ、VLAN、IGMP
スタティック グループ、および物理インターフェ
イスで IGMP スヌーピングをイネーブルにする必
要があります。
これらのインターフェイスには、IP アドレスを割り当
てる必要があります。
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コマンドまたはアクション 目的
ステップ 4

ip igmp static-group
group-address

スイッチを静的に接続されたグループのメンバとして
設定します。

例：

デフォルトでは、この機能はディセーブルになってい
ます。

Device(config-if)# ip igmp
static-group
239.100.100.101

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 6

show ip igmp interface
[interface-id]

入力を確認します。

例：
Device# show ip igmp
interface
gigabitethernet 1/0/1

ステップ 7

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保
存します。

例：
Device# copy
running-config
startup-config

IGMP プロファイルの設定（CLI）
IGMP プロファイルを作成するには、次の手順を実行します。
このタスクはオプションです。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

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

設定するプロファイルに番号を割り当て、IGMP プロ
ファイル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。指定できるプロファイル番号の範囲は 1 ～
4294967295 です。IGMP プロファイル コンフィギュ
レーション モードでは、次のコマンドを使用するこ
とでプロファイルを作成できます。
• deny：一致するアドレスを拒否します。デフォ
ルトで設定されています。
• exit：IGMP プロファイル コンフィギュレーショ
ン モードを終了します。
• no：コマンドを否定するか、または設定をデフォ
ルトに戻します。
• permit：一致するアドレスを許可するように指定
します。
• range：プロファイルの IP アドレスの範囲を指定
します。単一の IP アドレス、または開始アドレ
スと終了アドレスで指定された IP アドレス範囲
を入力できます。
デフォルトでは、スイッチには IGMP プロファイルが
設定されていません。
（注）

プロファイルを削除するには、no ip igmp
profile profile number グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

permit | deny

（任意）IP マルチキャスト アドレスへのアクセスを
許可または拒否するアクションを設定します。アク
ションを設定しないと、プロファイルのデフォルト設
定はアクセス拒否になります。

例：
Device(config-igmp-profile)#
permit

ステップ 5

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

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

ステップ 6

end

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

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 7

show ip igmp profile profile
number

プロファイルの設定を確認します。

例：
Device# show ip igmp profile
3

ステップ 8

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 9

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を
保存します。

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

目的

startup-config

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

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

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

ステップ 4

ip igmp filter profile number
例：
Device(config-if)# ip igmp
filter 321

物理インターフェイスを指定し、インターフェ
イス コンフィギュレーション モードを開始しま
す。インターフェイスは、EtherChannel ポート
グループに所属していないレイヤ 2 ポートでな
ければなりません。
インターフェイスに指定された IGMP プロファ
イルを適用します。指定できる範囲は 1 ～
4294967295 です。
（注）

インターフェイスからプロファイルを
削除するには、no ip igmp filter profile
numberインターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

ステップ 6

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 7

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設
定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

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

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

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
232

OL-30686-01-J

IGMP の設定方法

ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

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

ステップ 4

ip igmp max-groups number
例：
Device(config-if)# ip igmp
max-groups 20

ステップ 5

end

設定するインターフェイスを指定して、インター
フェイス コンフィギュレーション モードを開始
します。インターフェイスは、EtherChannel ポー
ト グループに所属しないレイヤ 2 ポート、また
は EtherChannel インターフェイスのいずれかに
できます。
インターフェイスが加入できる IGMP グループ
の最大数を設定します。指定できる範囲は 0 ～
4294967294 です。デフォルトでは最大数は設定
されません。
（注）

スイッチはレイヤ 2 IGMP グループの
最大数（4096）とレイヤ 3 IGMP グ
ループの最大数（2048）をサポートし
ます。

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 6

show running-config interface
interface-id

入力を確認します。

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

ステップ 7

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設
定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config
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IGMP スロットリング アクションの設定（CLI）
レイヤ 2 インターフェイスが加入できる IGMP グループの最大数を設定した後、受信した IGMP
レポートの新しいグループで、既存のグループを上書きするようにインターフェイスを設定でき
ます。
転送テーブルに最大数のエントリが登録されているときにスロットリング アクションを設定する
には、次の手順を実行します。

手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワードを
入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure
terminal

ステップ 3

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

ステップ 4

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

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

• deny：レポートを破棄します。このスロットリング
アクションを設定すると、すでに転送テーブルに登
録されていたエントリは、削除されることはありま
せんが期限切れになります。エントリが期限切れに
なり、最大数のエントリが転送テーブルに登録され
ていると、スイッチは、インターフェイスで受信し
た次の IGMP レポートを廃棄します。
• replace：既存のグループを、IGMP レポートを受信
した新しいグループで上書きします。このスロット
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
リング アクションを設定すると、すでに転送テーブ
ルに登録されていたエントリは削除されます。転送
テーブルのエントリが最大数まで達したら、スイッ
チはランダムに選択したエントリを受信した IGMP
レポートで上書きします。
スイッチが転送テーブルのエントリを削除しないように
するには、インターフェイスにより転送テーブルにエン
トリが追加される前に、IGMP スロットリング アクショ
ンを設定します。
（注）

ステップ 5

end

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

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 6

show running-config
interface interface-id

入力を確認します。

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

ステップ 7

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存
します。

例：
Device# copy
running-config
startup-config

関連トピック
IGMP フィルタリングおよびスロットリング, （213 ページ）
例：フィルタリングおよびスロットリングの設定, （260 ページ）
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IGMP スヌーピングを設定する方法
スイッチでの IGMP スヌーピングのイネーブル化またはディセーブル化（CLI）
IGMP スヌーピングがグローバルにイネーブルまたはディセーブルに設定されている場合は、既
存のすべての VLAN インターフェイスでもイネーブルまたはディセーブルになります。デフォル
トでは IGMP スヌーピングはすべての VLAN でイネーブルになっていますが、VLAN 単位でイ
ネーブルまたはディセーブルにすることができます。
グローバル IGMP スヌーピングは、VLAN IGMP スヌーピングより優先されます。グローバル ス
ヌーピングがディセーブルの場合、VLAN スヌーピングをイネーブルに設定することはできませ
ん。グローバル スヌーピングがイネーブルの場合、VLAN スヌーピングをイネーブルまたはディ
セーブルに設定できます。
スイッチで IGMP スヌーピングをグローバルにイネーブルにするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ip igmp snooping
例：
Device(config)# ip igmp
snooping

ステップ 4

end

既存のすべての VLAN インターフェイスでグロー
バルに IGMP スヌーピングを有効にします。
（注）

すべての VLAN インターフェイス上で
IGMPスヌーピングをグローバルにディ
セーブルにするには、no ip igmp
snooping グローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設
定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

関連トピック
IGMP スヌーピング, （208 ページ）
例：IGMP スヌーピングの設定, （259 ページ）

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

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ip igmp snooping vlan vlan-id VLAN インターフェイス上で IGMP スヌーピングを
イネーブルにします。指定できる VLAN ID の範囲
例：
は 1 ～ 1001 および 1006 ～ 4094 です。
Device(config)# ip igmp
snooping vlan 7

VLAN スヌーピングをイネーブルにするには、IGMP
スヌーピングをグローバルにイネーブルに設定して
おく必要があります。
（注）

特定の VLAN インターフェイス上で IGMP
スヌーピングをディセーブルにするには、
no ip igmp snooping vlan vlan-id グローバ
ル コンフィギュレーション コマンドを、
指定したVLAN番号に対して使用します。
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 5

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を
保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

スヌーピング方法の設定（CLI）
マルチキャスト対応のルータ ポートは、レイヤ 2 マルチキャスト エントリごとに転送テーブルに
追加されます。スイッチ は、次のいずれかの方法でポートを学習します。
• IGMP クエリ、Protocol-Independent Multicast（PIM）パケット、のスヌーピング
• ip igmp snooping mrouter グローバル コンフィギュレーション コマンドによるマルチキャス
ト ルータ ポートへの静的な接続
VLAN インターフェイスがマルチキャスト ルータにアクセスする方法を変更するには、特権 EXEC
モードで次の手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにしま
す。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

• パスワードを入力します（要求さ
れた場合）。
グローバルコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

ip igmp snooping vlan vlan-id
mrouterinterface {GigabitEthernet |
Port-Channel | TenGigabitEthernet}

VLAN 上で IGMP スヌーピングをイネー
ブルにします。指定できる VLAN ID の
範囲は 1 ～ 1001 および 1006 ～ 4094 で
す。

例：
Device(config)# ip igmp snooping
vlan 1 mrouter interface
GigabitEthernet1/0/3

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 5

show ip igmp snooping

設定を確認します。

例：
Device# show ip igmp snooping

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファ
イルに設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

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

（注）

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ip igmp snooping vlan
vlan-idmrouter interface
interface-id
例：
Device(config)# ip igmp
snooping vlan 5 mrouter
interface gigabitethernet1/0/1

マルチキャスト ルータの VLAN ID およびマルチ
キャストルータに対するインターフェイスを指定
します。
• 指定できる VLAN ID の範囲は 1 ～ 1001 お
よび 1006 ～ 4094 です。
• このインターフェイスには物理インターフェ
イスまたはポートチャネルを指定できます。
ポート チャネル範囲は 1 ～ 128 です。
（注）

ステップ 4

end

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

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 5

show ip igmp snooping mrouter
[vlan vlan-id]

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

例：
Device# show ip igmp snooping
mrouter vlan 5
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定
を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

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

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ip igmp snooping vlan
マルチキャスト グループのメンバとしてレイヤ 2
vlan-idstatic ip_addressinterface ポートを静的に設定します。
interface-id
• vlan-id は、マルチキャスト グループの VLAN
ID です。指定できる範囲は 1 ～ 1001 または
例：
1006 ～ 4094 です。
Device(config)# ip igmp
snooping vlan 105 static
230.0.0.1 interface
gigabitethernet1/0/1

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

目的
（注）

ステップ 4

end

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

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 5

show ip igmp snooping groups

メンバ ポートおよび IP アドレスを確認します。

例：
Device# show ip igmp snooping
groups

ステップ 6

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定
を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

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

（注）

即時脱退機能をサポートするのは、IGMP バージョン 2 が稼働しているホストだけです。IGMP
バージョン 2 はスイッチのデフォルト バージョンです。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パ
スワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

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

ステップ 4

end

VLAN インターフェイス上で、IGMP 即時脱退
をイネーブルにします。
（注）

VLAN 上で IGMP 即時脱退をディ
セーブルにするには、 no ip igmp
snooping vlan vlan-idimmediate-leave
グローバル コンフィギュレーション
コマンドを使用します。

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 5

show ip igmp snooping vlan vlan-id VLANインターフェイス上で即時脱退がイネー
ブルになっていることを確認します。
例：
Device# show ip igmp snooping
vlan 21

ステップ 6

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ip igmp snooping
IGMP 脱退タイマーをグローバルに設定します。
last-member-query-interval time 指定できる範囲は 100 ～ 32767 ミリ秒です。
例：
Device(config)# ip igmp
snooping
last-member-query-interval 1000

ステップ 4

デフォルトの脱退時間は 1000 ミリ秒です。
（注）

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

（注）

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

ステップ 5

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

end

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

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

show ip igmp snooping

（任意）設定された IGMP 脱退時間を表示しま
す。

例：
Device# show ip igmp snooping

ステップ 7

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

関連トピック
IGMP 設定可能脱退タイマー, （212 ページ）

IGMP 堅牢性変数の設定（CLI）
スイッチ で IGMP 堅牢性変数を設定するには、次の手順を使用します。
堅牢性変数は、IGMP メッセージの計算時に IGMP スヌーピングで使用される整数です。堅牢性
変数により、想定されるパケット損失を考慮した微調整を実施できます。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場
合）。

Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ip igmp snooping
robustness-variable count

IGMP 堅牢性変数を設定します。範囲は、1 ～
3 回です。

例：

堅牢性変数の推奨値は 2 です。IGMP スヌーピ
ングの堅牢性変数の値をデフォルトの 2 から指

Device(config)# ip igmp snooping
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コマンドまたはアクション
robustness-variable 3

ステップ 4

ip igmp snooping vlan
vlan-idrobustness-variable count
例：

目的
定した値に変更するには、このコマンドを使用
します。
（任意）VLAN インターフェイス上で IGMP 堅
牢性変数を設定します。範囲は、1 ～ 3 回で
す。堅牢性変数の推奨値は 2 です。
（注）

Device(config)#ip igmp snooping
vlan 100 robustness-variable 3

ステップ 5

end

VLAN で堅牢性変数カウントを設定
すると、グローバルに設定された値
が上書きされます。

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 6

show ip igmp snooping

（任意）設定された IGMP 堅牢性変数カウント
を表示します。

例：
Device# show ip igmp snooping

ステップ 7

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

IGMP 最終メンバー クエリ回数の設定（CLI）
グループ固有またはグループ ソース固有の leave メッセージの受信に応答して、IGMP グループ固
有またはグループ ソース固有の（IGMP バージョン 3 で）クエリ メッセージを スイッチ が送信
する回数を設定するには、次のコマンドを使用します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場
合）。

Device> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ip igmp snooping
last-member-query-count count

IGMP 最終メンバー クエリ回数を設定しま
す。指定できる範囲は 1 ～ 7 です。デフォル
ト値は 2 メッセージです。

例：
Device(config)# ip igmp snooping
last-member-query-count 3

ステップ 4

ip igmp snooping vlan vlan-id
last-member-query-count count
例：
Device(config)#ip igmp snooping
vlan 100 last-member-query-count
3

ステップ 5

end

（任意）VLAN インターフェイス上で IGMP
最終メンバークエリ回数を設定します。指定
できる範囲は 1 ～ 7 です。
（注）

VLAN で最終メンバー クエリ回数
を設定すると、グローバルに設定
されたタイマーが上書きされます。

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 6

show ip igmp snooping

（任意）設定された IGMP 最終メンバー クエ
リ回数を表示します。

例：
Device# show ip igmp snooping

ステップ 7

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

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ip igmp snooping tcn flood query マルチキャスト トラフィックがフラッディング
count count
する IGMP の一般クエリー数を指定します。
例：

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

Device(config)# ip igmp
snooping tcn flood query count （注）
3

ステップ 4

end

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

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

show ip igmp snooping

TCN の設定を確認します。

例：
Device# show ip igmp snooping

ステップ 6

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設
定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

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

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ip igmp snooping tcn query solicit TCN イベント中に発生したフラッド モードから
回復するプロセスの速度を上げるために、IGMP
例：
Leave メッセージ（グローバル脱退）を送信しま
Device(config)# ip igmp
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コマンドまたはアクション

目的

snooping tcn query solicit

す。デフォルトでは、クエリー送信要求はディ
セーブルに設定されています。
（注）

ステップ 4

end

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

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 5

show ip igmp snooping

TCN の設定を確認します。

例：
Device# show ip igmp snooping

ステップ 6

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設
定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

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

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id
例：

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

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

ステップ 4

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

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

ステップ 5

end

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

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 6

show ip igmp snooping

TCN の設定を確認します。

例：
Device# show ip igmp snooping

ステップ 7

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設
定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config
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IGMP スヌーピング クエリアの設定（CLI）
特定の VLAN で IGMP スヌーピング クエリア機能をイネーブルにするには、次の手順を実行しま
す。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パ
スワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ip igmp snooping querier

IGMP スヌーピング クエリアをイネーブルに
します。

例：
Device(config)# ip igmp snooping
querier

ステップ 4

ip igmp snooping querier address
ip_address
例：

（任意）IGMP スヌーピング クエリアの IP ア
ドレスを指定します。IP アドレスを指定しな
い場合、クエリアは IGMP クエリアに設定さ
れたグローバル IP アドレスを使用します。

Device(config)# ip igmp snooping （注）
querier address 172.16.24.1

ステップ 5

ip igmp snooping querier
query-interval interval-count

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

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

例：
Device(config)# ip igmp snooping
querier query-interval 30
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コマンドまたはアクション
ステップ 6

目的

ip igmp snooping querier tcn query （任意）トポロジ変更通知（TCN）クエリー
[count count | interval interval]
の間隔を設定します。指定できる count の範
囲は 1 ～ 10 です。指定できる interval の範囲
例：
は 1 ～ 255 秒です。
Device(config)# ip igmp snooping
querier tcn query interval 20

ステップ 7

ip igmp snooping querier timer
expiry timeout

（任意）IGMP クエリアが期限切れになる時
間を設定します。指定できる範囲は 60 ～ 300
秒です。

例：
Device(config)# ip igmp snooping
querier timer expiry 180

ステップ 8

ip igmp snooping querier version
version

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

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

ステップ 9

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 10

show ip igmp snooping vlan vlan-id （任意）VLAN インターフェイス上で IGMP
スヌーピング クエリアがイネーブルになって
例：
いることを確認します。指定できる VLAN ID
の範囲は 1 ～ 1001 および 1006 ～ 4094 です。
Device# show ip igmp snooping
vlan 30

ステップ 11

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

IGMP レポート抑制のディセーブル化（CLI）
IGMP レポート抑制をディセーブルにするには、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXECモードをイネーブルにします。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

no ip igmp snooping
report-suppression
例：
Device(config)# no ip igmp
snooping report-suppression

IGMPレポート抑制をディセーブルにします。IGMP
レポート抑制がディセーブルの場合、すべての
IGMP レポートがマルチキャスト ルータに転送さ
れます。
IGMP レポート抑制はデフォルトでイネーブルで
す。
IGMP レポート抑制がイネーブルの場合、スイッチ
はマルチキャスト ルータ クエリーごとに IGMP レ
ポートを 1 つだけ転送します。
（注）
IGMP レポート抑制を再びイネーブルに
するには、 ip igmp snooping
report-suppression グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 5

show ip igmp snooping

IGMP レポート抑制がディセーブルになっているこ
とを確認します。

例：
Device# show ip igmp
snooping

ステップ 6

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定
を保存します。

例：
Device# copy running-config

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
254

OL-30686-01-J

IGMP のモニタリング

コマンドまたはアクション

目的

startup-config

IGMP のモニタリング
IP ルーティング テーブル、キャッシュ、データベースの内容など、特定の統計情報を表示できま
す。

（注）

このリリースでは、ルート単位の統計情報がサポートされていません。
また、リソースの使用状況を学習し、ネットワーク問題を解決するための情報を表示することも
できます。さらに、ノードの到達可能性に関する情報を表示し、そのパケットが経由するネット
ワーク内のパスを検出することもできます。
次の表に示す特権 EXEC コマンドのいずれかを使用すると、さまざまなルーティング統計情報を
表示できます。
表 29：システムおよびネットワーク統計情報を表示するコマンド

コマンド

目的

ping [group-name | group-address]

マルチキャスト グループ アドレスにインターネット
制御メッセージ プロトコル（ICMP）エコー要求を送
信します。

show ip igmp filter

IGMP フィルタ情報を表示します。

show ip igmp groups [type-number | detail ] スイッチに直接接続され、IGMP によって取得された
マルチキャスト グループを表示します。
show ip igmp interface [type number]

インターフェイスのマルチキャスト関連情報を表示し
ます。

show ip igmp membership [ name/group
address | all | tracked ]

転送に関する IGMP メンバーシップ情報を表示しま
す。

show ip igmp profile [ profile_number]

IGMP プロファイル情報を表示します。

show ip igmp ssm-mapping [ hostname/IP
address ]

IGMP SSM マッピング情報を表示します。
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コマンド

目的

show ip igmp static-group {class-map [
interface [ type ] ]

スタティック グループ情報を表示します。

show ip igmp vrf

選択した VPN ルーティング/転送インスタンスを名前
別に表示します。

IGMP スヌーピング情報のモニタリング
ダイナミックに学習された、あるいはスタティックに設定されたルータ ポートおよび VLAN イン
ターフェイスの IGMP スヌーピング情報を表示できます。また、IGMP スヌーピング用に設定さ
れた VLAN の IP アドレス マルチキャスト エントリを表示することもできます。
表 30：IGMP スヌーピング情報を表示するためのコマンド

コマンド

目的

show ip igmp snooping detail

動作状態情報を表示します。

show ip igmp snooping groups [ count |
[vlan vlan-id [A.B.C.D | count ] ]

スイッチまたは特定のパラメータに関して、マルチ
キャスト テーブル情報を表示します。
• count：グループの合計数を表示します。
• vlan：VLAN ID によるグループ情報を表示しま
す。

show ip igmp snooping igmpv2-tracking

IGMP スヌーピング トラッキングを表示します。
（注）

このコマンドでは、ワイヤレス マルチキャ
スト IGMP 加入のみに関するグループおよ
び IP アドレス エントリが表示され、有線
IGMP 加入については表示されません。こ
のコマンドで表示させるには、ワイヤレス
IP マルチキャストを有効にしておく必要が
あります。
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コマンド

目的

show ip igmp snooping mrouter [vlan
vlan-id]

ダイナミックに学習され、手動で設定されたマルチ
キャスト ルータ インターフェイスの情報を表示しま
す。
（注）

IGMPスヌーピングをイネーブルにすると、
スイッチはマルチキャスト ルータの接続先
インターフェイスを自動的に学習します。
これらのインターフェイスは動的に学習さ
れます。
（任意）個々のVLANに関する情報を表示するには、
vlan vlan-id を入力します。
show ip igmp snooping querier [ detail | vlan IP アドレス、および VLAN で受信した最新の IGMP
vlan-id]
クエリ メッセージの受信ポートに関する情報を表示
します。
（任意）VLAN の詳細な IGMP クエリア情報を表示
するには、detail を入力します。
（任意）個々のVLANに関する情報を表示するには、
vlan vlan-id を入力します。
show ip igmp snooping [vlan vlan-id [ detail スイッチ上のすべての VLAN または特定の VLAN の
]]
スヌーピング設定情報を表示します。
（任意）個々のVLANに関する情報を表示するには、
vlan vlan-id を入力します。指定できる VLAN ID の範
囲は 1 ～ 1001 および 1006 ～ 4094 です。
show ip igmp snooping wireless mgid

ワイヤレス関連イベントを表示します。

IGMP フィルタリングおよび IGMP スロットリングの設定のモニタリング
IGMP プロファイルの特性を表示したり、スイッチ上のすべてのインターフェイスまたは指定さ
れたインターフェイスの IGMP プロファイルや最大グループ設定を表示したりできます。また、
スイッチ上のすべてのインターフェイスまたは指定したインターフェイスに関する IGMP スロッ
トリング設定を表示することもできます。
表 31：IGMP フィルタリングおよび IGMP スロットリング設定を表示するためのコマンド

コマンド

目的

show ip igmp profile [profile number]

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

目的

show running-config [interface interface-id]

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

IGMP の設定例
例：マルチキャスト グループのメンバとしてのスイッチの設定
次に、マルチキャスト グループ 255.2.2.2 へのスイッチの加入を許可する例を示します。
Device(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Device(config-if)# ip igmp join-group 255.2.2.2
Device(config-if)#

関連トピック
グループのメンバとしてのスイッチの設定（CLI）, （216 ページ）
マルチキャスト グループへの加入, （209 ページ）
グループのメンバとしてのスイッチの設定（CLI）, （216 ページ）
IP マルチキャスト グループ アドレス, （206 ページ）

例：マルチキャスト グループへのアクセスの制御
インターフェイスで参加数を制限するには、IGMP プロファイルと関連付けるフィルタ用のポー
トを設定します。

Device# configure terminal
Device(config)# ip igmp profile 10
Device(config-igmp-profile)# ?
IGMP profile configuration commands:
deny matching addresses are denied
exit Exit from igmp profile configuration mode
no Negate a command or set its defaults
permit matching addresses are permitted
range add a range to the set
Device(config-igmp-profile)# range 172.16.5.1
Device(config-igmp-profile)# exit
Device(config)#
Device(config)# interface gigabitEthernet 2/0/10
Device(config-if)# ip igmp filter 10
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関連トピック
IP マルチキャスト グループへのアクセスの制御（CLI）, （218 ページ）

例：IGMP スヌーピングの設定
次に、マルチキャスト ルータへの静的な接続をイネーブルにする例を示します。
Device# configure terminal
Device(config)# ip igmp snooping vlan 200 mrouter interface gigabitethernet1/0/2
Device(config)# end

次に、ポート上のホストを静的に設定する例を示します。
Device# configure terminal
Device(config)# ip igmp snooping vlan 105 static 224.2.4.12 interface gigabitethernet1/0/1
Device(config)# end

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

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

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

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

次に、IGMP スヌーピング クエリア機能をバージョン 2 に設定する例を示します。
Device# configure terminal
Device(config)# no ip igmp snooping querier version 2
Device(config)# end

関連トピック
スイッチでの IGMP スヌーピングのイネーブル化またはディセーブル化（CLI）, （236 ペー
ジ）
IGMP スヌーピング, （208 ページ）
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例：フィルタリングおよびスロットリングの設定
次に、単一の IP マルチキャスト アドレスへのアクセスを許可する IGMP プロファイル 4 を作成し
て、設定を確認する例を示します。アクションが拒否（デフォルト）である場合は、show ip igmp
profile の出力には表示されません。
Device(config)# ip igmp profile 4
Device(config-igmp-profile)# permit
Device(config-igmp-profile)# range 229.9.9.0
Device(config-igmp-profile)# end
Device# show ip igmp profile 4
IGMP Profile 4
permit
range 229.9.9.0 229.9.9.0

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

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

関連トピック
IGMP スロットリング アクションの設定（CLI）, （234 ページ）
IGMP フィルタリングおよびスロットリング, （213 ページ）

例：ルーテッド ポートとしてのインターフェイス設定
次に、スイッチのインターフェイスをルーテッドポートとして設定する例を示します。noswitchport
コマンドを実行する必要がある複数の IP マルチキャスト ルーティングの設定手順の場合に、この
設定をインターフェイスで行う必要があります。
Device configure terminal
Device(config)# interface GigabitEthernet1/0/9
Device(config-if)# description interface to be use as routed port
Device(config-if)# no switchport
Device(config-if)# ip address 20.20.20.1 255.255.255.0
Device(config-if)# ip pim sparse-dense-mode
Device(config-if)# ip igmp join-group 224.1.2.3 source 15.15.15.2
Device(config-if)# end
Device# configure terminal
Device# show run interface gigabitEthernet 1/0/9
Current configuration : 166 bytes
!
interface GigabitEthernet1/0/9
no switchport
ip address 20.20.20.1 255.255.255.0
ip pim sparse-dense-mode
ip igmp static-group 224.1.2.3 source 15.15.15.2
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end

例：SVI としてのインターフェイスの設定
次に、スイッチ のインターフェイスを SVI として設定する例を示します。no switchport コマンド
を実行する必要がある複数の IP マルチキャスト ルーティングの設定手順の場合に、この設定をイ
ンターフェイスで行う必要があります。
Device(config)# interface vlan 150
Device(config-if)# ip address 20.20.20.1 255.255.255.0
Device(config-if)# ip pim sparse-dense-mode
Device(config-if)# ip igmp join-group 224.1.2.3 source 15.15.15.2
Device(config-if)# end
Device# configure terminal
Device(config)# ip igmp snooping vlan 20 static 224.1.2.3
interface gigabitEthernet 1/0/9
Device# show run interface vlan 150
Current configuration : 137 bytes
!
interface Vlan150
ip address 20.20.20.1 255.255.255.0
ip pim sparse-dense-mode
ip igmp static-group 224.1.2.3 source 15.15.15.2
end

IGMP の次の作業
次の設定を行えます。
• ワイヤレス マルチキャスト
• PIM
• SSM
• IP マルチキャスト ルーティング
• サービス検出ゲートウェイ

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

この章で使用するコマンドの完全な構文および IP Multicast Routing Command Reference (Catalyst
3850 Switches) Command Reference (Catalyst 9500
使用方法の詳細。
Series Switches)Command Reference (Catalyst 9300
Series Switches)
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その他の参考資料

関連項目
プラットフォームに依存しない設定情報

マニュアル タイトル
• 『IP Multicast: PIM Configuration Guide,
Cisco IOS XE Release 3SE（Catalyst 3850
Switches）』
• 『IP Multicast: IGMP Configuration Guide,
Cisco IOS XE Release 3SE（Catalyst 3850
Switches）』
• IP Multicast: Multicast Optimization
Configuration Guide, Cisco IOS XE Release
3SE（Catalyst 3850 Switches）

エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

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

標準および RFC
標準/RFC

Title

RFC 1112

『Host Extensions for IP Multicasting』

RFC 2236

『Internet Group Management Protocol, Version 2』

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs
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シスコのテクニカル サポート
Link

説明

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

IGMP の機能履歴と情報
リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
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ワイヤレス マルチキャストの設定
• 機能情報の確認, 265 ページ
• ワイヤレス マルチキャスト設定の前提条件, 265 ページ
• ワイヤレス マルチキャスト設定の制約事項, 266 ページ
• ワイヤレス マルチキャストに関する情報, 267 ページ
• ワイヤレス マルチキャストの設定方法, 272 ページ
• ワイヤレス マルチキャストのモニタリング, 279 ページ
• ワイヤレス マルチキャストの次の作業, 280 ページ
• その他の参考資料, 281 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

ワイヤレス マルチキャスト設定の前提条件
• IP マルチキャスト ルーティングをイネーブルにし、PIM バージョンと PIM モードを設定す
る必要があります。デフォルト ルートをデバイスで使用できるようにする必要があります。
これらのタスクを実行した後、デバイスはマルチキャスト パケットを転送し、マルチキャス
ト ルーティング テーブルに読み込むことができるようになります。
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• IP マルチキャスティングに加入するには、マルチキャスト ホスト、ルータ、およびマルチレ
イヤ スイッチで IGMP が動作している必要があります。
• スイッチ上でマルチキャスト モードを有効にする場合は、CAPWAP マルチキャスト グルー
プ アドレスも設定する必要があります。アクセス ポイントは、IGMP を使用して CAPWAP
マルチキャスト グループをリッスンします。

ワイヤレス マルチキャスト設定の制約事項
次は、IP マルチキャスト ルーティングの設定の制約事項です。
• 監視モード、スニファ モード、または不正検出モードのアクセス ポイントは、CAPWAP マ
ルチキャスト グループ アドレスには加入しません。
• スイッチ上で設定されている CAPWAP マルチキャスト グループは、スイッチ ごとに異なっ
ている必要があります。
• マルチキャスト ルーティングは、管理インターフェイスには有効にしないでください。

IPv6 スヌーピングの制限
IPv6 スヌーピング機能は、EtherChannel ポートではサポートされません。

IPv6 RA ガードの制限
• IPv6 RA ガード機能は、IPv6 トラフィックがトンネリングされる環境では保護を行いません。
• この機能は、TCAM（Ternary Content Addressable Memory）がプログラムされているハード
ウェアでのみサポートされています。
• この機能は、入力方向のスイッチ ポート インターフェイスで設定できます。
• この機能は、ホスト モードとルータ モードをサポートしています。
• この機能は、入力方向だけでサポートされます。出力方向ではサポートされません。
• この機能は、EtherChannel および EtherChannel ポート メンバーではサポートされません。
• この機能は、マージ モードのトランク ポートではサポートされません。
• この機能は、補助 VLAN およびプライベート VLAN（PVLAN）でサポートされています。
PVLAN の場合、プライマリ VLAN の機能が継承され、ポート機能とマージされます。
• IPv6 RA ガード機能によってドロップされたパケットはスパニングできます。
• platform ipv6 acl icmp optimize neighbor-discovery command コマンドが設定されている場合、
IPv6 RA ガード機能は設定できず、エラー メッセージが表示されます。このコマンドは、RA
ガードの ICMP エントリを上書きするデフォルトのグローバル Internet Control Message Protocol
（ICMP）エントリを追加します。
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ワイヤレス マルチキャストに関する情報
ネットワークがパケットのマルチキャストをサポートしている場合は、スイッチ が使用するマル
チキャストの方法を設定できます。スイッチ は次の 2 つのモードでマルチキャストを実行しま
す。
• ユニキャスト モード：スイッチ は、スイッチ にアソシエートしているすべてのアクセス ポ
イントに、すべてのマルチキャスト パケットをユニキャストします。このモードは非効率的
ですが、マルチキャストをサポートしないネットワークでは必要な場合があります。
• マルチキャスト モード：スイッチ は、マルチキャスト パケットを CAPWAP マルチキャスト
グループに送信します。この方法では、スイッチ プロセッサのオーバーヘッドが軽減され、
パケット レプリケーションの作業はネットワークに移されます。これは、ユニキャストを
使った方法より、はるかに効率的です。
マルチキャスト モードが有効な場合に、スイッチ がマルチキャスト パケットを有線 LAN から受
信すると、スイッチ は CAPWAP を使用してパケットをカプセル化し、CAPWAP マルチキャスト
グループ アドレスへ転送します。スイッチ は、必ず管理 VLAN を使用してマルチキャスト パケッ
トを送信します。マルチキャストグループのアクセスポイントはパケットを受け取り、クライア
ントがマルチキャスト トラフィックを受信する LAN にマップされたすべての BSSID にこれを転
送します。
スイッチ は、マルチキャスト リスナー検出（MLD)v1 スヌーピングを含む v1 のすべての機能を
サポートしていますが、v2 および v3 の機能は制限されます。この機能により、IPv6 マルチキャ
スト フローが追跡され、フローを要求したクライアントにそれらが配信されます。IPv6 マルチ
キャストをサポートするには、グローバルマルチキャストモードを有効にする必要があります。
マルチキャストパケットのダイレクトを向上させるために、インターネットグループ管理プロト
コル（IGMP）スヌーピングを導入しています。この機能が有効になっている場合、スイッチ ス
ヌーピングは IGMP レポートをクライアントから収集して処理し、レイヤ 3 マルチキャスト アド
レスと VLAN 番号に基づいて一意なマルチキャスト グループ ID（MGID）を作成し、その IGMP
レポートを IGMP クエリアへ送信します。次に、スイッチ は、アクセス ポイント上のアクセス
ポイント MGID テーブルを、クライアント MAC アドレスを使用して更新します。スイッチ が特
定のマルチキャストグループのマルチキャストトラフィックを受信した場合、それをすべてのア
クセス ポイントに転送します。ただし、アクティブなクライアントでリッスンしているアクセス
ポイント、またはそのマルチキャストグループへ加入しているアクセスポイントだけは、その特
定の WLAN 上でマルチキャスト トラフィックを送信します。IP パケットは、入力 VLAN および
宛先マルチキャスト グループの一意の MGID を使用して転送されます。レイヤ 2 マルチキャスト
パケットは、入力 VLAN の一意の MGID を使用して転送されます。
MGID は、CAPWAP ヘッダー内のワイヤレス情報の 16 ビットの予約済みフィールドに入力され
た 14 ビットの値です。残りの 2 ビットはゼロに設定する必要があります。
関連トピック
ワイヤレス マルチキャスト MCMC モードの設定（CLI）, （272 ページ）
ワイヤレス マルチキャスト MCUC モードの設定（CLI）, （273 ページ）
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マルチキャスト最適化について
マルチキャストは、マルチキャスト アドレスと VLAN を 1 つのエンティティ（MGID）としてグ
ループ化することを基本としていました。VLAN グループで、重複したパケットが増加する可能
性があります。VLAN グループ機能を使用して、すべてのクライアントがそれぞれ異なる VLAN
上でマルチキャスト ストリームをリッスンします。そのため、スイッチ は、マルチキャスト ア
ドレスと VLAN の組み合わせごとに異なる MGID を作成します。その結果、最悪の場合、アップ
ストリーム ルータは VLAN ごとにコピーを 1 つ送信するため、グループ内に存在する VLAN の
数だけコピーが作成されます。WLAN はすべてのクライアントに対して同じままなので、マルチ
キャスト パケットの複数のコピーがワイヤレス ネットワークで送信されます。スイッチ とアク
セス ポイント間のワイヤレス メディアでマルチキャスト ストリームの重複を抑制するには、マ
ルチキャスト最適化機能を使用できます。
マルチキャスト最適化では、マルチキャスト トラフィック用に使用可能なマルチキャスト VLAN
を作成できます。スイッチ 内の VLAN の 1 つを、マルチキャスト グループが登録されるマルチ
キャスト VLAN として設定できます。クライアントは、マルチキャスト VLAN 上でマルチキャス
ト ストリームをリッスンできます。MGID は、マルチキャスト VLAN とマルチキャスト IP アド
レスを使用して生成されます。同じ WLAN の異なる VLAN 上にある複数のクライアントが単一
のマルチキャスト IP アドレスをリッスンしている場合、単一の MGID が生成されます。スイッチ
は、この VLAN グループ上のクライアントからのすべてのマルチキャスト ストリームが常にマル
チキャスト VLAN 上に送出されるようにして、その VLAN グループのすべての VLAN に対し、
アップストリーム ルータに登録されるエントリが 1 つになるようにします。クライアントが異な
る VLAN 上にあっても、1 つのマルチキャスト ストリームだけが VLAN グループにヒットしま
す。したがって、ネットワークで送信されるマルチキャスト パケットは、1 つのストリームだけ
になります。
関連トピック
WLAN の IP マルチキャスト VLAN の設定（CLI）, （278 ページ）

IPv6 グローバル ポリシー
IPv6 グローバル ポリシーは、ストレージおよびアクセス ポリシー データベースのサービスを提
供します。IPv6 ND 検査と IPv6 RA ガードは、IPv6 グローバル ポリシー機能です。ND インスペ
クションまたは RA ガードをグローバルに設定するたびに、ポリシーの属性が、ソフトウェア ポ
リシー データベースに保存されます。その後ポリシーはインターフェイスに適用され、ポリシー
が適用されたこのインターフェイスを含めるためにソフトウェア ポリシー データベース エント
リが更新されます。

IPv6 RA ガード
IPv6 RA ガード機能は、ネットワーク デバイス プラットフォームに到着した不要または不正な
RA ガード メッセージを、ネットワーク管理者がブロックまたは拒否できるようにするためのサ
ポートを提供します。RA は、リンクで自身をアナウンスするためにデバイスによって使用されま
す。IPv6 RA ガード機能は、それらの RA を分析して、承認されていないデバイスから送信された
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RA を除外します。ホスト モードでは、ポート上の RA とルータ リダイレクト メッセージはすべ
て許可されません。RA ガード機能は、レイヤ 2（L2）デバイスの設定情報を、受信した RA フ
レームで検出された情報と比較します。L2 デバイスは、RA フレームとルータ リダイレクト フ
レームの内容を設定と照らし合わせて検証した後で、RA をユニキャストまたはマルチキャストの
宛先に転送します。RA フレームの内容が検証されない場合は、RA はドロップされます。

IPv6 スヌーピングに関する情報
IPv6 ネイバー ディスカバリ ネイバー インスペクション
IPv6 ネイバー探索インスペクション、または IPv6「スヌーピング」機能によって、複数のレイヤ
2 IPv6 ファーストホップ セキュリティ機能（IPv6 アドレス収集と IPv6 デバイス トラッキングを
含む）がバンドルされます。IPv6 ネイバー探索（ND）インスペクションは、レイヤ 2（またはレ
イヤ 2 とレイヤ 3 の間）で動作し、IPv6 の機能にセキュリティと拡張性を提供します。この機能
によって、Duplicate Address Detection（DAD）、アドレス解決、デバイス検出やネイバー キャッ
シュに対する攻撃といった、ネイバー探索メカニズムに固有のいくつかの脆弱性が軽減されます。
IPv6 ND インスペクションは、レイヤ 2 ネイバー テーブルのステートレス自動設定アドレスのバ
インディングを学習して保護し、信頼できるバインディング テーブルを構築するために ND メッ
セージを分析します。有効なバインディングのない IPv6 ND メッセージはドロップされます。ND
メッセージは、その IPv6 から MAC へのマッピングが検証可能な場合に信頼できると見なされま
す。
ターゲット（プラットフォームのターゲットサポートによって異なり、デバイスポート、スイッ
チ ポート、レイヤ 2 インターフェイス、レイヤ 3 インターフェイス、および VLAN が含まれるこ
とがある）に IPv6 ND インスペクションが設定されている場合、IPv6 トラフィックの ND プロト
コルと Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）をルーティング デバイスのスイッチ統合セ
キュリティ機能（SISF）インフラストラクチャにリダイレクトするためのキャプチャ命令がハー
ドウェアにダウンロードされます。ND トラフィックの場合、NS、NA、RS、RA、REDIRECT な
どのメッセージが SISF にリダイレクトされます。DHCP の場合、ポート 546 または 547 から送信
された UDP メッセージがリダイレクトされます。
IPv6 ND インスペクションはその「キャプチャ ルール」を分類子に登録します。分類子では、特
定のターゲットにあるすべての機能のルールがすべて集約され、対応する ACLがプラットフォー
ム依存モジュールにインストールされます。分類子は、リダイレクトされたトラフィックを受信
すると、（トラフィックを受信しているターゲットに対して）登録されているすべての機能から
すべてのエントリ ポイント（IPv6 ND インスペクションのエントリ ポイントを含む）を呼び出し
ます。このエントリ ポイントは最後に呼び出されるため、他の機能によって行われた決定が IPv6
ND インスペクションの決定よりも優先されます。
IPv6 ND 検査
IPv6 ND 検査は、レイヤ 2 ネイバー テーブルでステートレス自動設定アドレスのバインディング
を学習し、保護します。IPv6 ND 検査は、信頼できるバインディング テーブル データベースを構
築するためにネイバー探索メッセージを分析します。有効なバインディングがない IPv6 ネイバー
探索メッセージはドロップされます。ネイバー探索メッセージは、その IPv6 から MAC へのマッ
ピングが検証可能な場合に信頼できると見なされます。
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この機能によって、Duplicate Address Detection（DAD）、アドレス解決、デバイス検出やネイバー
キャッシュに対する攻撃といった、ネイバー探索メカニズムに固有のいくつかの脆弱性が軽減さ
れます。
IPv6 デバイス トラッキング
IPv6 デバイス トラッキングは、IPv6 ホストが非表示になったときにネイバー テーブルを即時に
更新できるように、IPv6 ホストの活性トラッキングを提供します。
IPv6 ファーストホップ セキュリティ バインディング テーブル
IPv6 ファーストホップ セキュリティ バインディング テーブルのリカバリ メカニズム機能を使用
すると、デバイスのリブート時にバインディング テーブルをリカバリできます。デバイスに接続
されている IPv6 ネイバーのデータベース テーブルは、ND スヌーピングなどの情報源から作成さ
れます。このデータベース（またはバインディング）テーブルは、スプーフィングやリダイレク
ト攻撃を防止するために、リンク層アドレス（LLA）、IPv4 または IPv6 アドレス、およびネイ
バーのプレフィックス バインディングを検証するためにさまざまな IPv6 ガード機能によって使用
されます。
このメカニズムにより、デバイスのリブート時にバインディング テーブルをリカバリできます。
リカバリメカニズムは、不明な送信元、（バインディングテーブルにまだ指定されていない送信
元や、ND または DHCP グリーニングを使用して学習されていない送信元）からのデータ トラ
フィックをブロックします。この機能は、宛先ガードで宛先アドレスの解決に失敗したときに、
不足しているバインディング テーブルのエントリをリカバリします。障害が発生すると、バイン
ディング テーブルのエントリは、設定に応じて、DHCP サーバまたは宛先ホストにクエリを実行
することでリカバリできます。
リカバリ プロトコルとプレフィックス リスト
IPv6 ファーストホップ セキュリティ バインディング テーブルのリカバリ メカニズム機能は、
DHCP と NDP の両方でリカバリを試みる前に、一致するプレフィックス リストを提供する機能を
導入します。
アドレスがプロトコルと関連付けられているプレフィックス リストと一致しない場合、そのプロ
トコルではバインディング テーブル エントリのリカバリは試行されません。プレフィックス リ
ストは、プロトコルを使用してレイヤ 2 ドメインに割り当てられているアドレスに対して有効な
プレフィックスに対応している必要があります。デフォルトではプレフィックス リストは存在せ
ず、すべてのアドレスのリカバリが試行されます。プロトコルにプレフィックス リストを関連付
けるコマンドは、protocol {dhcp | ndp} [prefix-list prefix-list-name] です。
IPv6 デバイス トラッキング
IPv6 デバイス トラッキングは、IPv6 ホストが非表示になったときにネイバー テーブルを即時に
更新できるように、IPv6 ホストの活性トラッキングを提供します。
IPv6 アドレス収集
IPv6 アドレス収集は、正確なバインディング テーブルに依存するその他多くの IPv6 の機能の基
盤です。この機能は、アドレス収集のためにリンク上の ND および DHCP メッセージを検査した
後に、それらのアドレスをバインディング テーブルに入力します。また、この機能は、アドレス
の所有権を強制し、特定のノードが要求可能なアドレスの数を制限します。
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次の図は、IPv6 アドレス収集の仕組みを示しています。
図 7：IPv6 アドレス収集
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ワイヤレス マルチキャストの設定方法
ワイヤレス マルチキャスト MCMC モードの設定（CLI）
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場
合）。

Device> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コマンド モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

wireless multicast
例：
Device(config)# wireless
multicast

ワイヤレス クライアントへのマルチキャスト ト
ラフィックを有効にします。デフォルト値は
disable です。ワイヤレス クライアントへのマル
チキャスト トラフィックを無効にするには、コ
マンドに no を追加します。

Device(config)# no wireless
multicast

ステップ 4

ap capwap multicast ipaddr
例：

マルチキャストの転送モードを有効にします。
マルチキャスト モードを無効にするには、コマ
ンドに no を追加します。

Device(config)# ap capwap
multicast 231.1.1.1
Device(config)# no ap capwap
multicast 231.1.1.1

ステップ 5

end
例：

コンフィギュレーション モードを終了します。
あるいは、Ctrl+Zキーを押してコンフィギュレー
ション モードを終了します。

Device(config)# end

関連トピック
ワイヤレス マルチキャストに関する情報, （267 ページ）
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ワイヤレス マルチキャスト MCUC モードの設定（CLI）
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コマンド モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

wireless multicast
例：
Device(config)# wireless
multicast

ステップ 4

ワイヤレス クライアントへのマルチキャスト トラ
フィックを有効にして、mDNS ブリッジングを有効
にします。デフォルト値は disable です。ワイヤレ
ス クライアントへのマルチキャスト トラフィック
を無効にして、mDNS ブリッジングを無効にするに
は、コマンドに no を追加します。

no ap capwap multicast ipaddr マルチキャストの転送モードを有効にします。マル
チキャスト モードを無効にするには、コマンドに
例：
no を追加します。
Device(config)# no ap
capwap multicast 231.1.1.1

ステップ 5

end
例：

コンフィギュレーション モードを終了します。ある
いは、Ctrl+Z キーを押してコンフィギュレーション
モードを終了します。

Device(config)# end

関連トピック
ワイヤレス マルチキャストに関する情報, （267 ページ）
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IPv6 スヌーピングの設定（CLI）
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求され
た場合）。

Device> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバルコマンドモードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ipv6 mld snooping

MLDスヌーピングをイネーブルにします。

例：
Device(config)# ipv6 mld snooping

IPv6 スヌーピング ポリシーの設定（CLI）
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された
場合）。

Device> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コマンド モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ipv6 snooping policy policy-name

名前付きの IPv6 スヌーピング ポリシーを
設定します。

例：
Device(config)# ipv6 snooping
policy mypolicy
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

security-level guard

未承認のメッセージを検査してドロップす
るためのセキュリティ レベルを設定しま
す。

例：
Device(config-ipv6-snooping)#
security-level guard

ステップ 5

device-role node

接続されたポートに、デバイスのロール
（それはノードです）を設定します。

例：
Device(config-ipv6-snooping)#
device-role node

ステップ 6

protocol {dhcp | ndp}

DHCP または NDP パケット内のアドレスを
収集するためのプロトコルを設定します。

例：
Device(config-ipv6-snooping)#
protocol ndp

マルチキャスト ルータ ポートとしてのレイヤ 2 ポートの設定（CLI）
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにしま
す。

例：
Device> enable

ステップ 2

configure terminal

• パスワードを入力します（要求され
た場合）。
グローバル コマンド モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ipv6 mld snooping vlan vlan-idmrouter
interface Port-channel
port-channel-interface-number

レイヤ 2 ポートをマルチキャスト ルータ
ポートとして設定します。VLAN はクラ
イアント VLAN です。

例：
Device(config)# ipv6 mld snooping
vlan 2 mrouter interface Port-channel
22
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IPv6 RA ガードの設定（CLI）
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにしま
す。

例：

• パスワードを入力します（要求さ

Device> enable

ステップ 2

れた場合）。
グローバル コマンド モードを開始しま
す。

configure terminal
例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ipv6 nd raguard policy policy-name

RA ガードのポリシーを設定します。

例：
Device(config)# ipv6 nd raguard
policy myraguardpolicy

ステップ 4

信頼できるポートを設定します。

trusted-port
例：
Device(config-nd-raguard)#
trusted-port

ステップ 5

device-role {host | monitor | router |
switch}

ポートに接続されているデバイスの
ロールを設定します。

例：
Device(config-nd-raguard)#
device-role router

非 IP ワイヤレス マルチキャストの設定（CLI）
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コマンド モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

wireless multicast non-ip
例：
Device(config)# wireless
multicast non-ip
Device(config)# no wireless
multicast non-ip

すべての VLAN で非 IP マルチキャストを有効にし
ます。デフォルト値は enable です。トラフィックが
通過できるように、ワイヤレス マルチキャストを有
効にしておく必要があります。すべての VLAN で非
IP マルチキャストを無効にするには、コマンドに no
を追加します。

ステップ 4

wireless multicast non-ip vlanid VLAN ごとに非 IP マルチキャストを有効にします。
デフォルト値は enable です。トラフィックが通過で
例：
きるように、ワイヤレス マルチキャストおよびワイ
Device(config)# wireless
ヤレス マルチキャスト非 IP の両方を有効にする必
multicast non-ip 5
要があります。VLAN ごとに非 IP マルチキャストを
Device(config)# no wireless
無効にするには、コマンドに no を追加します。
multicast non-ip 5

ステップ 5

end
例：

コンフィギュレーション モードを終了します。ある
いは、Ctrl+Z キーを押してコンフィギュレーション
モードを終了します。

Device(config)# end

ワイヤレス ブロードキャストの設定（CLI）
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コマンド モードを開始します。

例：
Device# configure terminal
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

wireless broadcast

ワイヤレス クライアントへのブロードキャスト パ
ケットを有効にします。デフォルト値は、disable で
す。wireless broadcast を有効にすると、各 VLAN へ
のブロードキャスト トラフィックが有効になりま
す。ブロードキャスティング パケットをディセーブ
ルにするには、コマンドに「no」を追加します。

例：
Device(config)# wireless
broadcast
Device(config)# no wireless
broadcast

ステップ 4

wireless broadcast vlan vlanid 単一の VLAN へのブロードキャスト パケットを有効
にします。デフォルト値は enable です。ワイヤレス
例：
ブロードキャストは、ブロードキャスティングに対
Device(config)# wireless
し有効にする必要があります。各 VLAN へのブロー
broadcast vlan 3
ドキャスト トラフィックを無効にするには、コマン
Device(config)# no wireless
ドに no を追加します。
broadcast vlan 3

ステップ 5

end
例：

コンフィギュレーション モードを終了します。ある
いは、Ctrl+Z キーを押してコンフィギュレーション
モードを終了します。

Device(config)# end

WLAN の IP マルチキャスト VLAN の設定（CLI）
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場
合）。

Device> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コマンド モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

wlan wlan_name

WLAN にさまざまなパラメータを設定するコ
ンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# wlan test 1
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

shutdown

WLAN をディセーブルにします。

例：
Device(config-wlan)# shutdown

ステップ 5

WLAN にマルチキャスト VLAN を設定しま
す。WLAN のマルチキャスト VLAN を無効
にするには、コマンドに no を追加します。

ip multicast vlan {vlan_name
vlan_id}
例：
Device(config-wlan)# ip
multicast vlan 5
Device(config-wlan)# no ip
multicast vlan 5

ステップ 6

無効になっている WLAN をイネーブルにし
ます。

no shutdown
例：
Device(config-wlan)# no
shutdown

ステップ 7

コンフィギュレーション モードを終了しま
す。あるいは、Ctrl+Z キーを押してコンフィ
ギュレーション モードを終了します。

end
例：
Device(config)# end

関連トピック
マルチキャスト最適化について, （268 ページ）

ワイヤレス マルチキャストのモニタリング
表 32：ワイヤレス マルチキャストをモニタリングするためのコマンド

コマンド

説明

show wireless multicast

マルチキャスト ステータスと IP マルチキャス
ト モード、各 VLAN のブロードキャストおよ
び非 IP マルチキャスト ステータスを表示しま
す。mDNS ブリッジング状態も表示されます。

show wireless multicast group summary

すべての（送信元、グループおよび VLAN）リ
ストおよび対応する MGID 値を表示します。
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コマンド

説明

show wireless multicast [source source] group
groupvlan vlanid

所定の (S,G,V) の詳細を表示し、それに関連付
けられているすべてのクライアントおよび
MC2UC ステータスを示します。
.

show ip igmp snooping wireless mcast-spi-count

IOS とワイヤレス コントローラ モジュール間で
送信される MGID ごとのマルチキャスト SPI 数
の統計を表示します。

show ip igmp snooping wireless mgid

MGID マッピングを表示します。

show ip igmp snooping igmpv2-tracking

クライアントから SGV への間マッピングおよ
び SGV からクライアントへのマッピングを表
示します。

show ip igmp snooping querier vlan vlanid

指定された VLAN の IGMP クエリア情報を表示
します。

show ip igmp snooping querier detail

すべての VLAN の IGMP クエリアの詳細情報を
表示します。

show ipv6 mld snooping querier vlan vlanid

指定された VLAN の MLD クエリア情報を表示
します。

show ipv6 mld snooping wireless mgid

IPv6 マルチキャスト グループの MGID を表示
します。

ワイヤレス マルチキャストの次の作業
次の設定を行えます。
• IGMP
• PIM
• SSM
• IP マルチキャスト ルーティング
• サービス検出ゲートウェイ
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その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

この章で使用するコマンドの完全な構文および IP Multicast Routing Command Reference (Catalyst
3850 Switches)
使用方法の詳細。
プラットフォームに依存しない設定情報

• 『IP Multicast: PIM Configuration Guide,
Cisco IOS XE Release 3SE（Catalyst 3850
Switches）』
• 『IP Multicast: IGMP Configuration Guide,
Cisco IOS XE Release 3SE（Catalyst 3850
Switches）』
• IP Multicast: Multicast Optimization
Configuration Guide, Cisco IOS XE Release
3SE（Catalyst 3850 Switches）

エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

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

標準および RFC
標準/RFC

Title

—
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MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

シスコのテクニカル サポート
説明

Link

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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PIM 設定の前提条件
次に、PIM および PIM スタブ ルーティングを設定するための前提条件を示します。
• PIM スタブ ルーティングを設定する前に、スタブ ルータと中央のルータの両方に IP マルチ
キャスト ルーティングが設定されている必要があります。さらに、スタブ ルータのアップ
リンク インターフェイスに PIM モード（デンス モード、スパース モード、または スパース
- デンス モード）が設定されている必要があります。
• PIM スタブ ルーティングを設定する前に、スイッチに Enhanced Interior Gateway Routing Protocol
（EIGRP）スタブ ルーティングまたは Open Shortest Path First（OSPF）スタブ ルーティング
のいずれかを設定する必要があります。PIM スタブ ルータは、ディストリビューション ルー
タ間の伝送トラフィックのルーティングは行いません。ユニキャスト（EIGRP）スタブルー
ティングではこの動作が強制されます。PIM スタブ ルータの動作を支援するためにユニキャ
スト スタブ ルーティングを設定する必要があります。

（注）

EIGRP または OSPF の設定については、『Catalyst 3850 Routing Configuration
Guide, Release 3SE』を参照してください。

PIM 設定の制約事項
次に、PIM を設定する際の制約事項を示します。
• PIM
◦ PIM は、LAN Base フィーチャ セットを実行している場合はサポートされません。
◦ 双方向 PIM はサポートされていません。
• PIM スタブ ルーティング
◦ IP Services イメージには、完全なマルチキャスト ルーティングが含まれます。
◦ PIM スタブ ルーティングを使用するネットワークでは、ユーザに対する IP トラフィッ
クの唯一の許容ルートは、PIM スタブ ルーティングを設定しているスイッチ経由です。
◦ 冗長 PIM スタブ ルータ トポロジーはサポートされません。PIM スタブ機能では、非冗
長アクセス ルータ トポロジーだけがサポートされます。
◦ 直接接続されたマルチキャスト（IGMP）レシーバおよび送信元だけが、レイヤ 2 アク
セス ドメインで許可されます。アクセス ドメインでは、PIM プロトコルはサポートさ
れません。
◦ IP Base および IP Services の機能セットを実行している場合は、PIM スタブ ルーティン
グがサポートされます。
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Auto-RP の制約事項
次に、Auto-RP の設定に関する制約事項を示します（ネットワーク設定で使用する場合）。
• Auto-RP は、LAN Base フィーチャ セットを実行している場合はサポートされません。
• PIM をスパース モードまたはデンス モードに設定し、Auto-RP を設定しない場合は、RP を
手動で設定する必要があります。
• ルーテッド インターフェイスが SM に設定されていると、すべてのデバイスが自動 RP グルー
プの手動 RP アドレスによって設定されている場合も、自動 RP を使用できます。
• ルーテッド インターフェイスが SM で設定され、ip pim autorp listener グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを入力する場合、すべてのデバイスが Auto-RP グループの手動 RP
アドレスを使用して設定されていなくても、Auto-RP は引き続き使用できます。

Auto-RP および BSR の設定に関する制約事項
次に、Auto-RP および BSR の設定に関する制約事項を示します（ネットワーク設定で使用する場
合）。
• 使用しているネットワークがすべて Cisco ルータおよびマルチレイヤ スイッチである場合
は、Auto-RP または BSR のいずれかを使用できます。
• ネットワークに他社製のルータがある場合は、BSR を使用する必要があります。
• Cisco PIMv1 および PIMv2 ルータとマルチレイヤ スイッチ、および他社製のルータがある場
合は、自動 RP と BSR の両方を使用する必要があります。ネットワークに他のベンダー製の
ルータが含まれる場合には、シスコの PIMv2 デバイス上に自動 RP マッピング エージェント
と BSR を設定します。BSR と他社製の PIMv2 デバイス間のパス上に、PIMv1 デバイスが配
置されていないことを確認してください。

（注）

PIMv2 は 2 つの方法で使用できます。1 つはバージョン 2 をネットワーク内で
排他的に使用する方法、もう 1 つは PIM バージョンの混在環境を採用してバー
ジョン 2 に移行する方法です。

• ブートストラップ メッセージはホップ単位で送信されるため、PIMv1 デバイスの場合、これ
らのメッセージはネットワーク内の一部のルータおよびマルチレイヤ スイッチに到達しませ
ん。このため、ネットワーク内に PIMv1 デバイスがあり、Cisco ルータおよびマルチレイヤ
スイッチだけが存在する場合は、Auto-RP を使用してください。
• ネットワーク内に他社製のルータが存在する場合は、Cisco PIMv2 ルータまたはマルチレイ
ヤ スイッチに Auto-RP マッピング エージェントおよび BSR を設定します。BSR と他社製の
PIMv2 ルータ間のパス上に、PIMv1 デバイスが配置されていないことを確認してください。
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• シスコ PIMv1 ルータおよびマルチレイヤ スイッチと他社製の PIMv2 ルータを相互運用させ
る場合は、Auto-RP と BSR の両方が必要です。シスコ PIMv2 デバイスを、自動 RP マッピン
グ エージェントと BSR の両方に設定してください。

PIM に関する情報
Protocol-Independent Multicast（PIM）はプロトコルに依存しません。ユニキャスト ルーティング
テーブルを読み込むために使用されるユニキャスト ルーティング プロトコルに関係なく、この
テーブルの情報を使用してマルチキャスト転送を実行します。マルチキャストルーティングテー
ブルは個別に維持されません。
PIM は、EIGRP、OSPF、BGP、またはスタティック ルートを含め、ユニキャスト ルーティング
テーブルへの読み込みに使用されるどのユニキャスト ルーティング プロトコルでも利用できま
す。PIM は、このユニキャスト ルーティング情報を使用してマルチキャスト転送機能を実行する
ので、IP プロトコルに依存していません。PIM はマルチキャスト ルーティング テーブルと呼ばれ
ていますが、実際には完全に独立したマルチキャスト ルーティング テーブルを作成する代わり
に、ユニキャスト ルーティング テーブルを使用して リバース パス フォワーディング（RPF）
チェック機能を実行します。PIM は、他のルーティング プロトコルが行うような、ルータ間での
マルチキャスト ルーティング アップデートの送受信は行いません。
PIM は、RFC 4601 『Protocol-Independent Multicast-Sparse Mode (PIM-SM): Protocol Specification』で
定義されています。次に示す Internet Engineering Task Force（IETF）インターネット ドラフトを参
照してください。
• 『Protocol Independent Multicast (PIM): Motivation and Architecture』
• 『Protocol Independent Multicast (PIM), Dense Mode Protocol Specification』
• 『Protocol Independent Multicast (PIM), Sparse Mode Protocol Specification』
• 『draft-ietf-idmr-igmp-v2-06.txt, Internet Group Management Protocol, Version 2』
• 『draft-ietf-pim-v2-dm-03.txt, PIM Version 2 Dense Mode』

PIM のバージョン
PIMv2 は、PIMv1 と比べて次の点が改善されています。
• マルチキャスト グループごとに、複数のバックアップ ランデブー ポイント（RP）を持つア
クティブな RP が 1 つ存在します。この単一の RP で、PIMv1 内の同じグループにアクティブ
な RP が複数ある場合と同様の処理を行います。
• ブートストラップ ルータ（BSP）は耐障害性のある、自動化された RP ディスカバリ メカニ
ズム、および配信機能を提供します。これらの機能により、ルータおよびマルチレイヤ ス
イッチはグループ/RP マッピングを動的に取得できます。
• スパース モード（SM）およびデンス モード（DM）は、インターフェイスではなく、グルー
プに関するプロパティです。
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（注）

SM または DM のいずれか一方だけでなく、SM-DM（スパース/デンス モー
ド）を使用してください。

• PIM の Join メッセージおよびプルーニング メッセージを使用すると、複数のアドレス ファ
ミリを柔軟に符号化できます。
• 現在以降の機能オプションを符号化するため、クエリー パケットではなく、より柔軟な hello
パケット形式が使用されています。
• RP に送信される登録メッセージが、境界ルータによって送信されるか、あるいは指定ルータ
によって送信されるかを指定します。
• PIM パケットは IGMP パケット内に格納されず、独立したパケットとして処理されます。

PIMv1 および PIMv2 の相互運用性
スイッチ上でのマルチキャスト ルーティングの設定ミスを回避するには、ここに記載する情報を
確認してください。
シスコの PIMv2 実装を使用すると、バージョン 1 とバージョン 2 間での相互運用性および変換が
可能となります。ただし、若干の問題が発生する場合もあります。
PIMv2 に差分的にアップグレードできます。PIM バージョン 1 および 2 を、1 つのネットワーク
内の異なるルータおよびマルチレイヤスイッチに設定できます。内部的には、共有メディアネッ
トワーク上のすべてのルータおよびマルチレイヤ スイッチで同じ PIM バージョンを実行する必要
があります。したがって、PIMv2 デバイスが PIMv1 デバイスを検出した場合は、バージョン 1 デ
バイスがシャットダウンするかアップグレードされるまで、バージョン 2 デバイスはバージョン
1 にダウングレードされます。
PIMv2 は BSR を使用して各グループ プレフィックスの RP 設定情報を検出し、PIM ドメイン内の
すべてのルータおよびマルチレイヤ スイッチにアナウンスします。自動 RP 機能を組み合わせる
ことにより、PIMv2 BSR と同じ作業を PIMv1 で実行できます。ただし、自動 RP は PIMv1 から独
立している、スタンドアロンのシスコ独自のプロトコルで、PIMv2 は IETF 標準の追跡プロトコル
です。

（注）

したがって、PIMv2 の使用を推奨します。BSR 機能は、Cisco ルータおよびマルチレイヤ ス
イッチ上の Auto-RP と相互運用します。
PIMv2 デバイスを PIMv1 デバイスと相互運用させる場合は、自動 RP を事前に導入しておく必要
があります。自動 RP マッピング エージェントでもある PIMv2 BSR は、自動 RP で選択された RP
を自動的にアドバタイズします。つまり、自動 RP によって、グループ内のルータまたはマルチ
レイヤ スイッチごとに 1 つの RP が設定されます。ドメイン内のルータおよびスイッチの中には、
複数の RP を選択するために PIMv2 ハッシュ機能を使用しないものもあります。
PIMv1 と PIMv2 が混在する領域内の DM グループは、特殊な設定を行わなくても自動的に相互運
用します。
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PIMv1 の自動 RP 機能は PIMv2 RP 機能と相互運用するため、PIMv1 と PIMv2 が混在する領域内
に SM グループを設定できます。すべての PIMv2 デバイスで PIMv1 を使用できますが、RP を
PIMv2 にアップグレードすることを推奨します。PIMv2 への移行を簡単に行うには、以下を推奨
します。
• 領域全体で Auto-RP を使用します。
• 領域全体でスパース - デンス モードを設定します。
自動 RP がまだ PIMv1 領域に設定されていない場合は、自動 RP を設定してください。

PIM のモード
PIM は DM、SM、または PIM SM-DM のいずれかのモードで動作します。PIM DM-SM では、ス
パース グループとデンス グループの両方が同時に処理されます。

PIM DM
PIM DM では、送信元ベースのマルチキャスト配信ツリーが構築されます。DM の場合、PIM DM
のルータまたはマルチレイヤスイッチは、他のすべてのルータまたはマルチレイヤスイッチで常
にグループ宛てのマルチキャスト パケットが転送されると想定しています。直接接続されたメン
バーまたは PIM ネイバーが存在しない場合、PIM DM デバイスがマルチキャスト パケットを受信
すると、プルーニングメッセージが送信元に送信され、不要なマルチキャストトラフィックが停
止されます。このプルーニング済みブランチ上のこのルータまたはスイッチでは、後続のマルチ
キャスト パケットがフラッディングしません。レシーバを含まないブランチが配信ツリーからプ
ルーニングされ、レシーバを含むブランチだけが存続するためです。
プルーニング済みのツリー内ブランチのレシーバがマルチキャスト グループに新規に加入する
と、PIM DM デバイスは新しいレシーバを検出し、配信ツリーの送信元方向にすぐに接合メッセー
ジを送信します。アップストリームの PIM DM デバイスが接合メッセージを受信すると、受信し
たデバイスは接合メッセージが着信したインターフェイスをすぐにフォワーディング ステートに
し、マルチキャスト トラフィックのレシーバへの転送を開始します。

PIM-SM
PIM-SM は共有ツリーおよび Shortest-Path-Trees（SPT）を使用し、マルチキャスト トラフィック
をネットワーク内のマルチキャスト レシーバーに配信します。PIM SM の場合、ルータまたはマ
ルチレイヤ スイッチは、トラフィックに関する明示的な要求（Join メッセージ）がないかぎり、
他のルータまたはスイッチではグループ宛てのマルチキャスト パケットが転送されないと想定し
ます。IGMP を使用してホストがマルチキャスト グループに加入すると、直接接続された PIM-SM
デバイスは、ランデブー ポイント（RP）と呼ばれるルートに向けて PIM Join メッセージを送信し
ます。この Join メッセージはルートに向かってルータを順次移動しながら、共有ツリーのブラン
チを作成します。
RP はマルチキャスト レシーバーを追跡します。また、送信元の先頭ホップ ルータ（指定ルータ
[DR]）から受信した登録メッセージを使用して送信元を登録し、送信元からレシーバへの共有ツ
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リー パスを完成させます。共有ツリーを使用する場合、送信元は RP にトラフィックを送信し、
これらのトラフィックをすべてのレシーバーに到達させるようにする必要があります。
マルチキャスト グループ トラフィックをプルーニングする場合は、プルーニング メッセージが
配信ツリーの上方向に送信されます。この結果、明示的な Join メッセージによって作成された共
有ツリーまたは SPT のブランチが不要になった場合、これらを解除が可能となります。
PIM 対応インターフェイスの数がハードウェアの能力を超え、SPT しきい値が infinity に設定され
た PIM-SM がイネーブルになっている場合、スイッチは一部の直接接続されたインターフェイス
に対し、マルチキャスト ルーティング テーブルに（ソース、グループ（S、G））エントリが存
在していなければそのテーブルにエントリを作成しません。スイッチは、これらのインターフェ
イスからのトラフィックを正しく転送しない場合もあります。
Multicast Source Discovery Protocol（MSDP）
Multicast Source Discovery Protocol（MSDP）は、PIM SM を使用する場合のドメイン間送信元検出
に使用されます。各 PIM 管理ドメインには独自の RP があります。あるドメイン内の RP が他の
ドメイン内の RP に新しい送信元を信号で伝えるために、MSDP が使用されます。
MSDP が設定されている状態で、あるドメイン内の RP が新しい送信元の PIM 登録メッセージを
受信すると、その RP は、新しい Source-Active（SA）メッセージを他のドメイン内のすべての
MSDP ピアに送信します。それぞれの中間 MSDP ピアは、この SA メッセージを発信側の RP から
離してフラッディングします。MSDP ピアは、この SA メッセージを自身の MSDP sa-cache にイン
ストールします。他のドメイン内の RP が SA メッセージに記述されているグループへの加入要求
を持っている場合（空でない発信インターフェイス リストで (*,G) エントリが存在することで示
される）、そのグループはドメインの対象となり、RP から送信元方向に (S,G) Join メッセージが
送信されます。

PIM スタブ ルーティング
PIM スタブ ルーティング機能は、すべてのスイッチ ソフトウェア イメージで使用でき、エンド
ユーザの近くにルーテッド トラフィックを移動することでリソースの使用状況を低減させます。
PIM スタブ ルーティング機能は、ディストリビューション レイヤとアクセス レイヤの間のマル
チキャスト ルーティングをサポートします。サポート対象の PIM インターフェイスは、アップリ
ンク PIM インターフェイスと PIM パッシブ インターフェイスの 2 種類です。PIM パッシブ モー
ドに設定されているルーテッド インターフェイスは、PIM 制御トラフィックの通過も転送も行い
ません。通過させたり転送したりするのは IGMP トラフィックだけです。
PIM スタブ ルーティングを使用するネットワークでは、ユーザに対する IP トラフィックの唯一の
許容ルートは、PIM スタブ ルーティングを設定しているスイッチ経由です。PIM 受動インター
フェイスは、VLAN などのレイヤ 2 アクセス ドメイン、または他のレイヤ 2 デバイスに接続され
ているインターフェイスに接続されます。直接接続されたマルチキャスト（IGMP）レシーバおよ
び送信元だけが、レイヤ 2 アクセス ドメインで許可されます。PIM 受動インターフェイスは、受
信した PIM 制御パケットを送信または処理しません。
PIM スタブ ルーティングを使用しているときは、IP マルチキャスト ルーティングを使用し、ス
イッチだけを PIM スタブ ルータとして設定するように、分散ルータおよびリモート ルータを設
定する必要があります。スイッチは分散ルータ間の伝送トラフィックをルーティングしません。
スイッチのルーテッド アップリンク ポートも設定する必要があります。SVI の場合は、スイッチ
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のアップリンク ポートを使用できません。SVI アップリンク ポートの PIM が必要な場合は、IP
Services フィーチャ セットにアップグレードする必要があります。
また、PIM スタブ ルーティングをスイッチに設定するときは、EIGRP スタブ ルーティングも設定
する必要があります。この手順については、『Catalyst 3850 IP Routing Configuration Guide』を参
照してください。
冗長 PIM スタブ ルータ トポロジーはサポートされません。単一のアクセス ドメインにマルチキャ
スト トラフィックを転送している複数の PIM ルータがある場合、冗長トポロジーが存在します。
PIM メッセージはブロックされ、PIM 資産および指定ルータ検出メカニズムは、PIM 受動インター
フェイスでサポートされません。PIM スタブ機能では、非冗長アクセス ルータ トポロジーだけが
サポートされます。非冗長トポロジーを使用することで、PIM 受動インターフェイスはそのアク
セス ドメインで唯一のインターフェイスおよび指定ルータであると想定します。
次の図では、スイッチ A ルーテッド アップリンク ポート 25 がルータに接続され、PIM スタブ
ルーティングが VLAN 100 インターフェイスとホスト 3 でイネーブルになっています。この設定
により、直接接続されたホストはマルチキャスト発信元 200.1.1.3 からトラフィックを受信できま
す。
図 8：PIM スタブ ルータ設定

関連トピック
PIM スタブ ルーティングのイネーブル化（CLI）, （297 ページ）
例：PIM スタブ ルーティングのイネーブル化, （325 ページ）

IGMP ヘルパー
PIM スタブ ルーティングはルーティングされたトラフィックをエンド ユーザの近くに移動させ、
ネットワーク トラフィックを軽減します。また、スタブ ルータ（スイッチ）に IGMP ヘルパー機
能を設定してトラフィックを軽減させることもできます。
ip igmp helper help-address インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用してスタブ
ルータ（スイッチ）を設定すると、スイッチによるネクストホップ インターフェイスへのレポー
ト送信をイネーブルにできます。ダウンストリーム ルータに直接接続されていないホストはアッ
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プストリームネットワークの送信元マルチキャストグループに加入できます。この機能が設定さ
れていると、マルチキャスト ストリームへの加入を求めるホストからの IGMP パケットはアップ
ストリームのネクストホップ デバイスに転送されます。アップストリームのセントラル ルータ
は、ヘルパー IGMP レポートまたは leave を受信すると、そのグループの発信インターフェイス
リストからインターフェイスの追加または削除を行います。
ip igmp helper-address コマンドの構文および使用方法の詳細については、『IP Multicast Command
Reference, Cisco IOS XE Release 3SE (Catalyst 3850 Switches)』を参照してください。

Auto-RP
PIM-SM プロトコルには、ネットワーク内にランデブー ポイント（RP）が存在している必要があ
ります。RP は、マルチキャスト データのソースとレシーバの接点として機能します。スタティッ
ク RP 設定を使用する場合、設定はマルチ キャスト ネットワーク内のすべてのルータに適用する
必要があります。このプロセスを自動化するために、Auto-RP プロトコルが考案されました。
この独自の機能により、ネットワーク内のルータまたはマルチレイヤ スイッチごとに RP 情報を
手動で設定する必要がなくなります。自動 RP を機能させるには、Cisco ルータまたはマルチレイ
ヤ スイッチをマッピング エージェントとして設定します。マッピング エージェントは IP マルチ
キャストを使用して、候補 RP アナウンスメントを受信する候補 RP として設定可能なネットワー
ク内のルータまたはスイッチを取得します。候補 RP はマルチキャスト RP アナウンス メッセージ
を特定のグループまたはグループ範囲に定期的に送信し、それらが使用可能であることをアナウ
ンスします。
マッピング エージェントはこれらの候補 RP アナウンスメントを受信し、この情報を使用して、
グループ/RP マッピング キャッシュにエントリを作成します。受信されたグループ/RP 範囲に対
して複数の候補 RP が RP アナウンスメントを送信した場合でも、この範囲には 1 つのマッピング
キャッシュ エントリだけが作成されます。RP アナウンス メッセージ着信時に、マッピング エー
ジェントは IP アドレスが最大のルータまたはスイッチをアクティブ RP として選択し、この RP
アドレスをグループ/RP マッピング キャッシュ内に保存します。
マッピング エージェントは、グループ/RP マッピング キャッシュの内容を定期的にマルチキャス
トします。このため、すべてのルータおよびスイッチで、サポート対象のグループに使用される
RP が自動的に検出されます。ルータまたはスイッチが RP ディスカバリ メッセージの受信に失敗
し、グループ/RP マッピング情報が期限切れになると、ルータまたはスイッチは、ip pim rp-address
グローバル コンフィギュレーション コマンドによって定義された、静的に設定された RP に変更
されます。静的に設定された RP が存在しない場合、ルータまたはスイッチはグループの動作を
DM に変更します。
複数の RP がさまざまなグループ範囲として、または互いのホット バックアップとして機能しま
す。
関連トピック
新規インターネットワークでの Auto-RP の設定（CLI）, （302 ページ）
例：Auto-RP の設定, （326 ページ）
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Auto-RP の利点
Auto-RP は IP マルチキャストを使用し、グループ/RP マッピングを PIM ネットワーク内のすべて
のシスコ ルータおよびマルチレイヤ スイッチ に自動配信します。Auto-RP には次の利点がありま
す。
• ネットワーク内で複数の RP を使用し、複数のグループ範囲を処理する作業が簡単になりま
す。
• 複数の RP 間で負荷を分散し、グループに加入するホストの場所に従って RP を配置できま
す。
• PIM ネットワーク内のすべてのルータおよびマルチレイヤ スイッチ で矛盾が発生しなくな
り、手動による RP 設定が不要になります。この結果、接続問題を引き起こす要因が取り除
かれます。

PIMv2 ブートストラップ ルータ
PIMv2 ブートストラップ ルータ（BSR）は、グループ/RP マッピング情報をネットワーク内のす
べての PIM ルータおよびマルチレイヤ スイッチ に配信する別の方法です。これにより、ネット
ワーク内のルータまたは スイッチ ごとに RP 情報を手動で設定する必要がなくなります。ただ
し、BSR は IP マルチキャストを使用してグループ/RP マッピング情報を配信する代わりに、特殊
な BSR メッセージをホップ単位でフラッディングしてマッピング情報を配信します。
BSR は、BSR として機能するように設定されたドメイン内の一連の候補ルータおよび スイッチ
から選択されます。選択メカニズムは、ブリッジングされた LAN で使用されるルートブリッジ選
択メカニズムと類似しています。BSR の選択メカニズムの基準は、ネットワークを経由してホッ
プ単位で送信される BSR メッセージに格納されている、デバイスの BSR プライオリティです。
各 BSR デバイスは BSR メッセージを調べ、自身の BSR プライオリティよりも BSR プライオリ
ティが同等以上で、BSR IP アドレスが大きなメッセージだけを、すべてのインターフェイスから
転送します。この方法によって、BSR が選択されます。
選択された BSR によって、TTL 値が 1 である BSR メッセージが送信されます。隣接する PIMv2
ルータまたはマルチレイヤ スイッチ は BSR メッセージを受信し、TTL 値が 1 である他のすべて
のインターフェイス（BSRメッセージの着信インターフェイスを除く）にマルチキャストします。
この方法で、BSR メッセージは PIM ドメイン内をホップ単位で移動します。BSR メッセージには
現在の BSR の IP アドレスが格納されているため、候補 RP はフラッディング メカニズムを使用
し、どのデバイスが選択された BSR であるかを自動的に学習します。
候補 RP は候補 RP アドバタイズメントを送信し、対象となるグループ範囲を BSR に指示します。
この情報は、ローカルな候補 RP キャッシュに格納されます。BSR はドメイン内の他のすべての
PIM デバイスに、BSR メッセージ内のこのキャッシュの内容を定期的にアドバタイズします。こ
れらのメッセージはネットワークをホップ単位で移動し、すべてのルータおよびスイッチに送信
されます。BSR メッセージ内の RP 情報は、ローカルの RP キャッシュに格納されます。すべての
ルータおよび スイッチ には一般的な RP ハッシュ アルゴリズムが使用されるため、指定されたグ
ループには同じ RP が選択されます。
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関連トピック
候補 BSR の設定（CLI）, （315 ページ）
例：候補 BSR の設定, （328 ページ）

PIM ドメイン境界
IP マルチキャストの普及に伴い、PIMv2 ドメインと別の PIMv2 ドメインが境界を挟んで隣接する
場合が増えています。2 つのドメインは同じ RP、BSR、候補 RP、候補 BSR のセットを共有して
いないことが多いため、PIMv2 BSR メッセージがドメインの内外に流れないようにする必要があ
ります。メッセージのドメイン境界通過を許可すると、通常の BSR 選択メカニズムに悪影響が及
んだり、境界に位置するすべてのドメインで単一の BSR が選択されたり、候補 RP アドバタイズ
メントが混在し、間違ったドメイン内で RP が選択されたりします。

マルチキャスト転送および逆経路チェック
ユニキャスト ルーティングの場合、ルータおよびマルチレイヤ スイッチは、送信元から IP パケッ
トの宛先アドレス フィールドに IP アドレスが格納されている宛先ホストへ、ネットワーク内の単
一のパスに沿ってトラフィックを送信します。パス上の各ルータおよびスイッチはユニキャスト
ルーティング テーブル内の宛先アドレスを参照し、指定されたインターフェイスを経由して、宛
先方向のネクスト ホップへパケットを転送します。そのあと、パケット内の宛先 IP アドレスを使
用して、ユニキャスト転送判断を行います。
マルチキャスティングの場合、送信元は IP パケットの宛先アドレス フィールドに格納された、マ
ルチキャスト グループ アドレスで表されるホストの任意のグループにトラフィックを送信しま
す。着信マルチキャスト パケットの転送またはドロップを決定するため、ルータまたはマルチレ
イヤ スイッチは、パケットに対する Reverse Path Forwarding（RPF）チェックを以下のように使用
します。
1 ルータまたはマルチレイヤ スイッチは着信したマルチキャスト パケットの送信元アドレスを
調べ、逆経路上のインターフェイスに着信したパケットを送信元に戻すかどうかを決定しま
す。
2 パケットが送信元に逆戻りするインターフェイスに着信した場合、RPF チェックは成功し、発
信インターフェイス リスト内のすべてのインターフェイス（ルータのすべてのインターフェイ
スとは限りません）にパケットが転送されます。
3 RPF チェックに失敗した場合、パケットは廃棄されます。
DVMRP など一部のマルチキャスト ルーティング プロトコルでは、マルチキャスト ルーティング
テーブルは個別に維持され、RPF チェックに使用されます。ただし、PIM では RPF チェックを実
行するためにユニキャスト ルーティング テーブルが使用されます。

（注）

スイッチでは DVMRP はサポートされません。
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次の図は、送信元 151.10.3.21 からマルチキャスト パケットを受け取るポート 2 を示しています。
次の図は、送信元へのリバース パスのポートは、ポート 2 ではなく、ポート 1 であることを示し
ています。RPF チェックに失敗したため、マルチレイヤ スイッチはパケットを廃棄します。送信
元 151.10.3.21 からの別のマルチキャスト パケットは、ポート 1 に着信します。ルーティング テー
ブルにより、このポートは送信元への逆経路上にあることがわかります。RPF チェックに合格し
たため、スイッチはパケットを発信ポート リスト内のすべてのポートに転送します。
図 9：RPF チェック

表 33：RPF チェックのルーティング テーブル例

ネットワーク

ポート

151.10.0.0/16

ギガビット イーサネット 1/0/1

198.14.32.0/32

ギガビット イーサネット 1/0/3

204.1.16.0/24

ギガビット イーサネット 1/0/4

PIM はソース ツリーと RP でルーティングされた共有ツリーを使用して、データグラムを転送し
ます。RPF チェックは、それぞれ異なる方法で実行されます。
• PIM ルータまたはマルチレイヤ スイッチがソース ツリー ステートである場合（つまり（S,
G）エントリがマルチキャスト ルーティング テーブル内にある場合）、マルチキャスト パ
ケットの送信元の IP アドレスに対して RPF チェックが実行されます。
• PIM ルータまたはマルチレイヤ スイッチが共有ツリー ステートである場合（およびソース
ツリー ステートが明示されていない場合）、（メンバがグループに加入している場合は既知
である）RP アドレスについて RPF チェックが実行されます。
PIM SM は RPF 参照機能を使用し、加入およびプルーニング メッセージを送信する必要があるか
どうかを決定します。
• （S, G）join（送信元ツリー ステート）は送信元に向けて送信されます。
• （*,G）Join メッセージ（共有ツリー ステート）は RP に向け送信されます。
DVMRP およびデンス モードの PIM ではソース ツリーだけが使用され、RPF が使用されます。
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（注）

スイッチでは DVMRP はサポートされません。

PIM 共有ツリーおよびソース ツリー
デフォルトでは、グループのメンバーで受信されるデータは、RP でルーティングされた単一の
データ配信ツリーを経由して、送信側からグループに送られます。
次の図に、このタイプの共有配信ツリーを示します。送信側からのデータは、RP に配信され、そ
の共有ツリーに加入しているグループ メンバに配布されます。
図 10：共有ツリーおよびソース ツリー（最短パスツリー）

データ レートによって保証されている場合は、送信元でルーティングされるデータ配信ツリー
を、共有ツリーのリーフ ルータ（ダウンストリーム接続がないルータ）で使用できます。このタ
イプの配信ツリーは、SPT または送信元ツリーと呼ばれます。デフォルトでは、ソフトウェアが
送信元から最初のデータ パケットを受信すると、ソース ツリーにスイッチします。
共有ツリーから送信元ツリーへの移動プロセスは、次のとおりです。
1 レシーバがグループに加入します。リーフ ルータ C は Join メッセージを RP に向けて送信し
ます。
2 RP はルータ C とのリンクを発信インターフェイス リストに格納します。
3 送信元がデータを送信します。ルータ A はデータをカプセル化して登録メッセージに格納し、
RP に送信します。
4 RP はデータをルータ C に向けて共有ツリーの下方向に転送し、送信元に向けて Join メッセー
ジを送信します。この時点で、データはルータ C に 2 回着信する可能性があります（カプセル
化されたデータ、およびネイティブ状態のデータ）。
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5 データがネイティブ状態（カプセル化されていない状態）で着信すると、RP は登録停止メッ
セージをルータ A に送信します。
6 デフォルトでは、最初のデータ パケット受信時に、ルータ C が Join メッセージを送信元に送
信するよう要求します。
7 ルータ C が（S, G）でデータを受信すると、ルータ C は共有ツリーの上位方向にある送信元に
prune メッセージを送信します。
8 RP が（S, G）の発信インターフェイスからルータ C へのリンクを削除します。RP は送信元に
向けてプルーニング メッセージを送信します。
送信元および RP に join および prune メッセージが送信されます。これらのメッセージはホップ単
位で送信され、送信元または RP へのパス上にある各 PIM デバイスで処理されます。register およ
び register-stop メッセージは、ホップバイホップで送信されません。これらのメッセージは、送信
元に直接接続されている指定ルータによって送信され、グループの RP によって受信されます。
グループへ送信する複数の送信元で、共有ツリーが使用されます。共有ツリー上に存在するよう
に、PIM デバイスを設定できます。
最初のデータ パケットがラスト ホップ ルータに着信すると、共有ツリーからソース ツリーへと
変更されます。この変更は、ip pim spt-threshold グローバル コンフィギュレーション コマンドを
使用して設定したしきい値によって異なります。
SPT には共有ツリーよりも多くのメモリが必要ですが、遅延が短縮されます。SPT の使用を延期
することもできます。リーフ ルータを SPT にすぐ移動せず、トラフィックがしきい値に最初に到
達したあとで移動するように指定できます。
PIM リーフ ルータが、指定グループの SPT に加入する時期を設定できます。送信元の送信速度が
指定速度（キロビット/秒）以上の場合、マルチレイヤ スイッチは PIM Join メッセージを送信元
に向けて送信し、送信元ツリー（SPT）を構築します。送信元からのトラフィック速度がしきい
値を下回ると、リーフルータは共有ツリーに再び切り替わり、プルーニングメッセージを送信元
に送信します。
SPT しきい値を適用するグループを指定するには、グループ リスト（標準アクセス リスト）を使
用します。値 0 を指定する場合、またはグループ リストを使用しない場合、しきい値はすべての
グループに適用されます。

PIM ルーティングのデフォルト設定
次の表に、スイッチの PIM ルーティングのデフォルト設定を示します。
表 34：マルチキャスト ルーティングのデフォルト設定

機能

デフォルト設定

マルチキャスト ルーティング

すべてのインターフェイスでディセーブル

PIM のバージョン

バージョン 2
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機能

デフォルト設定

PIM モード

モードは未定義

PIM スタブ ルーティング

未設定

PIM RP アドレス

未設定

PIM ドメイン境界

ディセーブル

PIM マルチキャスト境界

なし。

候補 BSR

ディセーブル

候補 RP

ディセーブル

SPT しきい値レート

0 kb/s

PIM ルータ クエリー メッセージ インターバル

30 秒

PIM の設定方法
PIM スタブ ルーティングのイネーブル化（CLI）
この手順は任意です。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

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

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

PIM スタブ ルーティングをイネーブルにするインター
フェイスを指定し、インターフェイス コンフィギュ
レーション モードを開始します。
次のいずれかのインターフェイスを指定する必要があ
ります。
• ルーテッド ポート：レイヤ 3 ポートとして no
switchport インターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを入力して設定された物理ポー
トです。また、インターフェイスの IP PIM ス
パース - デンス モードをイネーブルにして、静
的に接続されたメンバーとしてインターフェイ
スを IGMP スタティック グループに加入させる
必要があります。
• SVI：interface vlan vlan-id グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用して作成された
VLAN インターフェイスです。また、VLAN 上
で IP PIM スパース - デンス モードをイネーブル
にして、静的に接続されたメンバーとしてVLAN
を IGMP スタティック グループに加入させ、
VLAN、IGMP スタティック グループ、および物
理インターフェイスで IGMP スヌーピングをイ
ネーブルにする必要があります。
これらのインターフェイスには、IP アドレスを割り
当てる必要があります。

ステップ 4

ip pim passive

インターフェイスに PIM スタブ機能を設定します。

例：
Device(config-if)# ip pim
passive

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 6

show ip pim interface

（任意）各インターフェイスで有効になっている PIM
スタブを表示します。

例：
Device# show ip pim
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コマンドまたはアクション 目的
interface

ステップ 7

show ip igmp groups detail

（任意）特定のマルチキャスト送信元グループに参加
した対象クライアントを表示します。

例：
Device# show ip igmp
groups detail

ステップ 8

show ip mroute

（任意）IP マルチキャスト ルーティング テーブルを
表示します。

例：
Device# show ip mroute

ステップ 9

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show
running-config

ステップ 10

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を
保存します。

例：
Device# copy
running-config
startup-config

関連トピック
PIM スタブ ルーティング, （289 ページ）
例：PIM スタブ ルーティングのイネーブル化, （325 ページ）

ランデブー ポイントの設定
インターフェイスがスパース - デンス モードで、グループをスパース グループとして扱う場合に
は、ランデブー ポイント（RP）を設定する必要があります。次の方法を使用できます。
• RP をマルチキャスト グループに手動で割り当てる
• PIMv1 から独立した、以下を含むスタンドアロンとしてのシスコ独自のプロトコル
• 新規インターネットワークでの自動 RP の設定
• 既存のスパースモード クラウドへの自動 RP の追加
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• 問題のある RP への Join メッセージの送信禁止
• 着信 RP アナウンスメント メッセージのフィルタリング
• Internet Engineering Task Force（IETF）の標準追跡プロトコルの使用（PIMv2 BSR の設定を含
む）

（注）

動作中の PIM バージョン、およびネットワーク内のルータ タイプに応じて、自動 RP、BSR、
またはこれらを組み合わせて使用できます。ネットワーク内の異なるバージョンの PIM を利
用する方法については、PIMv1 および PIMv2 の相互運用性, （287 ページ）を参照してくださ
い。

マルチキャスト グループへの RP の手動割り当て（CLI）
ダイナミック メカニズム（自動 RP や BSR など）を使用してグループのランデブー ポイント
（RP）を取得する場合、RP を手動で割り当てる必要はありません。
マルチキャストトラフィックの送信側は、送信元の先頭ホップルータ（指定ルータ）から受信し
て RP に転送される登録メッセージを通し、自身の存在をアナウンスします。マルチキャスト パ
ケットの受信側は RP を使用し、マルチキャスト グループに加入します。この場合は、明示的な
Join メッセージが使用されます。

（注）

RP はマルチキャスト グループのメンバーではなく、マルチキャスト送信元およびグループ メ
ンバーの合流地点として機能します。
アクセス リストで定義される複数のグループに、単一の RP を設定できます。グループに RP が設
定されていない場合、マルチレイヤスイッチはデンスとしてグループに応答し、デンスモードの
PIM 技術を使用します。
この手順は任意です。

手順
コマンドまたはアクショ
ン
ステップ 1 enable

目的
特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワードを
入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
300

OL-30686-01-J

PIM の設定方法

コマンドまたはアクショ
ン
ステップ 2 configureterminal

目的
グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure
terminal

ステップ 3 ip pim rp-address
ip-address
[access-list-number]
[override]
例：
Device(config)# ip pim
rp-address
10.1.1.1 20 override

PIM RP のアドレスを設定します。
デフォルトで、PIM RP アドレスは設定されていません。
すべてのルータおよびマルチレイヤ スイッチ（RP を含
む）で、RP の IP アドレスを設定する必要があります。
グループにRPが設定されていない場合、スイッ
チは PIM DM 技術を使用し、グループをデンス
として処理します。
1 台の PIM デバイスを、複数のグループの RP にできま
す。1 つの PIM ドメイン内で一度に使用できる RP アドレ
スは、1 つだけです。アクセス リスト条件により、デバ
イスがどのグループの RP であるかを指定します。
（注）

• ip-address には、RP のユニキャスト アドレスをドッ
ト付き 10 進表記で入力します。
• （任意）access-list-number を指定する場合は、1 ～
99 の IP 標準アクセス リスト番号を入力します。ア
クセス リストが設定されていない場合は、すべての
グループに RP が使用されます。
• （任意）override キーワードを指定すると、このコ
マンドによって設定された RP と、自動 RP または
BSR で取得された RP との間に矛盾が生じた場合に、
このコマンドによって設定された RP が優先されま
す。
ステップ 4 access-list access-list-number 標準アクセス リストを作成し、コマンドを必要な回数だ
{deny | permit} source
け実行します。
[source-wildcard]
• access-list-number には、ステップ 2 で指定したアク
セス リスト番号を入力します。
例：
Device(config)#
access-list 25
permit 10.5.0.1
255.224.0.0

• deny キーワードは、条件が一致した場合にアクセス
を拒否します。
• permit キーワードは、条件が一致した場合にアクセ
スを許可します。
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コマンドまたはアクショ
ン

目的
• source には、RP が使用されるマルチキャスト グルー
プのアドレスを入力します。
• （任意）source-wildcard には、source に適用されるワ
イルドカード ビットをドット付き 10 進表記で入力
します。無視するビット位置には 1 を設定します。
アクセス リストの末尾には、すべてに対する暗黙の拒否
ステートメントが常に存在します。

ステップ 5 end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 6 show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show
running-config

ステップ 7 copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存
します。

例：
Device# copy
running-config
startup-config

新規インターネットワークでの Auto-RP の設定（CLI）
新規インターネットワーク内に自動 RP を設定している場合は、すべてのインターフェイスが
SM-DM に設定されるため、デフォルトの RP は不要です。

（注）

PIM ルータをローカル グループの RP として設定する場合は、次の手順のステップ 3 を省略し
ます。
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手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1 enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワードを
入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2 show running-config
例：
Device# show
running-config

ステップ 3 configureterminal

すべての PIM デバイス上でデフォルトの RP が設定されて
いること、および RP が SM ネットワーク内にあることを
確認します。RP は、ip pim rp-address グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドによって設定済みです。
SM-DM 環境の場合、このステップは不要で
す。
選択された RP は接続が良好で、ネットワークで使用可能
となる必要があります。この RP は、グローバル グループ
（224.x.x.x やその他のグローバル グループなど）に対し
て使用されます。この RP で処理されるグループ アドレス
範囲は再設定しないでください。自動 RP によって動的に
検出された RP は、静的に設定された RP よりも優先され
ます。ローカル グループ用に 2 番めの RP を使用すること
もできます。
（注）

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。

例：
Device# configure
terminal

ステップ 4 ip pim send-rp-announce
interface-idscope
ttlgroup-list
access-list-numberinterval
seconds
例：
Device(config)# ip pim
send-rp-announce
gigabitethernet
1/0/5 scope 20
group-list 10 interval
120

別の PIM デバイスをローカル グループの候補 RP として
設定します。
• interface-id には、RP アドレスを識別するインター
フェイス タイプおよび番号を入力します。有効なイ
ンターフェイスは、物理ポート、ポート チャネル、
VLAN などです。
• scope ttl には、ホップの TTL 値を指定します。RP ア
ナウンスメッセージがネットワーク内のすべてのマッ
ピング エージェントに到達するように、十分な大き
さのホップ数を入力します。デフォルト設定はあり
ません。指定できる範囲は 1 ～ 255 です。
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
• group-list access-list-number を指定する場合は、1 ～
99 の IP 標準アクセス リスト番号を入力します。ア
クセス リストが設定されていない場合は、すべての
グループに RP が使用されます。
• interval seconds には、アナウンスメント メッセージ
を送信する頻度を指定します。デフォルトは 60 秒で
す。指定できる範囲は 1 ～ 16383 です。
ステップ 5 access-list
access-list-number {deny |
permit} source
[source-wildcard]

標準アクセス リストを作成し、コマンドを必要な回数だ
け実行します。
• access-list-number には、ステップ 3 で指定したアクセ
ス リスト番号を入力します。

例：
Device(config)#
access-list 10 permit
10.10.0.0

• deny キーワードは、条件が一致した場合にアクセス
を拒否します。
• permit キーワードは、条件が一致した場合にアクセ
スを許可します。
• source には、RP が使用されるマルチキャスト グルー
プのアドレス範囲を入力します。
• （任意）source-wildcard には、source に適用されるワ
イルドカード ビットをドット付き 10 進表記で入力し
ます。無視するビット位置には 1 を設定します。
（注）

ステップ 6 ip pim send-rp-discovery
scope ttl
例：
Device(config)# ip pim
send-rp-discovery scope
50

アクセス リストの末尾には、すべてに対する暗
黙の拒否ステートメントが常に存在することに
注意してください。

接続が中断される可能性がないスイッチを検索し、RPマッ
ピング エージェントの役割を割り当てます。
scope ttl には、ホップの TTL 値を指定し、RP ディスカバ
リ パケットを制限します。ホップ数内にあるすべてのデ
バイスは、送信元デバイスから自動 RP ディスカバリ メッ
セージを受信します。これらのメッセージは他のデバイス
に対し、矛盾（グループ/RP 範囲の重なりなど）を回避す
るために使用されるグループ/RP マッピングを通知しま
す。デフォルト設定はありません。指定できる範囲は 1 ～
255 です。
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 7 end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 8 show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show
running-config

ステップ 9 show ip pim rp mapping

関連するマルチキャスト ルーティング エントリとともに
保管されているアクティブな RP を表示します。

例：
Device# show ip pim rp
mapping

ステッ
プ 10

show ip pim rp

ルーティング テーブルに保管されている情報を表示しま
す。

例：
Device# show ip pim rp

ステッ
プ 11

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存
します。

例：
Device# copy
running-config
startup-config

関連トピック
Auto-RP, （291 ページ）
例：Auto-RP の設定, （326 ページ）

既存のスパース モード クラウドへの Auto-RP の追加（CLI）
ここでは、最初に自動 RP を既存の SM クラウドに導入し、既存のマルチキャスト インフラスト
ラクチャができるだけ破壊されないようにする方法について説明します。
この手順は任意です。
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手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1 enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワードを入
力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2 show running-config
例：
Device# show
running-config

ステップ 3 configureterminal

すべての PIM デバイス上でデフォルトの RP が設定されて
いること、および RP が SM ネットワーク内にあることを
確認します。RP は、ip pim rp-address グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドによって設定済みです。
SM-DM 環境の場合、このステップは不要で
す。
選択された RP は接続が良好で、ネットワークで使用可能
となる必要があります。この RP は、グローバル グループ
（224.x.x.x やその他のグローバル グループなど）に対して
使用されます。この RP で処理されるグループ アドレス範
囲は再設定しないでください。自動 RP によって動的に検
出された RP は、静的に設定された RP よりも優先されま
す。ローカル グループ用に 2 番めの RP を使用することも
できます。
（注）

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。

例：
Device# configure
terminal

ステップ 4 ip pim send-rp-announce 別の PIM デバイスをローカル グループの候補 RP として設
interface-idscope
定します。
ttlgroup-list
• interface-id には、RP アドレスを識別するインターフェ
access-list-numberinterval
seconds
イスタイプおよび番号を入力します。有効なインター
フェイスは、物理ポート、ポート チャネル、VLAN
例：
などです。
Device(config)# ip pim
send-rp-announce
gigabitethernet
1/0/5 scope 20
group-list 10 interval
120

• scope ttl には、ホップの TTL 値を指定します。RP ア
ナウンスメッセージがネットワーク内のすべてのマッ
ピング エージェントに到達するように、十分な大き
さのホップ数を入力します。デフォルト設定はありま
せん。指定できる範囲は 1 ～ 255 です。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
306

OL-30686-01-J

PIM の設定方法

コマンドまたはアクショ 目的
ン
• group-list access-list-number を指定する場合は、1 ～
99 の IP 標準アクセス リスト番号を入力します。アク
セス リストが設定されていない場合は、すべてのグ
ループに RP が使用されます。
• interval seconds には、アナウンスメント メッセージ
を送信する頻度を指定します。デフォルトは 60 秒で
す。指定できる範囲は 1 ～ 16383 です。
ステップ 5 access-list
access-list-number {deny |
permit} source
[source-wildcard]

標準アクセス リストを作成し、コマンドを必要な回数だけ
実行します。
• access-list-number には、ステップ 3 で指定したアクセ
ス リスト番号を入力します。

例：
Device(config)#
access-list 10
permit 224.0.0.0
15.255.255.255

• deny キーワードは、条件が一致した場合にアクセス
を拒否します。
• permit キーワードは、条件が一致した場合にアクセ
スを許可します。
• source には、RP が使用されるマルチキャスト グルー
プのアドレス範囲を入力します。
• （任意）source-wildcard には、source に適用されるワ
イルドカード ビットをドット付き 10 進表記で入力し
ます。無視するビット位置には 1 を設定します。
アクセス リストの末尾には、すべてに対する暗黙の拒否ス
テートメントが常に存在することに注意してください。

ステップ 6 ip pim send-rp-discovery
scope ttl
例：
Device(config)# ip pim
send-rp-discovery scope
50

接続が中断される可能性がないスイッチを検索し、RPマッ
ピング エージェントの役割を割り当てます。
scope ttl には、ホップの TTL 値を指定し、RP ディスカバ
リ パケットを制限します。ホップ数内にあるすべてのデバ
イスは、送信元デバイスから自動 RP ディスカバリ メッ
セージを受信します。これらのメッセージは他のデバイス
に対し、矛盾（グループ/RP 範囲の重なりなど）を回避す
るために使用されるグループ/RPマッピングを通知します。
デフォルト設定はありません。指定できる範囲は 1 ～ 255
です。
（注）

RP マッピング エージェントとして設定されたス
イッチを削除するには、no ip pim
send-rp-discovery グローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 7 end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 8 show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show
running-config

ステップ 9 show ip pim rp mapping

関連するマルチキャスト ルーティング エントリとともに
保管されているアクティブな RP を表示します。

例：
Device#
show ip pim rp mapping

ステッ
プ 10

show ip pim rp

ルーティング テーブルに保管されている情報を表示しま
す。

例：
Device# show ip pim rp

ステッ
プ 11

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存し
ます。

例：
Device# copy
running-config
startup-config

問題のある RP への Join メッセージの送信禁止（CLI）
ip pim accept-rp コマンドがネットワーク全体に設定されているかどうかを判別するには、show
running-config 特権 EXEC コマンドを使用します。ip pim accept-rp コマンドが設定されていない
デバイスがある場合は、後でこの問題を解決できます。ルータまたはマルチレイヤ スイッチが ip
pim accept-rp コマンドによってすでに設定されている場合は、このコマンドを再入力し、新規に
アドバタイズされる RP を許可する必要があります。
自動 RP によってアドバタイズされるすべての RP を許可し、他のすべての RP をデフォルトで拒
否するには、ip pim accept-rp auto-rp グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用しま
す。
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この手順は任意です。
関連トピック
例：問題のある RP への Join メッセージの送信禁止, （327 ページ）

着信 RP アナウンスメント メッセージのフィルタリング（CLI）
マッピングエージェントにコンフィギュレーションコマンドを追加すると、故意に不正設定され
たルータが候補 RP として動作し問題を引き起こさないようにできます。
この手順は任意です。

手順
コマンドまたはアクショ
ン
ステップ 1 enable

目的
特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワードを
入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2 configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure
terminal

ステップ 3 ip pim rp-announce-filter 着信 RP アナウンスメント メッセージをフィルタリング
rp-list
します。
access-list-numbergroup-list
ネットワーク内のマッピング エージェントごとに、この
access-list-number
コマンドを入力します。このコマンドを使用しないと、
すべての着信 RP アナウンスメント メッセージがデフォ
例：
ルトで許可されます。
Device(config)# ip pim
rp-announce-filter
rp-list 10 group-list 14

rp-list access-list-number の場合は、候補の RP アドレスの
アクセス リストが、許可される場合には、group-list
access-list-number 変数で指定されているグループ範囲で受
け入れられるように設定します。この変数を省略すると、
すべてのマルチキャスト グループにフィルタが適用され
ます。
複数のマッピングエージェントを使用する場合は、グルー
プ/RP マッピング情報に矛盾が生じないようにするため、
すべてのマッピング エージェント間でフィルタを統一す
る必要があります。
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コマンドまたはアクショ
ン

目的

ステップ 4 access-list access-list-number 標準アクセス リストを作成し、コマンドを必要な回数だ
{deny | permit} source
け実行します。
[source-wildcard]
• access-list-number には、ステップ 2 で指定したアク
セス リスト番号を入力します。
例：
Device(config)#
access-list 10 permit
10.8.1.0 255.255.224.0

• deny キーワードは、条件が一致した場合にアクセス
を拒否します。
• permit キーワードは、条件が一致した場合にアクセ
スを許可します。
• どのルータおよびマルチレイヤ スイッチからの候補
RP アナウンスメント（rp-list アクセス コントロール
リスト（ACL））がマッピング エージェントによっ
て許可されるかを指定するアクセス リストを作成し
ます。
• 許可または拒否するマルチキャスト グループの範囲
を指定するアクセス リスト（グループリスト ACL）
を作成します。
• source には、RP が使用されるマルチキャスト グルー
プのアドレス範囲を入力します。
• （任意）source-wildcard には、source に適用される
ワイルドカード ビットをドット付き 10 進表記で入
力します。無視するビット位置には1を設定します。
アクセス リストの末尾には、すべてに対する暗黙の拒否
ステートメントが常に存在します。

ステップ 5 end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 6 show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show
running-config
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コマンドまたはアクショ
ン
ステップ 7 copy running-config
startup-config

目的
（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存
します。

例：
Device# copy
running-config
startup-config

関連トピック
例：着信 RP アナウンスメント メッセージのフィルタリング, （327 ページ）

PIMv2 BSR の設定
PIMv2 BSR を設定するプロセスには、次のオプションの作業が含まれることがあります。
• PIM ドメイン境界の定義
• IP マルチキャスト境界の定義
• 候補 BSR の設定
• 候補 RP の設定

PIM ドメイン境界の定義（CLI）
PIM ドメイン境界を設定するには、次の手順を実行します。この手順は任意です。

手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワードを入
力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。

例：
Device# configure
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
terminal

ステップ 3

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

設定するインターフェイスを指定して、インターフェイス
コンフィギュレーション モードを開始します。
次のいずれかのインターフェイスを指定する必要がありま
す。
• ルーテッド ポート：レイヤ 3 ポートとして no
switchport インターフェイス コンフィギュレーショ
ン コマンドを入力して設定された物理ポートです。
また、インターフェイスの IP PIM スパース - デンス
モードをイネーブルにして、静的に接続されたメン
バーとしてインターフェイスを IGMP スタティック
グループに加入させる必要があります。
• SVI：interface vlan vlan-id グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用して作成された VLAN イ
ンターフェイスです。また、VLAN 上で IP PIM スパー
ス - デンス モードをイネーブルにして、静的に接続
されたメンバーとして VLAN を IGMP スタティック
グループに加入させ、VLAN、IGMP スタティック グ
ループ、および物理インターフェイスで IGMP スヌー
ピングをイネーブルにする必要があります。
これらのインターフェイスには、IP アドレスを割り当てる
必要があります。

ステップ 4

ip pim bsr-border
例：
Device(config-if)# ip
pim bsr-border

PIM ドメイン用の PIM ブートストラップ メッセージ境界
を定義します。
境界に位置する他の PIM ドメインに接続されているイン
ターフェイスごとに、このコマンドを入力します。このコ
マンドを実行すると、スイッチは、このインターフェイス
上で PIMv2 BSR メッセージを送受信しないように指示さ
れます。
（注）

ステップ 5

end

PIM 境界を削除するには、 no ip pim bsr-border
インターフェイス コンフィギュレーション コマ
ンドを使用します。

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 6

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show
running-config

ステップ 7

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存し
ます。

例：
Device# copy
running-config
startup-config

IP マルチキャスト境界の定義（CLI）
自動 RP メッセージが PIM ドメインに入らないようにする場合は、マルチキャスト境界を定義し
ます。自動 RP 情報を伝達する 224.0.1.39 および 224.0.1.40 宛てのパケットを拒否するアクセス リ
ストを作成します。
この手順は任意です。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワードを
入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure
terminal

ステップ 3

access-list
access-list-numberdeny
source [source-wildcard]

標準アクセス リストを作成し、コマンドを必要な回数だ
け実行します。
• access-list-number の範囲は 1 ～ 99 です。
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コマンドまたはアクション 目的
• deny キーワードは、条件が一致した場合にアクセ
例：
Device(config)#
access-list 12 deny
224.0.1.39
access-list 12 deny
224.0.1.40

スを拒否します。
• source には、自動 RP 情報を伝達するマルチキャス
ト アドレス 224.0.1.39 および 224.0.1.40 を入力しま
す。
• （任意）source-wildcard には、source に適用される
ワイルドカード ビットをドット付き 10 進表記で入
力します。無視するビット位置には 1 を設定しま
す。
アクセス リストの末尾には、すべてに対する暗黙の拒否
ステートメントが常に存在します。

ステップ 4

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

設定するインターフェイスを指定して、インターフェイ
ス コンフィギュレーション モードを開始します。
次のいずれかのインターフェイスを指定する必要があり
ます。
• ルーテッド ポート：レイヤ 3 ポートとして no
switchport インターフェイス コンフィギュレーショ
ンコマンドを入力して設定された物理ポートです。
また、インターフェイスの IP PIM スパース - デン
ス モードをイネーブルにして、静的に接続された
メンバーとしてインターフェイスを IGMP スタ
ティック グループに加入させる必要があります。
• SVI：interface vlan vlan-id グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用して作成された VLAN
インターフェイスです。また、VLAN 上で IP PIM
スパース - デンス モードをイネーブルにして、静的
に接続されたメンバーとして VLAN を IGMP スタ
ティック グループに加入させ、VLAN、IGMP スタ
ティック グループ、および物理インターフェイス
で IGMP スヌーピングをイネーブルにする必要があ
ります。
これらのインターフェイスには、IP アドレスを割り当て
る必要があります。
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コマンドまたはアクション 目的
ステップ 5

ip multicast boundary
access-list-number

ステップ 2 で作成したアクセス リストを指定し、境界を
設定します。

例：
Device(config-if)# ip
multicast boundary 12

ステップ 6

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 7

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show
running-config

ステップ 8

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存
します。

例：
Device# copy
running-config
startup-config

関連トピック
例：Auto-RP 情報を拒否する IP マルチキャスト境界の定義, （327 ページ）

候補 BSR の設定（CLI）
候補 BSR を、1 つまたは複数設定できます。候補 BSR として機能するデバイスは、他のデバイス
と正しく接続され、ネットワークのバックボーン部分に配置されている必要があります。
この手順は任意です。
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手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ip pim bsr-candidate
候補 BSR となるようにスイッチを設定します。
interface-id hash-mask-length
• interface-id には、スイッチを候補 BSR に設定す
[priority]
るときに BSR アドレスの取得元となるスイッチ
上のインターフェイスを入力します。このイン
例：
ターフェイスは PIM を使用してイネーブルにす
Device(config)# ip pim
る必要があります。有効なインターフェイスは、
bsr-candidate
gigabitethernet 1/0/3 28
物理ポート、ポート チャネル、VLAN などです。
100

• hash-mask-length には、ハッシュ機能を呼び出す
前にグループ アドレスとの AND 条件となるマス
ク長（最大 32 ビット）を指定します。ハッシュ
元が同じであるすべてのグループは、同じ RP に
対応します。たとえば、マスク長が 24 の場合、
グループ アドレスの最初の 24 ビットだけが使用
されます。
• （任意）priority を指定する場合は、0 ～ 255 の番
号を入力します。プライオリティが大きな BSR
が優先されます。このプライオリティ値が同じで
ある場合は、大きな IP アドレスを持つデバイス
が BSR として選択されます。デフォルトは 0 で
す。
ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end
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コマンドまたはアクション 目的
ステップ 5

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show
running-config

ステップ 6

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保
存します。

例：
Device# copy
running-config
startup-config

関連トピック
PIMv2 ブートストラップ ルータ, （292 ページ）
例：候補 BSR の設定, （328 ページ）

候補 RP の設定（CLI）
候補 RP を、1 つまたは複数設定できます。BSR と同様、RP は他のデバイスと正しく接続され、
ネットワークのバックボーン部分に配置されている必要があります。RP は IP マルチキャスト ア
ドレス空間全体、またはその一部を処理します。候補 RP は候補 RP アドバタイズを BSR に送信
します。
この手順は任意です。

はじめる前に
RP となるデバイスを決定するときは、次の可能性を考慮してください。
• 自動 RP だけが使用されている Cisco ルータおよびマルチレイヤ スイッチで構成されるネッ
トワークでは、すべてのデバイスを RP として設定できます。
• シスコの PIMv2 ルータおよびマルチレイヤ スイッチと、他のベンダーのルータだけで構成
されるネットワークでは、すべてのデバイスを RP として使用できます。
• シスコの PIMv1 ルータ、PIMv2 ルータ、および他のベンダーのルータで構成されるネット
ワークでは、シスコ PIMv2 ルータおよびマルチレイヤ スイッチを RP として設定できます。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ip pim rp-candidate interface-id 候補 RP となるようにスイッチを設定します。
[group-list access-list-number]
• interface-id には、対応する IP アドレスが候補 RP
例：
Device(config)# ip pim
rp-candidate gigabitethernet
1/0/5 group-list 10

アドレスとしてアドバタイズされるインターフェ
イスを指定します。有効なインターフェイスは、
物理ポート、ポート チャネル、VLAN などで
す。
• （任意）group-list access-list-number を指定する
場合は、1 ～ 99 の IP 標準アクセス リスト番号
を入力します。group-list を指定しない場合は、
スイッチがすべてのグループの候補 RP となり
ます。

ステップ 4

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

標準アクセス リストを作成し、コマンドを必要な回
数だけ実行します。
• access-list-number には、ステップ 2 で指定した

例：
Device(config)# access-list
10 permit 239.0.0.0
0.255.255.255

アクセス リスト番号を入力します。
• deny キーワードは、条件が一致した場合にアク
セスを拒否します。permit キーワードは、条件
が一致した場合にアクセスを許可します。
• source には、パケットの送信元であるネットワー
クまたはホストの番号を入力します。
• （任意）source-wildcard には、source に適用され
るワイルドカード ビットをドット付き 10 進表
記で入力します。無視するビット位置には 1 を
設定します。
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コマンドまたはアクション

目的
アクセス リストの末尾には、すべてに対する暗黙の
拒否ステートメントが常に存在します。

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 6

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 7

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を
保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

関連トピック
例：候補 RP の設定, （328 ページ）

PIM 最短パス ツリーの使用の延期（CLI）
マルチキャスト ルーティングが送信元ツリーから最短パスツリーに切り替わる前に到達する必要
があるトラフィック レートしきい値を設定するには、次の手順を実行します。
この手順は任意です。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

access-list access-list-number
{deny | permit} source
[source-wildcard]
例：
Device(config)# access-list
16 permit 225.0.0.0
0.255.255.255

標準アクセス リストを作成します。
• access-list-number の範囲は 1 ～ 99 です。
• deny キーワードは、条件が一致した場合にアク
セスを拒否します。
• permit キーワードは、条件が一致した場合にアク
セスを許可します。
• source には、しきい値が適用されるマルチキャス
ト グループを指定します。
• （任意）source-wildcard には、source に適用され
るワイルドカード ビットをドット付き 10 進表記
で入力します。無視するビット位置には 1 を設定
します。
アクセス リストの末尾には、すべてに対する暗黙の拒
否ステートメントが常に存在します。

ステップ 4

ip pim spt-threshold {kbps |
infinity} [group-list
access-list-number]

最短パスツリー（SPT）に移行するまでに到達する必
要があるしきい値を指定します。
• kbps を指定する場合は、トラフィック レートを

例：
Device(config)# ip pim
spt-threshold
infinity group-list 16

キロビット/秒で指定します。デフォルト値は 0
キロビット/秒です。
（注）

有効範囲は 0 ～ 4294967 ですが、スイッ
チ ハードウェアの制限により、0 キロ
ビット/秒以外は無効です。

• infinity を指定すると、指定されたグループのす
べての送信元で共有ツリーが使用され、送信元ツ
リーに切り替わらなくなります。
• （任意）group-list access-list-number には、ステッ
プ 2 で作成したアクセス リストを指定します。
値 0 を指定する場合、またはグループ リストを
使用しない場合、しきい値はすべてのグループに
適用されます。
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 6

入力を確認します。

show running-config
例：
Device# show running-config

ステップ 7

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保
存します。

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

PIM ルータクエリー メッセージ間隔の変更（CLI）
PIM ルータおよびマルチレイヤ スイッチでは、各 LAN セグメント（サブネット）の指定ルータ
（DR）になるデバイスを検出するため、PIM ルータクエリー メッセージが送信されます。DR
は、直接接続された LAN 上のすべてのホストに IGMP ホストクエリー メッセージを送信します。
PIM DM 動作では、IGMPv1 が使用中の場合だけ、DR は意味を持ちます。IGMPv1 には IGMP ク
エリア選択プロセスがないため、選択された DR は IGMP クエリアとして機能します。PIM-SM 動
作では、マルチキャスト送信元に直接接続されたデバイスが DR になります。DR は PIM 登録メッ
セージを送信し、送信元からのマルチキャスト トラフィックを共有ツリーの下方向へ転送する必
要があることを RP に通知します。この場合、DR は最大の IP アドレスを持つデバイスです。
この手順は任意です。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable
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コマンドまたはアクション 目的
ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure
terminal

ステップ 3

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

設定するインターフェイスを指定して、インターフェ
イス コンフィギュレーション モードを開始します。
次のいずれかのインターフェイスを指定する必要があ
ります。
• ルーテッド ポート：レイヤ 3 ポートとして no
switchport インターフェイス コンフィギュレーショ
ン コマンドを入力して設定された物理ポートで
す。また、インターフェイスの IP PIM スパース デンス モードをイネーブルにして、静的に接続さ
れたメンバーとしてインターフェイスを IGMP ス
タティック グループに加入させる必要がありま
す。
• SVI：interface vlan vlan-id グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用して作成された VLAN
インターフェイスです。また、VLAN 上で IP PIM
スパース - デンス モードをイネーブルにして、静
的に接続されたメンバーとして VLAN を IGMP ス
タティック グループに加入させ、VLAN、IGMP
スタティック グループ、および物理インターフェ
イスで IGMP スヌーピングをイネーブルにする必
要があります。
これらのインターフェイスには、IP アドレスを割り当
てる必要があります。

ステップ 4

ip pim query-interval
seconds

スイッチが PIM ルータクエリー メッセージを送信する
頻度を設定します。

例：

デフォルトは 30 秒です。指定できる範囲は 1 ～ 65535
です。

Device(config-if)# ip pim
query-interval 45
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コマンドまたはアクション 目的
ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 6

show ip igmp interface
[interface-id]

入力を確認します。

例：
Device# show ip igmp
interface

ステップ 7

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保
存します。

例：
Device# copy
running-config
startup-config

PIM 情報のモニタリング
PIM 設定をモニタするには、次の表に記載された特権 EXEC コマンドを使用します。
表 35：PIM モニタリング コマンド

コマンド

目的

show ip pim all-vrfs tunnel [tunnel tunnel_number すべての VRF を表示します。
| verbose]
show ip pim autorp

グローバル Auto-RP 情報を表示します。

show ip pim boundary

インターフェイスに設定された、管理スコープ
IPv4 マルチキャスト境界によってフィルタリン
グされた mroute に関する情報を表示します。

show ip pim interface

Protocol Independent Multicast（PIM）のために
設定されているインターフェイスに関する情報
を表示します。
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コマンド

目的

show ip pim neighbor

PIM ネイバー情報を表示します。

show ip pim rp[group-name | group-address]

スパース モードのマルチキャスト グループに
関連付けられた RP ルータを表示します。この
コマンドは、すべてのソフトウェア イメージで
使用できます。

show ip pim tunnel [tunnel | verbose]

Protocol Independent Multicast（PIM）トンネル
インターフェイスに関する情報を表示します。

show ip pim vrf { word { all-vrfs | autorp |
VPN ルーティング/転送インスタンスを表示し
boundary | bsr-router | interface | mdt | neighbor ます。
| rp | rp-hash | tunnel } }
特定のマルチキャスト グループを結合した対象
クライアントを表示します。

show ip igmp groups detail

RP マッピングおよび BSR 情報のモニタリング
次の表に示す特権 EXEC モードを使用して、グループ/RP マッピングの一貫性を確認します。
表 36：RP マッピングのモニタリング コマンド

コマンド

目的

show ip pim rp [ hostname または IP
address | mapping [ hostname または IP
address | elected | in-use ] | metric [
hostname または IP address ] ]

使用可能なすべての RP マッピングおよびメトリックを
表示します。これにより、（BSR または Auto-RP メカ
ニズムを通じて）スイッチがどのように RP を学習する
かがわかります。
• （任意）hostname を指定する場合は、RP を表示
するグループの IP 名を指定します。
• （任意）IP address を指定する場合は、RP を表示
するグループの IP アドレスを指定します。
• （任意）シスコ デバイスによって認識されている
（設定されている、または Auto-RP によって取得
されている）すべてのグループ/RP マッピングを
表示するには、mapping キーワードを使用しま
す。
• （任意）metric キーワードを使用して、RP RPF メ
トリックを表示します。
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コマンド

目的

show ip pim rp-hash group

指定したグループに選択されている RP を表示します。
つまり、PIMv2 ルータまたはマルチレイヤ スイッチ上
で、PIMv1 システムで選択されている RP と同じ RP が
使用されていることを確認します。group には、RP 情
報を表示するグループ アドレスを入力します。

BSR の情報をモニタするには、次の表に示す特権 EXEC コマンドを使用します。
表 37：VTP モニタリング コマンド

コマンド

目的

show ip pim bsr

選択された BSR に関する情報を表示します。

show ip pim bsr-router

BSRv2 に関する情報を表示します。

PIMv1 および PIMv2 の相互運用性に関するトラブルシューティング
PIMv1 および PIMv2 間の相互運用性に関する問題をデバッグするには、次の点を順にチェックし
ます。
1 show ip pim rp-hash 特権 EXEC コマンドを使用して RP マッピングを確認し、すべてのシステ
ムが同じグループの同じ RP に同意していることを確認します。
2 DR と RP の各バージョン間の相互運用性を確認し、RP が DR と適切に相互作用していること
を確認します（この場合は、登録停止に応答し、カプセル化が解除されたデータ パケットをレ
ジスタから転送します）。

PIM の設定例
例：PIM スタブ ルーティングのイネーブル化
次の例では、IP マルチキャスト ルーティングがイネーブルになっており、スイッチ A の PIM アッ
プリンク ポート 25 はルーテッド アップリンク ポートとして設定されています（spare-dense-mode
がイネーブル）。VLAN 100 インターフェイスとギガビット イーサネット ポート 20 で PIM スタ
ブ ルーティングがイネーブルに設定されています。
Device(config)# ip multicast-routing distributed
Device(config)# interface GigabitEthernet3/0/25
Device(config-if)# no switchport
Device(config-if)# ip address 3.1.1.2 255.255.255.0
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Device(config-if)# ip pim sparse-dense-mode
Device(config-if)# exit
Device(config)# interface vlan100
Device(config-if)# ip pim passive
Device(config-if)# exit
Device(config)# interface GigabitEthernet3/0/20
Device(config-if)# ip pim passive
Device(config-if)# exit
Device(config)# interface vlan100
Device(config-if)# ip address 100.1.1.1 255.255.255.0
Device(config-if)# ip pim passive
Device(config-if)# exit
Device(config)# interface GigabitEthernet3/0/20
Device(config-if)# no switchport
Device(config-if)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
Device(config-if)# ip pim passive
Device(config-if)# end

関連トピック
PIM スタブ ルーティングのイネーブル化（CLI）, （297 ページ）
PIM スタブ ルーティング, （289 ページ）

例：PIM スタブ ルーティングの確認
各インターフェイスの PIM スタブがイネーブルになっていることを確認するには、show ip pim
interfac 特権 EXEC コマンドを使用します。
Device# show ip pim interface
Address Interface Ver/ Nbr Query DR DR
Mode Count Intvl Prior
3.1.1.2 GigabitEthernet3/0/25 v2/SD 1 30 1 3.1.1.2
100.1.1.1 Vlan100 v2/P 0 30 1 100.1.1.1
10.1.1.1 GigabitEthernet3/0/20 v2/P 0 30 1 10.1.1.1

例：マルチキャスト グループへの RP の手動割り当て
次に、マルチキャスト グループ 225.2.2.2 の場合だけ、RP のアドレスを 147.106.6.22 に設定する
例を示します。
Device(config)# access-list 1 permit 225.2.2.2 0.0.0.0
Device(config)# ip pim rp-address 147.106.6.22 1

例：Auto-RP の設定
次に、最大ホップ数が 31 であるすべての PIM 対応インターフェイスから RP アナウンスメントを
送信する例を示します。ポート 1 の IP アドレスが RP です。アクセス リスト 5 には、このスイッ
チが RP として機能するグループが記述されています。
Device(config)# ip pim send-rp-announce gigabitethernet1/0/1 scope 31 group-list 5
Device(config)# access-list 5 permit 224.0.0.0 15.255.255.255
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関連トピック
新規インターネットワークでの Auto-RP の設定（CLI）, （302 ページ）
Auto-RP, （291 ページ）

例：Auto-RP 情報を拒否する IP マルチキャスト境界の定義
次に、自動 RP 情報を拒否する IP マルチキャスト境界のコンフィギュレーション例の一部を示し
ます。
Device(config)# access-list 1 deny 224.0.1.39
Device(config)# access-list 1 deny 224.0.1.40
Device(config)# access-list 1 permit all
Device(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Device(config-if)# ip multicast boundary 1

関連トピック
IP マルチキャスト境界の定義（CLI）, （313 ページ）

例：着信 RP アナウンスメント メッセージのフィルタリング
次に、候補 RP アナウンスメントが不正な候補 RP から許可されないようにするために使用される
自動 RP マッピング エージェントの設定例を示します。
Device(config)#
Device(config)#
Device(config)#
Device(config)#
Device(config)#

ip pim rp-announce-filter rp-list 10 group-list 20
access-list 10 permit host 172.16.5.1
access-list 10 permit host 172.16.2.1
access-list 20 deny 239.0.0.0 0.0.255.255
access-list 20 permit 224.0.0.0 15.255.255.255

マッピング エージェントは 2 つのデバイス（172.16.5.1 および 172.16.2.1）からの候補 RP アナウ
ンスだけを許可します。マッピング エージェントは 2 つのデバイスからの候補 RP アナウンスメ
ントのうち、グループ範囲が 224.0.0.0 ～ 239.255.255.255 であるマルチキャスト グループ宛ての
アナウンスメントだけを許可します。マッピング エージェントは、ネットワーク内の他のデバイ
スからの候補 RP アナウンスメントを許可しません。さらに、候補 RP アナウンスメントが 239.0.0.0
～ 239.255.255.255 の範囲のグループに宛てたものである場合、マッピング エージェントは 172.16.5.1
または 172.16.2.1 からの候補 RP アナウンスメントを許可しません。この範囲は、管理の有効範囲
付きアドレス範囲です。
関連トピック
着信 RP アナウンスメント メッセージのフィルタリング（CLI）, （309 ページ）

例：問題のある RP への Join メッセージの送信禁止
すべてのインターフェイスがSMの場合はデフォルト設定のRPを使用し、既知のグループ224.0.1.39
および 224.0.1.40 をサポートします。自動 RP はこれら 2 つの既知のグループを使用し、RP マッ
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ピング情報を収集、配信します。ip pim accept-rp auto-rp コマンドが設定されている場合は、RP
を許可する別の ip pim accept-rp コマンドを次のように設定してください。
Device(config)# ip pim accept-rp 172.10.20.1 1
Device(config)# access-list 1 permit 224.0.1.39
Device(config)# access-list 1 permit 224.0.1.40

関連トピック
問題のある RP への Join メッセージの送信禁止（CLI）, （308 ページ）

例：候補 BSR の設定
次に、候補 BSR の設定例を示します。この例では、アドバタイズ済み BSR アドレスとしてポー
トの IP アドレス 172.21.24.18 を、hash-mask-length として 30 ビットを使用します。プライオリティ
は 10 です。
Device(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Device(config-if)# ip address 172.21.24.18 255.255.255.0
Device(config-if)# ip pim sparse-dense-mode
Device(config-if)# ip pim bsr-candidate gigabitethernet1/0/2 30 10

関連トピック
候補 BSR の設定（CLI）, （315 ページ）
PIMv2 ブートストラップ ルータ, （292 ページ）

例：候補 RP の設定
次に、スイッチが自身を候補 RP として PIM ドメイン内の BSR にアドバタイズするよう設定する
例を示します。標準アクセス リスト番号 4 により、ポートで識別されるアドレスを持つ RP に対
応するグループ プレフィックスが指定されます。この RP は、プレフィックスが 239 であるグルー
プを処理します。
Device(config)# ip pim rp-candidate gigabitethernet1/0/2 group-list 4
Device(config)# access-list 4 permit 239.0.0.0 0.255.255.255

関連トピック
候補 RP の設定（CLI）, （317 ページ）

PIM の次の作業
次の設定を行えます。
• IGMP
• ワイヤレス マルチキャスト
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• SSM
• IP マルチキャスト ルーティング
• サービス検出ゲートウェイ

その他の参考資料
関連資料
関連項目
PIM については、RFC 4601 および次に示す Internet Engineering
Task Force（IETF）インターネット ドラフトを参照してくださ
い。

マニュアル タイトル
• 『Protocol Independent
Multicast (PIM): Motivation
and Architecture』
• 『Protocol Independent
Multicast (PIM), Dense Mode
Protocol Specification』
• 『Protocol Independent
Multicast (PIM), Sparse
Mode Protocol
Specification』
• 『draft-ietf-idmr-igmp-v2-06.txt,
Internet Group Management
Protocol, Version 2』
• 『draft-ietf-pim-v2-dm-03.txt,
PIM Version 2 Dense
Mode』

この章で使用するコマンドの完全な構文および使用方法の詳細。 IP Multicast Routing Command
Reference (Catalyst 3850 Switches)
Command Reference (Catalyst
9500 Series Switches)Command
Reference (Catalyst 9300 Series
Switches)
IGMP ヘルパー コマンドの構文および使用方法の詳細。

IP Multicast Routing Command
Reference (Catalyst 3850 Switches)

Multicast Source Discovery Protocol（MSDP）

IP Routing: Protocol-Independent
Configuration Guide, Cisco IOS
XE Release 3SE (Catalyst 3850
Switches)
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その他の参考資料

関連項目

マニュアル タイトル

Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) スタブ ルー
ティング

IP Routing: EIGRP Configuration
Guide, Cisco IOS XE Release 3SE
(Catalyst 3850 Switches)

Open Shortest Path First（OSPF）スタブ ルーティング

IP Routing: OSPF Configuration
Guide, Cisco IOS XE 3SE (Catalyst
3850 Switches)

プラットフォームに依存しない設定情報

• 『IP Multicast: PIM
Configuration Guide, Cisco
IOS XE Release 3SE
（Catalyst 3850
Switches）』
• 『IP Multicast: IGMP
Configuration Guide, Cisco
IOS XE Release 3SE
（Catalyst 3850
Switches）』
• IP Multicast: Multicast
Optimization Configuration
Guide, Cisco IOS XE Release
3SE（Catalyst 3850
Switches）

エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

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

標準および RFC
標準/RFC

Title

RFC 4601

『Protocol-Independent Multicast-Sparse Mode
(PIM-SM): Protocol Specification』
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MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

シスコのテクニカル サポート
Link

説明

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

PIM の機能履歴と情報
リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
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章

SSM の設定
• 機能情報の確認, 333 ページ
• SSM の設定の前提条件, 333 ページ
• SSM 設定の制約事項, 334 ページ
• SSM に関する情報, 335 ページ
• SSM の設定方法, 340 ページ
• SSM のモニタリング, 348 ページ
• SSM の次の作業, 349 ページ
• その他の参考資料, 349 ページ
• SSM の機能履歴と情報, 351 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

SSM の設定の前提条件
次に、Source-Specific Multicast （SSM）および SSM マッピングを設定するための前提条件を示し
ます。
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• SSM マッピングを設定する前に、次の作業を実行する必要があります。
◦ IP マルチキャスト ルーティングをイネーブルにします。
◦ PIM スパース モードをイネーブルにします。
◦ SSM を設定します。
• スタティック SSM マッピングを設定する場合は、事前にアクセス コントロール リスト
（ACL）を設定して、送信元アドレスにマッピングされるグループ範囲を定義する必要があ
ります。
• SSM マッピングを設定し、DNS ルックアップで使用できるようにするには、稼動中の DNS
サーバにレコードを追加する必要があります。稼働中の DNS サーバがない場合は、DNS サー
バをインストールする必要があります。

（注）

実行中の DNS サーバにレコードを追加するには、Cisco Network Registrar など
の製品を使用できます。

SSM 設定の制約事項
次に、SSM を設定する際の制約事項を示します。
• IGMPv3 で SSM を使用するには、Cisco IOS ルータ、アプリケーションが稼働しているホス
ト、そしてアプリケーション自体が SSM をサポートしている必要があります。
• SSM にまだ対応していないネットワーク内の既存のアプリケーションは、（S, G）チャネル
の加入登録をサポートするように変更していない限り、SSM 範囲内では機能しません。その
ため、既存のアプリケーションが指定の SSM 範囲内のアドレスを使用する場合、ネットワー
クで SSM をイネーブルにすると問題が発生することがあります。
• IGMP スヌーピング：IGMPv3 で使用される新しいメンバーシップ レポート メッセージは、
旧型の IGMP スヌーピング スイッチでは正しく認識されない場合があります。
• SSM をレイヤ 2 スイッチング メカニズムとともに使用する場合は、ある程度のアドレス管
理が必要となります。Cisco Group Management Protocol（CGMP）、IGMP スヌーピング、ま
たは Router-Port Group Management Protocol（RGMP）でサポートされるのはグループ固有の
フィルタリングだけであり、（S, G）チャネル固有のフィルタリングはサポートされていま
せん。同じスイッチド ネットワーク内の異なるレシーバーが異なる（S, G）チャネルを要求
し、これらのチャネルが同じグループを共有している場合、レシーバーは上記のような既存
メカニズムの利点を活用できません。どちらのレシーバーも、すべての（S, G）チャネル ト
ラフィックを受信し、不要なトラフィックを入力から除外します。SSM は、独立した多くの
アプリケーションに SSM 範囲のグループ アドレスを再利用できるので、このような状況で
は、スイッチド ネットワークのトラフィック フィルタリング機能が低下する可能性があり
ます。そのため、アプリケーションに対して SSM 範囲の IP アドレスをランダムに使用し、
SSM 範囲内の 1 つのアドレスがさまざまなアプリケーションに再利用される可能性を小さく
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することが重要です。たとえば、TV チャネル セットを提供するアプリケーション サービス
で、SSM を使用する場合は、各 TV（S, G）チャネルに異なるグループを使用する必要があ
ります。このようにすれば、同じアプリケーション サービス内の異なるチャネルに複数のレ
シーバが接続されていても、レイヤ 2 デバイスを含むネットワークでトラフィック エイリア
シングが発生しなくなります。
• PIM-SSM では、ラストホップ ルータは、そのインターフェイス上に適切な（S, G）加入登録
があると、定期的に（S, G）Join メッセージを送信し続けます。このため、レシーバが（S,
G）加入を送信する限り、ソースが長時間（または二度と）トラフィックを送信しなくても
レシーバからソースへの最短パス ツリー（SPT）状態が維持されます。
送信元がトラフィックを送信し、レシーバーがグループに加入している場合にだけ（S, G）
ステートが維持される PIM-SM では、これとは対照的な状況が発生します。PIM-SM では、
送信元がトラフィックの送信を 3 分以上停止すると、（S, G）ステートは削除され、その送
信元からのパケットが RPT を通じて再度到達した場合のみに再確立されます。PI-SSM では、
送信元がアクティブであることをレシーバに通知するメカニズムがないので、レシーバが（S,
G）チャネルの受信を要求している限り、（S, G）ステートを維持する必要があります。
次に、SSM マッピングを設定する際の制約事項を示します。
• SSM マッピング機能は、完全な SSM の利点を共有しません。SSM マッピングでは、ホスト
からグループ G の加入が取得され、1 つまたは複数のソースに関連付けられているアプリケー
ションでこのグループを指定できるため、グループ G ごとにこのようなアプリケーション 1
つのみをサポートできます。それにもかかわらず、完全な SSM アプリケーションは、SSM
マッピングにも使用される同じグループを共有することができます。
• 完全な SSM への移行ソリューションとして SSM マッピングだけを使用する場合は、ラスト
ホップ ルータの IGMPv3 をイネーブルにする際に十分に注意してください。SSM マッピン
グと IGMPv3 を両方イネーブルにした場合、すでに IGMPv3 をサポートしている（SSM はサ
ポートしていない）ホストは IGMPv3 グループ レポートを送信します。SSM マッピングは、
このような IGMPv3 グループ レポートをサポートしていないので、ルータは送信元をこれら
のレポートと正しく関連付けることができません。

SSM に関する情報
Source-Specific Multicast（SSM; 送信元特定マルチキャスト）機能は、IP マルチキャストの拡張機
能であり、この機能を使用すると、受信者に転送されるデータグラム トラフィックは、その受信
者が明示的に加入しているマルチキャスト送信元からのトラフィックだけになります。SSM 用に
マルチキャストグループを設定する場合、SSM配信ツリー（共有ツリーはない）だけが作成され
ます。
ここでは、Source-Specific Multicast（SSM）の設定方法を説明します。この項の SSM コマンドの
詳細な説明については、『IP Multicast Command Reference』を参照してください。この章で言及す
る他のコマンドについては、コマンド リファレンス マスター インデックス（オンライン検索）
を使用して、該当するマニュアルを参照してください。
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SSM コンポーネントの概要
SSM は、1 対多のアプリケーション（ブロードキャスト アプリケーション）に最適なデータグラ
ム配信モデルです。SSMは、オーディオおよびビデオのブロードキャストアプリケーション環境
を対象としたシスコの IP マルチキャスト ソリューションの中核的なネットワーキング テクノロ
ジーです。スイッチは、SSMの実装をサポートする次のコンポーネントをサポートしています。
• Protocol Independent Multicast Source-Specific Mode（PIM-SSM）
PIM-SSM は、SSM の実装をサポートするルーティング プロトコルで、PIM Sparse Mode
（PIM-SM）に基づいています。
• Internet Group Management Protocol version 3（IGMPv3）

SSM および Internet Standard Multicast（ISM）
インターネットの現行の IP マルチキャスト インフラストラクチャや多くの企業のイントラネット
は、PIM-SM プロトコルと Multicast Source Discovery Protocol（MSDP）に基づいています。これら
のプロトコルには、Internet Standard Multicast（ISM）サービス モデルの限界があります。たとえ
ば、ISM では、ネットワークは、実際にマルチキャスト トラフィックを送信しているホストにつ
いての情報を維持する必要があります。
ISM サービスは、任意の送信元からマルチキャスト ホスト グループと呼ばれるレシーバー グルー
プへの IP データグラムの配信でなりたっています。マルチキャスト ホスト グループのデータグ
ラム トラフィックは、任意の IP ユニキャスト送信元アドレス（S）と IP 宛先アドレスとしてのマ
ルチキャスト グループ アドレス（G）のデータグラムで構成されます。システムは、ホスト グ
ループのメンバーになることによって、このトラフィックを受信します。ホスト グループのメン
バーシップには IGMP バージョン 1、2、または 3 によるホスト グループのシグナリングが必要で
す。
SSM では、データグラムは（S, G）チャネルに基づいて配信されます。SSM と ISM のどちらで
も、ソースになるためにシグナリングは必要ありません。ただし、SSM では、レシーバーは特定
の送信元からのトラフィックの受信または非受信を決めるために（S, G）への加入または脱退を
行う必要があります。つまり、レシーバは加入した（S, G）チャネルからだけトラフィックを受
信できます。一方、 ISM では、レシーバは受信するトラフィックの送信元の IP アドレスを知る必
要はありません。チャネル加入シグナリングの標準的な方法として、IGMP を使用してモード メ
ンバーシップ レポートを包含することが提案されていますが、この手法をサポートしているのは
IGMP version 3 だけです。

SSM IP アドレスの範囲
IP マルチキャスト グループ アドレス範囲の設定済みのサブセットに SSM 配信モデルを適用する
ことにより、SSM と ISM サービスを一緒に使用できます。Cisco IOS ソフトウェアでは、224.0.0.0
～ 239.255.255.255 の IP マルチキャスト アドレス範囲の SSM 設定が可能です。SSM 範囲が定義さ
れている場合、既存の IP マルチキャスト受信アプリケーションが SSM 範囲のアドレスの使用を
試行しても、トラフィックを受信できません。
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SSM の動作
確立されているネットワークは、IP マルチキャスト サービスが PIM SM に基づいているので、
SSM サービスをサポートできます。SSM サービスだけが必要な場合は、ドメイン間の PIM-SM に
必要な全プロトコル範囲（MSDP、Auto-RP、またはブートストラップ ルータ（BSR））ではな
く、SSM を単独でネットワークに配置することもできます。
PIM-SM 用に設定されているネットワークに SSM を配置する場合、SSM をサポートするのはラス
トホップ ルータだけです。レシーバーに直接接続されていないルータは SSM をサポートする必
要はありません。一般的に、ラストホップ以外のルータに必要なのは、SSM 範囲内の PIM-SM だ
けです。このようなルータは SSM 範囲内での MSDP シグナリング、登録、PIM-SM 共有ツリー操
作を抑制するために、ほかのアクセス コントロール設定が必要になる場合もあります。
SSM の範囲を設定し SSM をイネーブルにするには、 ip pim ssm グローバル コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用します。この設定による影響は次のとおりです。
• SSM 範囲内のグループは、IGMPv3 include モード メンバーシップ レポートを通じて、（S,
G）チャネルに加入できます。
• SSM 範囲のアドレスの PIM 動作は、PIM-SM の派生モードである PIM-SSM に変更されます。
このモードでは、ルータで生成されるのは PIM（S, G）の join と prune のメッセージだけで
あり、（S, G）の Rendezvous Point Tree（RPT）や（*, G）の RPT メッセージは生成されませ
ん。RPT 動作に関連する着信メッセージは無視されるか拒否されます。着信 PIM 登録メッ
セージに対しては即座に register-stop メッセージで応答が行われます。ラストホップ ルータ
以外のルータでは、PIM-SSM は PIM-SM と下位互換性を保ちます。したがって、ラストホッ
プ ルータ以外のルータは SSM グループに PIM-SM を使用できます（SSM をサポートしてい
ない場合など）。
• SSM 範囲内の Source-Active（SA）メッセージは、受け入れ、生成、転送のいずれも実行さ
れません。

SSM マッピング
典型的なセットトップ ボックス（STB）配置では、各 TV チャネルは独立した 1 つの IP マルチ
キャスト グループを使用し、その TV チャネルの送信を行うアクティブなサーバは 1 つです。1
つのサーバから複数の TV チャネルへの送信は可能ですが、各チャネルのグループはそれぞれ異
なります。このようなネットワーク環境で、ルータが特定のグループの IGMPv1 または IGMPv2
のメンバーシップレポートを受信した場合、レポートの宛先は、そのマルチキャストグループに
関連付けられている TV チャネルの well-known TV サーバになります。
SSM マッピングが設定されている場合、特定グループの IGMPv1 または IGMPv2 のメンバーシッ
プ レポートを受信したルータは、レポートを、このグループに関連付けられている well-known 送
信元の 1 つ以上のチャネル メンバーシップに変換します。
ルータは、IGMPv1 または IGMPv2 のメンバーシップ レポートを受信すると、SSM マッピングを
使用して、そのグループ に 1 つ以上の送信元 IP アドレスを決定します。その後、SSM マッピン
グによって、そのメンバーシップ レポートが IGMPv3 レポートに変換され、IGMPv3 レポートを
受信した場合と同様に処理が続行されます。IGMPv1 または IGMPv2 メンバーシップ レポートの
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受信が続き、そのグループの SSM マッピングが同じである限り、ルータは PIM join を送信し、グ
ループに加入し続けます。
SSMマッピング機能を使用すると、ラストホップルータはスタティックに設定されたルータ上の
テーブルまたはDNSサーバを通じて、送信元アドレスを決定できます。スタティックに設定され
たテーブルまたはDNSマッピングが変更された場合、ルータは加入しているグループに関連付け
られている現在の送信元から脱退します。

スタティック SSM マッピング
スタティック SSM マッピングでは、ラストホップ ルータは、グループへの送信を行う送信元を
決定するために、継続的にスタティック マップを使用します。スタティック SSM マッピングを
使用するには、グループ範囲を定義した ACLを設定する必要があります。グループ範囲を定義す
る ACL を設定した後、ip igmp ssm-map static グローバル コンフィギュレーション コマンドを使
用して、ACL で許可されたグループを送信元にマッピングできます。
DNS が必要とされないか、またはローカルで DNS マッピングが変更される場合、小規模なネッ
トワークではスタティック SSM マッピングを設定できます。設定されたスタティック SSM マッ
ピングは、DNS マッピングよりも優先されます。
関連トピック
スタティック SSM マッピングの設定（CLI）, （342 ページ）
SSM マッピングを使用したスタティック トラフィック転送の設定（CLI）, （346 ページ）

DNS ベースの SSM マッピング
DNS ベースの SSM マッピングを使用して、ラストホップ ルータが継続的に逆 DNS ルックアップ
を実行し、グループに送信する送信元を決定するようにすることも可能です。DNSベースのSSM
マッピングが設定されると、ルータはグループ名を含むドメイン名を構築し、DNS への逆ルック
アップを実行します。ルータは IP アドレス リソースを検索し、それらをグループに関連付けられ
た送信元アドレスとして使用します。SSM マッピングでサポートできる送信元の数は、グループ
ごとに最大 20 です。ルータは各グループに設定されているすべてのソースに加入します。
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次の図は、DNS ベースの SSM マッピングを示します。
図 11：DNS ベースの SSM マッピング

ラスト ホップ ルータが 1 つのグループの複数の送信元に加入できるようにする SSM マッピング
メカニズムによって、TV ブロードキャストの送信元に冗長性を持たせることができます。この場
合、ラストホップ ルータは、SSM マッピングを使用し、同じ TV チャネルに対して 2 つのビデオ
送信元に同時に加入することにより冗長性を提供します。ただし、ラストホップ ルータでのビデ
オトラフィックの重複を防ぐため、ビデオ送信元がサーバ側でスイッチオーバーメカニズムを使
用する必要があります。一方のビデオ送信元はアクティブ、もう一方のバックアップ ビデオ送信
元はパッシブになります。パッシブの送信元は待機状態になり、アクティブな送信元の障害が検
出された場合に、その TV チャネルにビデオ トラフィックを送信します。サーバ側のスイッチオー
バー メカニズムによって、実際にその TV チャネルにビデオ トラフィックを送信するサーバは 1
つだけになります。
G1、G2、G3、G4 を含むグループの 1 つ以上の送信元アドレスを検索するには、DNS サーバに次
のような DNS レコードを設定する必要があります。
G4.G3.G2.G1 [multicast-domain] [timeout] IN A source-address-1
IN A source-address-2
IN A source-address-n

DNS リソース レコードの設定の詳細については、DNS サーバのマニュアルを参照してください。
関連トピック
DNS ベースの SSM マッピングの設定（CLI）, （344 ページ）
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SSM の設定方法
この項の Source-Specific Multicast（SSM; 送信元特定マルチキャスト）コマンドの詳細な説明につ
いては、『IP Multicast Command Reference, Cisco IOS XE Release 3SE (Catalyst 3850 Switches)』を参
照してください。この章で言及する他のコマンドについては、コマンド リファレンス マスター
インデックス（オンライン検索）を使用して、該当するマニュアルを参照してください。

SSM の設定（CLI）
SSM を設定するには、次の手順を実行します。
この手順は任意です。

はじめる前に
Source Specific Multicast（SSM）範囲の定義にアクセス リストを使用する場合、ip pim ssm コマン
ドでアクセス リストを参照する前にアクセス リストを設定します。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ip pim ssm [default | range
access-list]

IP マルチキャスト アドレスの SSM 範囲を定義しま
す。

例：
Device(config)# ip pim ssm
range 20

ステップ 4

interface type number
例：

IGMPv3 をイネーブルに設定可能なホストに接続され
ているインターフェイスを選択し、インターフェイス
コンフィギュレーション モードを開始します。

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

次のいずれかのインターフェイスを指定する必要があ
ります。
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コマンドまたはアクション 目的
• ルーテッド ポート：レイヤ 3 ポートとして no
switchport インターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを入力して設定された物理ポー
トです。また、インターフェイスの IP PIM スパー
ス - デンス モードをイネーブルにして、静的に接
続されたメンバーとしてインターフェイスを
IGMP スタティック グループに加入させる必要が
あります。
• SVI：interface vlan vlan-id グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用して作成された
VLAN インターフェイスです。また、VLAN 上で
IP PIM スパース - デンス モードをイネーブルに
して、静的に接続されたメンバーとして VLAN
を IGMP スタティック グループに加入させ、
VLAN、IGMP スタティック グループ、および物
理インターフェイスで IGMP スヌーピングをイ
ネーブルにする必要があります。
これらのインターフェイスには、IP アドレスを割り当
てる必要があります。
ステップ 5

ip pim {sparse-mode |
sparse-dense-mode}

インターフェイスに対して PIM をイネーブルにしま
す。スパース モードまたはスパース ― デンス モード
のどちらかを使用する必要があります。

例：
Device(config-if)# ip pim
sparse-dense-mode

ステップ 6

ip igmp version 3
例：

このインターフェイス上で IGMPv3 をイネーブルにし
ます。デフォルトでは、IGMP のバージョン 2 が設定
されます。

Device(config-if)# ip igmp
version 3

ステップ 7

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 8

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show
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コマンドまたはアクション 目的
running-config

ステップ 9

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保
存します。

例：
Device# copy
running-config
startup-config

Source-Specific Multicast（SSM）マッピングの設定
Source Specific Multicast（SSM）マッピング機能は、管理上または技術上の理由からエンド システ
ムで SSM をサポートできないかまたはサポートが望ましくない場合に SSM 移行手段として使用
できます。SSM マッピングを使用すると、IGMPv3 をサポートしないレガシー STB へのビデオ配
信や、IGMPv3 ホスト スタックを使用しないアプリケーションに SSM を活用できます。

スタティック SSM マッピングの設定（CLI）
スタティック SSM マッピングを設定するには、次の手順を実行します。
SSM マッピングの詳細については、『IP Multicast CG Library, Cisco IOS XE Release 3SE（Catalyst
3850 Switches）』を参照してください。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

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

ipigmpssm-mapenable
例：

設定されている SSM 範囲で、グループの SSM マッピ
ングをイネーブルにします。
（注）

Device(config)# ip igmp
ssm-map enable

ステップ 4

noipigmpssm-mapquerydns
例：

（任意）DNS ベースの SSM マッピングをディセーブ
ルにします。
（注）

Device(config)# no ip igmp
ssm-map query dns

ステップ 5

ipigmpssm-mapstatic
access-list source-address
例：

ステップ 6

このコマンドでは、デフォルトで、DNS
ベースの SSM マッピングがイネーブルにさ
れます。

スタティック SSM マッピングだけを使用す
る場合は、DNS ベースの SSM マッピング
をディセーブルにします。デフォルトでは、
ip igmp ssm-map コマンドによって DNS ベー
スの SSM マッピングがイネーブルになりま
す。

スタティック SSM マッピングを設定します。
• access-list 引数に入力した ACL によって、
source-address 引数に入力したソース IP アドレス
にマッピングされるグループが決まります。

Device(config)# ip igmp
ssm-map static 11
172.16.8.11

（注）

end

特権 EXEC モードに戻ります。

追加のスタティック SSM マッピングを設定
することもできます。SSM マッピングを追
加設定した場合、ルータが SSM 範囲のグ
ループの IGMPv1 または IGMPv2 のメンバー
シップレポートを受信すると、スイッチは、
設定されている各 ipigmpssm-mapstatic コマ
ンドに基づいて、そのグループに関連付け
られている送信元アドレスを決定します。
スイッチは各グループに最大 20 の送信元を
関連付けます。
必要な場合は、ステップを繰り返して、追加のスタ
ティック SSM マッピングを設定します。

例：
Device(config)# end

ステップ 7

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

343

SSM の設定方法

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 8

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を
保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

関連トピック
スタティック SSM マッピング, （338 ページ）

DNS ベースの SSM マッピングの設定（CLI）
DNS ベースの SSM マッピングを設定するには、DNS サーバ ゾーンを作成するか、または既存の
ゾーンにレコードを追加する必要があります。DNS ベースの SSM マッピングを使用するルータ
が他の目的にも DNS を使用している場合は、通常の設定の DNS サーバを使用する必要がありま
す。そのルータで使用されている DNS 実装が DNS ベースの SSM マッピングだけの場合は、ルー
ト ゾーンが空であるか、またはそれ自身を指すようなフォールス DNS セットアップが可能です。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パ
スワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ipigmpssm-mapenable

設定されている SSM 範囲で、グループの SSM
マッピングをイネーブルにします。

例：
Device(config)# ip igmp ssm-map
enable
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

ipigmpssm-mapquerydns

（任意）DNS ベースの SSM マッピングをイ
ネーブルにします。

例：

• デフォルトでは、ip igmp ssm-map コマ

Device(config)# ip igmp ssm-map
query dns

ンドによって DNS ベースの SSM マッピ
ングがイネーブルになります。実行コン
フィギュレーションに保存されるのは、
このコマンドを no 形式で使用した場合
だけです。
（注）

ステップ 5

ipdomainmulticast ドメイン プレ （任意）DNS ベースの SSM マッピングに使
用するドメイン プレフィックスを変更しま
フィックス
す。
例：

• デフォルトでは、ip-addr.arpa ドメイン プ
レフィックスが使用されます。

Device(config)# ip domain
multicast ssm-map.cisco.com

ステップ 6

DNS ベースの SSM マッピングが
ディセーブルの場合、このコマンド
を使用して DNS ベースの SSM マッ
ピングを再度イネーブルにします。

ipname-server server-address1
[server-address2...server-address6]

名前とアドレスの解決に使用する 1 つまたは
複数のネーム サーバのアドレスを指定しま
す。

例：
Device(config)# ip name-server
10.48.81.21

ステップ 7

冗長性のために追加の DNS サーバ -を設定する場合は、必要に応じ
て、ステップ 6 を繰り返します。

ステップ 8

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 9

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config
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コマンドまたはアクション
ステップ 10

目的

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

関連トピック
DNS ベースの SSM マッピング, （338 ページ）

SSM マッピングを使用したスタティック トラフィック転送の設定（CLI）
ラスト ホップ ルータ上の SSM マッピングでスタティック トラフィック転送を設定する場合は、
次の手順を実行します。

手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワードを
入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。

例：
Device# configure
terminal

ステップ 3

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

SSM マッピングを使用してマルチキャスト グループにス
タティックにトラフィックを転送するインターフェイスを
選択し、インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを開始します。
次のいずれかのインターフェイスを指定する必要がありま
す。
• ルーテッド ポート：レイヤ 3 ポートとして no
switchport インターフェイス コンフィギュレーショ
ン コマンドを入力して設定された物理ポートです。
また、インターフェイスの IP PIM スパース - デンス
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
モードをイネーブルにして、静的に接続されたメン
バーとしてインターフェイスを IGMP スタティック
グループに加入させる必要があります。
• SVI：interface vlan vlan-id グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用して作成された VLAN イ
ンターフェイスです。また、VLAN 上で IP PIM ス
パース - デンス モードをイネーブルにして、静的に
接続されたメンバーとして VLAN を IGMP スタティッ
ク グループに加入させ、VLAN、IGMP スタティック
グループ、および物理インターフェイスで IGMP ス
ヌーピングをイネーブルにする必要があります。
これらのインターフェイスには、IP アドレスを割り当て
る必要があります。
（注）

ステップ 4

ip igmp static-group
group-addresssource
ssm-map
例：
Device(config-if)# ip
igmp
static-group 239.1.2.1
source
ssm-map

ステップ 5

end

SSM マッピングを使用したトラフィックのスタ
ティック転送は、DNS ベースの SSM マッピン
グとスタティックに設定された SSM マッピング
のいずれかで機能します。

そのインターフェイスから（S,G）チャネルへのスタティッ
ク転送用の SSM マッピングを設定します。
このコマンドは、特定グループに SSM トラフィックをス
タティックに転送する場合に使用します。チャネルの送信
元アドレスを決定するには DNS ベースの SSM マッピング
を使用します。

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 6

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show
running-config
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 7

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存
します。

例：
Device# copy
running-config
startup-config

関連トピック
スタティック SSM マッピング, （338 ページ）

SSM のモニタリング
SSM をモニタするには、次の表の特権 EXEC コマンドを使用します。
表 38：SSM のモニタリング コマンド

コマンド

目的

show ip igmp groups detail

IGMPv3 による (S, G) チャネル加入登録を表示
します。

show ip mroute

マルチキャスト グループが SSM サービスをサ
ポートしているかどうか、または送信元固有の
ホスト レポートが受信されたかどうかを表示し
ます。

SSM マッピングのモニタリング
SSM マッピングをモニタするには、次の表の特権 EXEC コマンドを使用します。
表 39：SSM マッピングをモニタするコマンド

コマンド

目的

Device# show ip igmp ssm-mapping

SSM マッピングについての情報を表示しま
す。
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コマンド

目的

Device#show ip igmp ssm-mapping group-address

SSM マッピングが特定のグループに使用する
送信元を表示します。

Device#show ip igmp groups [group-name |
ルータに直接接続されているレシーバとIGMP
group-address | interface-type interface-number] [detail] によって学習されたレシーバを持つマルチ
キャスト グループを表示します。
Device#show host

デフォルトのドメイン名、名前ルックアップ
サービス、ネーム サーバ ホストのリスト、
およびホスト名とアドレスのキャッシュされ
たリストを表示します。

Device#debug ip igmp group-address

送受信された IGMP パケットと IGMP ホスト
関連イベントを表示します。

SSM の次の作業
次の設定を行えます。
• IGMP
• PIM
• IP マルチキャスト ルーティング
• サービス検出ゲートウェイ

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

この章で使用するコマンドの完全な構文および IP Multicast Routing Command Reference（Catalyst
3850 Switches） Command Reference (Catalyst 9500
使用方法の詳細。
Series Switches)Command Reference (Catalyst 9300
Series Switches)
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その他の参考資料

関連項目
プラットフォームに依存しない設定情報

マニュアル タイトル
• 『IP Multicast: PIM Configuration Guide,
Cisco IOS XE Release 3SE（Catalyst 3850
Switches）』
• 『IP Multicast: IGMP Configuration Guide,
Cisco IOS XE Release 3SE（Catalyst 3850
Switches）』
• IP Multicast: Multicast Optimization
Configuration Guide, Cisco IOS XE Release
3SE（Catalyst 3850 Switches）

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Commands List, All Releases』

エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

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

標準および RFC
標準/RFC

Title

RFC 4601

『Protocol-Independent Multicast-Sparse Mode
(PIM-SM): Protocol Specification』

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs
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シスコのテクニカル サポート
Link

説明

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

SSM の機能履歴と情報
リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

351

SSM の機能履歴と情報

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
352

OL-30686-01-J

第

17

章

基本的な IP マルチキャスト ルーティングの
設定
• 機能情報の確認, 353 ページ
• IP マルチキャスト ルーティングの設定の前提条件, 354 ページ
• IP マルチキャスト ルーティングの設定の制約事項, 354 ページ
• 基本的な IP マルチキャスト ルーティングに関する情報, 354 ページ
• 基本的な IP マルチキャスト ルーティングの設定方法, 359 ページ
• 基本的な IP マルチキャスト ルーティングのモニタリングおよびメンテナンス, 372 ページ
• IP マルチキャスト ルーティングの設定例, 376 ページ
• IP マルチキャストの次の作業, 377 ページ
• その他の参考資料, 377 ページ
• IP マルチキャストの機能履歴と情報, 379 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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IP マルチキャスト ルーティングの設定の前提条件
次は、IP マルチキャスト ルーティングの設定の前提条件です。
• スイッチで IP マルチキャスト ルーティング機能を使用するには、スイッチまたはアクティ
ブ スイッチが IP サービス フィーチャ セットを実行している必要があります。
• IP マルチキャスト ルーティングをイネーブルにし、スイッチで PIM バージョンおよび PIM
モードを設定する必要があります。これらのタスクを実行した後、スイッチはマルチキャス
ト パケットを転送し、マルチキャスト ルーティング テーブルに読み込むことができるよう
になります。
• IP マルチキャスティングに加入するには、マルチキャスト ホスト、ルータ、およびマルチレ
イヤ スイッチで IGMP が動作している必要があります。

IP マルチキャスト ルーティングの設定の制約事項
次は、IP マルチキャスト ルーティングの設定の制約事項です。
• IP マルチキャスト ルーティングは、LAN Base フィーチャ セットが稼働しているスイッチで
はサポートされません。
• レイヤ 3 IPv6 マルチキャスト ルーティングはスイッチでサポートされていません。
• レイヤ 3 のマルチキャスト ルーティングの高可用性サポートは使用できません。
• Catalyst 3850 および Catalyst 3650 スイッチの組み合わせを含むスイッチ スタックを含めるこ
とはできません。

基本的な IP マルチキャスト ルーティングに関する情報
IP マルチキャストは、ネットワーク リソース（特に、音声やビデオなどの帯域幅集約型サービ
ス）を効率的に使用する方法です。IP マルチキャスト ルーティングにより、ホスト（ソース）
は、IP マルチキャスト グループ アドレスと呼ばれる特別な形式の IP アドレスを使用して、IP ネッ
トワーク内の任意の場所にあるホスト（レシーバ）にパケットを送信できます。
送信側ホストは、マルチキャスト グループ アドレスをパケットの IP 宛先アドレス フィールドに
挿入します。IP マルチキャスト ルータおよびマルチレイヤ スイッチは、マルチキャスト グルー
プのメンバーに接続されたすべてのインターフェイスから着信した IP マルチキャスト パケットを
転送します。どのホストも、グループのメンバであるかどうかにかかわらず、グループに送信で
きます。ただし、グループのメンバだけがメッセージを受信します。
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（注）

この章で使用するコマンドの構文および使用方法の詳細については、『IP Multicast Command
Reference, Cisco IOS XE Release 3SE（Catalyst 3850 Switches）』を参照してください。Multicast
Source Discovery Protocol（MSDP）の設定については、『Catalyst 3850 Routing Configuration
Guide』を参照してください。

シスコの IP マルチキャスト ルーティングの実装
Cisco IOS ソフトウェアでは、IP マルチキャスト ルーティングを実装するため、次のプロトコル
がサポートされています。
• Internet Group Management Protocol（IGMP）：LAN のホストおよび LAN のルータ（およびマ
ルチレイヤ スイッチ）間で使用され、ホストがメンバーとして属するマルチキャスト グルー
プを追跡します。IP マルチキャスティングに参加するには、マルチキャスト ホスト、ルー
タ、およびマルチレイヤ スイッチで Internet Group Management Protocol（IGMP）が動作して
いる必要があります。
• Protocol-Independent Multicast（PIM）：ルータおよびマルチレイヤ スイッチ間で使用され、
相互に転送されるマルチキャスト パケット、および直接接続された LAN に転送されるマル
チキャスト パケットを追跡します。

（注）

スイッチは、ディスタンス ベクトル マルチキャスト ルーティング プロトコル（DVMRP）お
よび Cisco Group Management Protocol（CGMP）のどちらもサポートしていません。
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次の図は、IP マルチキャスト環境内での、スイッチの Cisco サポート プロトコルの動作を示して
います。
図 12：IP マルチキャスト ルーティング プロトコル

IPv4 マルチキャスト標準に従い、MAC 宛先マルチキャスト アドレスは 0100:5e で始まり、IP ア
ドレスの末尾 23 ビットが付加されます。たとえば、IP 宛先アドレスが 239.1.1.39 の場合、MAC
宛先アドレスは 0100:5e01:0127 となります。
IPv4 宛先アドレスと MAC 宛先アドレスが一致しない場合、マルチキャスト パケットは一致しま
せん。スイッチは、ハードウェア内の一致しないパケットを MAC アドレス テーブルに基づいて
転送します。MAC 宛先アドレスが MAC アドレス テーブルにない場合、スイッチは受信したポー
トと同じ VLAN 内のすべてのポートにパケットをフラッディングします。
関連トピック
基本的な IP マルチキャスト ルーティングの設定（CLI）, （359 ページ）

マルチキャスト転送情報ベース（MFIB）の概要
スイッチ は、IP マルチキャスト用のマルチキャスト転送情報ベース（MFIB）アーキテクチャと
マルチキャスト ルーティング情報ベース（MRIB）を使用します。
MFIB アーキテクチャは、マルチキャスト コントロール プレーン（Protocol Independent Multicast
（PIM）および Internet Group Management Protocol（IGMP））とマルチキャスト フォワーディン
グ プレーン（MFIB）の間におけるモジュール性と分離の両方を提供します。このアーキテクチャ
は、Cisco IOS IPv6 マルチキャスト導入環境において使用します。
MFIB 自体は、マルチキャスト ルーティング プロトコルを選ばないフォワーディング エンジンで
す。つまり、PIM または他のマルチキャスト ルーティング プロトコルに依存しません。これは次
の処理に関与します。
• マルチキャスト パケットの転送
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• コントロール プレーンによって設定されたエントリとインターフェイス フラグを学習する
ための MRIB への登録
• コントロール プレーンに送信する必要があるデータ駆動型のイベントを処理する。
• 受信、ドロップ、および転送されたマルチキャスト パケットの数、レート、およびバイトの
保守
MRIB は、MRIB クライアント間の通信チャネルです。MRIB クライアントの例としては、PIM、
IGMP、マルチキャスト ルーティング（mroute）テーブル、および MFIB があります。
関連トピック
IP マルチキャスト フォワーディングの設定（CLI）, （362 ページ）

マルチキャスト グループの概念
マルチキャストはグループの概念に基づくものです。受信者の任意のグループは、特定のデータ
ストリームを受信することに関心があります。このグループには、物理的または地理的な境界は
ありません。ホストは、インターネット上のどこにでも配置できます。特定のグループに流れる
データの受信に関心があるホストは、IGMP を使用してグループに加入する必要があります。ホ
ストがデータ ストリームを受信するには、グループのメンバでなければなりません。
関連トピック
IP マルチキャスト境界の設定（CLI）, （369 ページ）
例：IP マルチキャスト境界の設定, （376 ページ）

マルチキャスト境界
管理用スコープの境界を使用し、ドメインまたはサブドメイン外部へのマルチキャストトラフィッ
クの転送を制限できます。この方法では、「管理用スコープのアドレス」と呼ばれる特殊なマル
チキャスト アドレス範囲が境界のメカニズムとして使用されます。管理用スコープの境界をルー
テッド インターフェイスに設定すると、マルチキャスト グループ アドレスがこの範囲内にある
マルチキャスト トラフィックは、このインターフェイスに出入りできず、このアドレス範囲内の
マルチキャスト トラフィックに対するファイアウォール機能が提供されます。

（注）

マルチキャスト境界および TTL しきい値は、マルチキャスト ドメインの有効範囲を制御しま
すが、TTL しきい値はこの スイッチ でサポートされていません。ドメインまたはサブドメイ
ン外部へのマルチキャスト トラフィックの転送を制限するには、TTL しきい値でなくマルチ
キャスト境界を使用する必要があります。

次の図に、XYZ 社が自社ネットワーク周辺にあるすべてのルーテッド インターフェイス上で、管
理用スコープの境界をマルチキャスト アドレス範囲 239.0.0.0/8 に設定した例を示します。この境
界では、239.0.0.0 ～ 239.255.255.255 の範囲のマルチキャスト トラフィックはネットワークに入っ
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たり、外へ出ることができません。同様に、エンジニアリング部およびマーケティング部では、
各自のネットワークの周辺で、管理用スコープの境界を 239.128.0.0/16 に設定しました。この境界
では、239.128.0.0 ～ 239.128.255.255 の範囲のマルチキャスト トラフィックは、それぞれのネット
ワークに入ったり、外部に出ることができません。
図 13： 管理用スコープの境界

マルチキャスト グループ アドレスに対して、ルーテッド インターフェイス上に管理用スコープ
の境界を定義できます。影響を受けるアドレス範囲は、標準アクセス リストによって定義されま
す。この境界が定義されている場合、マルチキャストデータパケットはいずれの方向であっても
境界を通過できません。境界を定めることで、同じマルチキャストグループアドレスをさまざま
な管理ドメイン内で使用できます。
IANA は、マルチキャスト アドレス範囲 239.0.0.0 ～ 239.255.255.255 を管理用スコープのアドレス
として指定しました。このアドレス範囲は、異なる組織によって管理されたドメイン内で再利用
できます。このアドレスはグローバルではなく、ローカルで一意であると見なされます。
filter-autorp キーワードを設定して、管理用スコープの境界で Auto-RP 検出と通知メッセージを検
査し、フィルタできます。境界のアクセス コントロール リスト（ACL）に拒否された Auto-RP パ
ケットからの Auto-RP グループ範囲通知は削除されます。Auto-RP グループ範囲通知は、Auto-RP
グループ範囲のすべてのアドレスが境界 ACL によって許可される場合に限り境界を通過できま
す。許可されないアドレスがある場合は、グループ範囲全体がフィルタリングされ、Auto-RP メッ
セージが転送される前に Auto-RP メッセージから削除されます。
関連トピック
IP マルチキャスト境界の設定（CLI）, （369 ページ）
例：IP マルチキャスト境界の設定, （376 ページ）

マルチキャスト ルーティングおよびスイッチ スタック
すべてのマルチキャストルーティングプロトコルでは、スタック全体が単一ルータとしてネット
ワークに認識され、単一のマルチキャスト ルータとして動作します。
スイッチ スタックでは、アクティブなスイッチが次の機能を実行します。
• スタックの IP マルチキャスト ルーティング機能を実行します。IP マルチキャスト ルーティ
ング プロトコルを完全に初期化して、実行します。
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• スタック全体のマルチキャスト ルーティング テーブルを構築して、保持します。
• マルチキャスト ルーティング テーブルをすべてのスタック メンバーに配信します。
スタック メンバーは、次に示す機能を実行します。
• マルチキャスト ルーティング スタンバイ デバイスとして機能し、アクティブなスイッチに
障害が発生した場合に処理を引き継ぎます。
アクティブなスイッチに障害が発生すると、すべてのスタック メンバは自身のマルチキャス
ト ルーティング テーブルを削除します。新規に選択されたアクティブなスイッチはルーティ
ング テーブルの構築を開始して、そのテーブルをスタック メンバに配信します。
• マルチキャスト ルーティング テーブルを構築しないで、アクティブなスイッチから配信さ
れたマルチキャスト ルーティング テーブルを使用します。

マルチキャスト ルーティングのデフォルト設定
次の表に、スイッチのマルチキャスト ルーティングのデフォルト設定を示します。
表 40：マルチキャスト ルーティングのデフォルト設定

機能

デフォルト設定

マルチキャスト ルーティング

すべてのインターフェイスでディ
セーブル

基本的な IP マルチキャスト ルーティングの設定方法
基本的な IP マルチキャスト ルーティングの設定（CLI）
IP マルチキャスト ルーティングをイネーブルにし、PIM のバージョンおよびモードを設定する必
要があります。これらのタスクを実行した後、ソフトウェアはマルチキャスト パケットを転送
し、スイッチはマルチキャストルーティングテーブルを読み込むことができるようになります。
インターフェイスは PIM DM、SM、または SM-DM のいずれかに設定できます。スイッチはモー
ド設定に従って、マルチキャスト ルーティング テーブルを読み込み、直接接続された LAN から
受信したマルチキャスト パケットを転送します。IP マルチキャスト ルーティングを実行するに
は、インターフェイスに対して、これらの PIM モードのいずれかをイネーブルにする必要があり
ます。
インターフェイスで PIM をイネーブルにすると、同じインターフェイス上で IGMP 処理もイネー
ブルになります。
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（注）

複数のインターフェイスで PIM をイネーブルにした場合に、そのほとんどのインターフェイ
スが発信インターフェイス リストに含まれておらず、IGMP スヌーピングがディセーブルに
なっている場合は、レプリケーションが増加することにより、発信インターフェイスが回線
レートを維持できないこともあります。
マルチキャスト ルーティング テーブルへのパケット読み込みでは、DM インターフェイスは常に
テーブルに追加されます。SM インターフェイスがテーブルに追加されるのは、ダウンストリーム
デバイスから定期的な Join メッセージを受信した場合、またはインターフェイスに直接接続され
たメンバーが存在する場合に限ります。
LAN から転送する場合、グループが認識しているランデブー ポイント（RP）があれば、SM 動作
が行われます。RP は、マルチキャスト データのソースとレシーバの接点として機能します。RP
が存在する場合、パケットはカプセル化され、その RP に送信されます。認識している RP がなけ
れば、パケットは DM 方式でフラッディングされます。特定の送信元からのマルチキャスト トラ
フィックが十分であれば、レシーバの先頭ホップ ルータからその送信元に Join メッセージが送信
され、送信元を基点とする配信ツリーが構築されます。
デフォルトでは、マルチキャスト ルーティングはディセーブルとなっており、モードは設定され
ていません。
この手順は必須です。

手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1

enable
例：

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device# configure
terminal

ステップ 3

ip multicast-routing
例：
Device(config)# ip
multicast-routing

IP マルチキャスト ルーティングをイネーブルにします。
IP マルチキャスト ルーティングはマルチキャスト転送情報
ベース（MFIB）とマルチキャスト ルーティング情報ベー
ス（MRIB）でサポートされます。
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 4

interface interface-id
例：

マルチキャスト ルーティングをイネーブルにするレイヤ 3
インターフェイスを指定し、インターフェイス コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

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

次のいずれかのインターフェイスを指定する必要がありま
す。
• ルーテッド ポート：レイヤ 3 ポートとして no
switchport インターフェイス コンフィギュレーション
コマンドを入力して設定された物理ポートです。ま
た、インターフェイスの IP PIM スパース - デンス モー
ドをイネーブルにして、静的に接続されたメンバーと
してインターフェイスを IGMP スタティック グループ
に加入させる必要があります。設定例については、次
を参照してください。 例：ルーテッド ポートとして
のインターフェイス設定, （260 ページ）
• SVI：interface vlan vlan-id グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用して作成された VLAN イ
ンターフェイスです。また、VLAN 上で IP PIM スパー
ス - デンス モードをイネーブルにして、静的に接続さ
れたメンバーとして VLAN を IGMP スタティック グ
ループに加入させ、VLAN、IGMP スタティック グルー
プ、および物理インターフェイスで IGMP スヌーピン
グをイネーブルにする必要があります。設定例につい
ては、次を参照してください。 例：SVI としてのイン
ターフェイスの設定, （261 ページ）
これらのインターフェイスには、IP アドレスを割り当てる
必要があります。

ステップ 5

ip pim {dense-mode |
sparse-mode |
sparse-dense-mode}

インターフェイスで PIM モードをイネーブルにします。
デフォルトで、モードは設定されていません。
キーワードの意味は次のとおりです。

例：
Device(config-if)# ip
pim
sparse-dense-mode

• dense-mode：デンス モードの動作をイネーブルにしま
す。
• sparse-mode：スパース モードの動作をイネーブルに
します。SM を設定する場合は、RP も設定する必要が
あります。
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
• sparse-dense-mode：グループが属するモードでイン
ターフェイスが処理されるようにします。DM-SM 設
定を推奨します。
• state-refresh：PM デンス モード ステート リフレッシュ
の設定。
ステップ 6

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

ステップ 7

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show
running-config

ステップ 8

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存し
ます。

例：
Device# copy
running-config
startup-config

関連トピック
シスコの IP マルチキャスト ルーティングの実装, （355 ページ）

IP マルチキャスト フォワーディングの設定（CLI）
次の手順を使用して、スイッチ に着信パケットまたは発信パケットの IPv4 マルチキャスト転送情
報ベース（MFIB）割り込みレベルの IP マルチキャスト転送を設定できます。

（注）

ip multicast-routing コマンドを使用して IP マルチキャスト ルーティングを有効にした後、IPv4
マルチキャスト転送が有効になります。IPv4 マルチキャスト転送はデフォルトで有効になって
いるため、IPv4 マルチキャスト転送を無効にするには、ip mfib コマンドの no 形式を使用しま
す。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにしま
す。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

• パスワードを入力します（要求され
た場合）。
グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ip mfib

IP マルチキャスト転送をイネーブルにし
ます。

例：
Device(config)# ip mfib

ステップ 4

exit

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# exit

ステップ 5

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイ
ルに設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

関連トピック
マルチキャスト転送情報ベース（MFIB）の概要, （356 ページ）
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スタティック マルチキャスト ルート（mroute）の設定（CLI）
スタティック mroute を設定するには、次の手順を実行します。スタティック mroute は、ユニキャ
スト スタティック ルートに類似していますが、以下の点で異なります。
• スタティック mroute は RPF 情報を計算するために使用されますが、トラフィックの転送に
は使用されません。
• スタティック mroute を再配布することはできません。
スタティック mroute は、定義されている スイッチ に厳密にローカルなものです。Protocol
Independent Multicast（PIM）には独自のルーティング プロトコルがないため、ネットワーク全体
にスタティック mroute を配布するメカニズムはありません。その結果、スタティック mroute の管
理は、ユニキャスト スタティック ルートの管理よりも複雑になりがちです。
スタティック mroute が設定されると、スイッチ のスタティック mroute テーブルと呼ばれる個別
のテーブルに保存されます。設定されると、 ip mroute コマンドによって、スタティック mroute
は、source-address および mask 引数に指定された送信元アドレスまたは送信元アドレス範囲のス
タティック mroute テーブルに入ります。送信元アドレスと一致する送信元、または source-address
引数に指定された送信元アドレス範囲にある送信元は、rpf-address 引数に指定された IP アドレス
に関連付けられているインターフェイス、または interface-type および interface-number 引数に指定
された スイッチ 上のローカル インターフェイスに RPF を行います。IP アドレスが rpf-address 引
数に指定されている場合、直接接続されたネイバーを検索するために、このアドレスでユニキャ
スト ルーティング テーブルから再帰ルックアップが実施されます。
複数のスタティック mroute が設定されている場合、スイッチ は mroute テーブルの最長一致ルッ
クアップを実行します。（発信元アドレスの）最長一致を含む mroute が見つかると、検索が終了
し、一致するスタティック mroute の情報が使用されます。スタティック mroute が設定される順序
は重要ではありません。
mroute のアドミニストレーティブ ディスタンスは、任意の距離引数に指定することができます。
距離引数に値が指定されていない場合、mroute の距離はデフォルトのゼロになります。スタティッ
ク mroute が別の RPF 送信元と同じ距離である場合、スタティック mroute が優先されます。この
規則には、2 つだけ例外があります。直接接続されたルートとデフォルトのユニキャスト ルート
です。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにしま
す。

例：
Device> enable

• パスワードを入力します（要求され
た場合）。
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバルコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ip mroute [vrf vrf-name] source-address
mask { fallback-lookup {global | vrf
vrf-name }[ protocol ] {rpf-address |
interface-type interface-number}}
[distance]

送信元 IP アドレス 10.1.1.1 が、IP アドレ
ス 10.2.2.2 に関連付けられているイン
ターフェイスを介して到達可能であるよ
うに設定されます。

例：
Device(configure)# ip mroute 10.1.1.1
255.255.255.255 10.2.2.2

ステップ 4

exit

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# exit

ステップ 5

show running-config

（任意）入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーションファイ
ルに設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

sdr リスナー サポートの設定
MBONE は、相互接続された、IP マルチキャスト トラフィックの転送が可能なインターネット
ルータおよびホストの小さなサブセットです。その他のマルチメディア コンテンツも、通常は
MBONE を通してブロードキャストされます。マルチメディア セッションに加入する前に、この
セッションで使用されているマルチメディアグループアドレス、ポート、セッションがアクティ
ブになる時期、およびワークステーションで必要となるアプリケーションの種類（音声、ビデオ
など）を把握する必要があります。この情報は、MBONE Session Directory バージョン 2（sdr）
ツールによって提供されます。このフリーウェア アプリケーションは WWW 上の複数のサイト
（http://www.video.ja.net/mice/index.html など）からダウンロードできます。
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SDR は、Session Announcement Protocol（SAP）マルチキャスト パケット用の Well-known マルチ
キャスト グループ アドレスおよびポートを、SAP クライアントから傍受するマルチキャスト ア
プリケーションです（SAP クライアントは、会議セッションをアナウンスします）。これらの
SAP パケットには、セッションの説明、セッションがアクティブな期間、IP マルチキャスト グ
ループアドレス、メディア形式、担当者、およびアドバタイズされたマルチメディアセッション
に関するその他の情報が格納されます。SAP パケットの情報は、[SDR Session Announcement] ウィ
ンドウに表示されます。

sdr リスナー サポートのイネーブル化（CLI）
デフォルトでは、スイッチでセッションディレクトリのアドバタイズメントは受信されません。
この手順は任意です。

手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1

enable
例：

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。

例：
Device# configure
terminal

ステップ 3

interface interface-id
例：

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

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

次のいずれかのインターフェイスを指定する必要がありま
す。
• ルーテッド ポート：レイヤ 3 ポートとして no
switchport インターフェイス コンフィギュレーショ
ン コマンドを入力して設定された物理ポートです。
また、インターフェイスの IP PIM スパース - デンス
モードをイネーブルにして、静的に接続されたメン
バーとしてインターフェイスを IGMP スタティック
グループに加入させる必要があります。設定例につ
いては、次を参照してください。 例：ルーテッド
ポートとしてのインターフェイス設定, （260ページ）
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
• SVI：interface vlan vlan-id グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用して作成された VLAN イ
ンターフェイスです。また、VLAN 上で IP PIM ス
パース - デンス モードをイネーブルにして、静的に
接続されたメンバーとして VLAN を IGMP スタティッ
ク グループに加入させ、VLAN、IGMP スタティック
グループ、および物理インターフェイスで IGMP ス
ヌーピングをイネーブルにする必要があります。設
定例については、次を参照してください。 例：SVI
としてのインターフェイスの設定, （261 ページ）
これらのインターフェイスには、IP アドレスを割り当て
る必要があります。
ステップ 4

ip sap listen

スイッチ ソフトウェアがセッション ディレクトリ アナウ
ンスメントをリッスンできるようにします。

例：
Device(config-if)# ip
sap listen

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

ステップ 6

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show
running-config

ステップ 7

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存
します。

例：
Device# copy
running-config
startup-config
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sdr キャッシュ エントリの存在期間の制限（CLI）
デフォルトでは、エントリは sdr キャッシュから削除されません。送信元が SAP 情報のアドバタ
イズを停止した場合に、古いアドバタイズメントが不必要に保持されないようにするため、エン
トリがアクティブである期間を制限できます。
この手順は任意です。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場
合）。

Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ip sap cache-timeout 分
例：
Device(config)# ip sap
cache-timeout 30

Session Announcement Protocol（SAP）キャッ
シュ エントリがキャッシュ内にアクティブで
ある期間を制限します。
デフォルトでは、エントリはキャッシュから
削除されません。
minutes に指定できる範囲は 1 ～ 1440 分（24
時間）です。

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 5

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 6

show ip sap

SAP キャッシュを表示します。

例：
Device# show ip sap
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コマンドまたはアクション
ステップ 7

目的

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

IP マルチキャスト境界の設定（CLI）
この手順は任意です。

手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステッ
プ1

enable
例：

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステッ
プ2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device# configure
terminal

ステッ
プ3

access-list
標準アクセス リストを作成し、コマンドを必要な回数だけ
{access-list-number 1-99 | 実行します。
access-list-number 100-199
• access-list-number の場合、範囲は以下のとおりです。
| access-list-number
1300-1999
◦ access-list-number 1 ～ 99（IP 標準アクセス リス
|access-list-number
ト）
2000-2699 |
dynamic-extended |
◦ access-list-number 100 ～ 199（IP 拡張アクセス リ
rate-limit}
スト）
例：
Device(config)#
access-list 99 permit
any

◦ access-list-number 1300 ～ 1999（IP 標準アクセス
リスト：拡張範囲）
◦ access-list-number 2000 ～ 2699（IP 拡張アクセス
リスト：拡張範囲）
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
• dynamic-extended キーワードは、動的 ACL 絶対タイ
マーを拡張します。
• rate-limit キーワードは、単純なレート制限固有アクセ
ス リストを許可します。
アクセス リストの末尾には、すべてに対する暗黙の拒否ス
テートメントが常に存在します。
ステッ
プ4

interface interface-id
例：
Device(config)#
interface
gigabitEthernet1/0/1

設定するインターフェイスを指定して、インターフェイス
コンフィギュレーション モードを開始します。
次のいずれかのインターフェイスを指定する必要がありま
す。
• ルーテッド ポート：レイヤ 3 ポートとして no
switchport インターフェイス コンフィギュレーション
コマンドを入力して設定された物理ポートです。また、
インターフェイスの IP PIM スパース - デンス モードを
イネーブルにして、静的に接続されたメンバーとして
インターフェイスを IGMP スタティック グループに加
入させる必要があります。設定例については、次を参
照してください。 例：ルーテッド ポートとしてのイン
ターフェイス設定, （260 ページ）
• SVI：interface vlan vlan-id グローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用して作成された VLAN インター
フェイスです。また、VLAN 上で IP PIM スパース - デ
ンス モードをイネーブルにして、静的に接続されたメ
ンバーとして VLAN を IGMP スタティック グループに
加入させ、VLAN、IGMP スタティック グループ、お
よび物理インターフェイスで IGMP スヌーピングをイ
ネーブルにする必要があります。設定例については、
次を参照してください。例：SVIとしてのインターフェ
イスの設定, （261 ページ）
これらのインターフェイスには、IP アドレスを割り当てる
必要があります。

ステッ
プ5

ip multicast boundary
access-list-number
例：
Device(config-if)# ip

ステップ 2 で作成したアクセス リストを指定し、境界を設
定します。
追加のコマンド オプションは次のとおりです。
• access-list-number の場合、範囲は以下のとおりです。
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
multicast boundary 99

◦ access-list-number 1 ～ 99（IP 標準アクセス リス
ト）
◦ access-list-number 100 ～ 199（IP 拡張アクセス リ
スト）
◦ access-list-number 1300 ～ 1999（IP 標準アクセス
リスト：拡張範囲）
◦ access-list-number 2000 ～ 2699（IP 拡張アクセス
リスト：拡張範囲）
• Word：IP 指定のアクセス リスト。
• filter-autorp：AutoRP パケットの内容をフィルタリン
グします。
• in：このインターフェイスが RPF の場合に（s、g）作
成を制限します。
• out：発信リストへのインターフェイスの追加を制限し
ます。

ステッ
プ6

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

ステッ
プ7

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show
running-config

ステッ
プ8

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存し
ます。

例：
Device# copy
running-config
startup-config
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次の作業
他のサポートされる IP マルチキャスト ルーティング手順に進みます。
関連トピック
マルチキャスト境界, （357 ページ）
マルチキャスト グループの概念, （357 ページ）
例：IP マルチキャスト境界の設定, （376 ページ）

基本的な IP マルチキャスト ルーティングのモニタリングおよびメン
テナンス
キャッシュ、テーブル、およびデータベースのクリア
特定のキャッシュ、テーブル、またはデータベースのすべての内容を削除できます。特定のキャッ
シュ、テーブル、またはデータベースの内容が無効である場合、または無効である可能性がある
場合は、これらをクリアする必要があります。
次の表に示す特権 EXEC コマンドのいずれかを使用すると、IP マルチキャストのキャッシュ、
テーブル、データベースをクリアできます。
表 41：キャッシュ、テーブル、およびデータベースをクリアするコマンド

コマンド

目的

clear ip igmp group {group [ hostname | IP IGMP キャッシュのエントリを削除します。
address] | vrf name group [ hostname | IP
address] }
clear ip mfib { counters [group | source] |
global counters [group | source] | vrf * }

すべてのアクティブ IPv4 マルチキャスト転送情報ベー
ス（MFIB ）トラフィック カウンタをクリアします。

clear ip mrm {status-report [ source ] }

IP マルチキャスト ルーティングをクリアするコマン
ド。

clear ip mroute { * | [hostname | IP address] IP マルチキャスト ルーティング テーブルからエント
| vrf name group [ hostname | IP address] } リを削除します。
clear ip msdp { peer | sa-cache | statistics | Multicast Source Discovery Protocol（MSDP）キャッシュ
vrf }
をクリアします。
clear ip multicast { limit | redundancy
statistics }

IP マルチキャスト情報をクリアします。
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コマンド

目的

clear ip pim { df [ int | rp rp address ] |
PIM キャッシュをクリアします。
interface | rp-mapping [rp address] | vrf vpn
name { df | interface | rp-mapping }
clear ip sap [group-address | “session-name”] Session Directory Protocol バージョン 2 キャッシュ（sdr
キャッシュ）エントリを削除します。

システムおよびネットワーク統計情報の表示
IP ルーティング テーブル、キャッシュ、データベースの内容など、特定の統計情報を表示できま
す。

（注）

このリリースでは、ルート単位の統計情報がサポートされていません。
また、リソースの使用状況を学習し、ネットワーク問題を解決するための情報を表示することも
できます。さらに、ノードの到達可能性に関する情報を表示し、そのパケットが経由するネット
ワーク内のパスを検出することもできます。
次の表に示す特権 EXEC コマンドのいずれかを使用すると、さまざまなルーティング統計情報を
表示できます。
表 42：システムおよびネットワーク統計情報を表示するコマンド

コマンド

目的

ping [group-name | group-address]

マルチキャスト グループ アドレスにインター
ネット制御メッセージ プロトコル（ICMP）エ
コー要求を送信します。

show ip igmp filter

IGMP フィルタ情報を表示します。

show ip igmp groups [type-number | detail ]

スイッチに直接接続され、IGMP によって取得
されたマルチキャスト グループを表示します。

show ip igmp interface [type number]

インターフェイスのマルチキャスト関連情報を
表示します。

show ip igmp membership [ name/group address |
all | tracked ]

転送に関する IGMP メンバーシップ情報を表示
します。

show ip igmp profile [ profile_number]

IGMP プロファイル情報を表示します。
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コマンド

目的

show ip igmp ssm-mapping [ hostname/IP address IGMP SSM マッピング情報を表示します。
]
show ip igmp static-group {class-map [ interface
[ type ] ]

スタティック グループ情報を表示します。

show ip igmp vrf

選択した VPN ルーティング/転送インスタンス
を名前別に表示します。

show ip mfib [ type number ]

IP マルチキャスト転送情報ベースを表示しま
す。

show ip mrib { client | route | vrf }

マルチキャスト ルーティング情報ベースを表示
します。

show ip mrm { interface | manager | status-report IP マルチキャスト ルーティング モニタ情報を
}
表示します。
show ip mroute [group-name | group-address]
[source] [ count | interface | proxy | pruned |
summary | verbose]

IP マルチキャスト ルーティング テーブルの内
容を表示します。

show ip msdp { count | peer | rpf-peer | sa-cache | Multicast Source Discovery Protocol（MSDP）情
summary | vrf }
報を表示します。
show ip multicast [ interface | limit | mpls |
redundancy | vrf ]

グローバル マルチキャスト情報を表示します。

show ip pim interface [type number] [count | detail PIM に対して設定されたインターフェイスに関
| df | stats ]
する情報を表示します。このコマンドは、すべ
てのソフトウェア イメージで使用できます。
show ip pim all-vrfs { tunnel }

すべての VRF を表示します。

show ip pim autorp

グローバル Auto-RP 情報を表示します。

show ip pim boundary [ type number ]

境界情報を表示します。

show ip pim bsr-router

ブートストラップ ルータ情報（バージョン 2）
を表示します。

show ip pim interface [ type number ]

PIM インターフェイスの情報を表示します。

show ip pim mdt [ bgp ]

マルチキャスト トンネル情報を表示します。
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コマンド

目的

show ip pim neighbor [type number]

スイッチによって検出された PIM ネイバーのリ
ストを示します。このコマンドは、すべてのソ
フトウェア イメージで使用できます。

show ip pim rp [group-name | group-address]

スパース モードのマルチキャスト グループに
関連付けられた RP ルータを表示します。この
コマンドは、すべてのソフトウェア イメージで
使用できます。

show ip pim rp-hash [group-name | group-address] 選択したグループに基づいて選択される RP を
表示します。
show ip pim tunnel [ tunnel | verbose ]

登録済みのトンネルを表示します。

show ip pim vrf name

VPN ルーティングおよび転送のインスタンスを
表示します。

show ip rpf {source-address | name}

スイッチのリバース パス転送（RPF）の実行方
法（ユニキャスト ルーティング テーブル、
DVMRP ルーティング テーブル、またはスタ
ティック マルチキャスト ルーティングのいず
れかから）を表示します。
コマンド パラメータは次のとおりです。
• Host name または IP address：IP 名または
グループ アドレス。
• Select：グループ ベースの VRF 選択情報。
• vrf：VPN ルーティング/転送インスタンス
を選択します。

show ip sap [group | “session-name” | detail]

Session Announcement Protocol（SAP）バージョ
ン 2 キャッシュを表示します。
コマンド パラメータは次のとおりです。
• A.B.C.D：IP グループ アドレス。
• WORD：セッション名（二重引用符で囲
む）。
• detail：セッションの詳細。
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IP マルチキャスト ルーティングのモニタ
次の表に示す特権 EXEC コマンドを使用すると、IP マルチキャスト ルータ、パケット、パスをモ
ニタできます。
表 43：IP マルチキャスト ルーティングをモニタするためのコマンド

コマンド

目的

mrinfo { [hostname | address] | vrf }

マルチキャスト ルータまたはマルチレ
イヤ スイッチにピアリングしている隣
接マルチキャスト デバイスについて問
い合わせます。

mstat { [hostname | address] | vrf }

IP マルチキャスト パケット速度および
損失情報を表示します。

mtrace { [hostname | address] | vrf }

指定されたグループのマルチキャスト
配信ツリーの送信元から宛先ブランチ
へのパスをトレースします。

IP マルチキャスト ルーティングの設定例
例：IP マルチキャスト境界の設定
次に、すべての管理用スコープのアドレスに対して境界を設定する例を示します。
Device(config)# access-list 1 deny 239.0.0.0 0.255.255.255
Device(config)# access-list 1 permit 224.0.0.0 15.255.255.255
Device(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Device(config-if)# ip multicast boundary 1

関連トピック
IP マルチキャスト境界の設定（CLI）, （369 ページ）
マルチキャスト境界, （357 ページ）
マルチキャスト グループの概念, （357 ページ）

例：mrinfo 要求への応答
ソフトウェアは、マルチキャストルーティングされたシステム、シスコルータ、およびマルチレ
イヤ スイッチ によって送信された mrinfo 要求に応答します。ソフトウェアはネイバーに関する
情報を、DVMRP トンネルおよびすべてのルーテッド インターフェイスを通して戻します。この
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情報にはメトリック（常に 1 に設定）、設定された TTL しきい値、インターフェイスのステータ
ス、および各種フラグが含まれます。次の例のように、mrinfo 特権 EXEC コマンドを使用し、
ルータまたは スイッチ 自体をクエリすることもできます。
Device# mrinfo
171.69.214.27 (mm1-7kd.cisco.com) [version cisco 11.1] [flags: PMS]:
171.69.214.27 -> 171.69.214.26 (mm1-r7kb.cisco.com) [1/0/pim/querier]
171.69.214.27 -> 171.69.214.25 (mm1-45a.cisco.com) [1/0/pim/querier]
171.69.214.33 -> 171.69.214.34 (mm1-45c.cisco.com) [1/0/pim]
171.69.214.137 -> 0.0.0.0 [1/0/pim/querier/down/leaf]
171.69.214.203 -> 0.0.0.0 [1/0/pim/querier/down/leaf]
171.69.214.18 -> 171.69.214.20 (mm1-45e.cisco.com) [1/0/pim]
171.69.214.18 -> 171.69.214.19 (mm1-45c.cisco.com) [1/0/pim]
171.69.214.18 -> 171.69.214.17 (mm1-45a.cisco.com) [1/0/pim]

IP マルチキャストの次の作業
次の設定を行えます。
• IGMP
• ワイヤレス マルチキャスト
• PIM
• SSM
• サービス検出ゲートウェイ

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

この章で使用するコマンドの完全な構文および IP Multicast Routing Command Reference（Catalyst
3850 Switches）
使用方法の詳細。
Multicast Source Discovery Protocol（MSDP）の
設定の詳細。

Routing Command Reference（Catalyst 3850
Switches）
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その他の参考資料

関連項目

マニュアル タイトル

プラットフォームに依存しない設定情報

• 『IP Multicast: PIM Configuration Guide,
Cisco IOS XE Release 3SE（Catalyst 3850
Switches）』
• 『IP Multicast: IGMP Configuration Guide,
Cisco IOS XE Release 3SE（Catalyst 3850
Switches）』
• IP Multicast: Multicast Optimization
Configuration Guide, Cisco IOS XE Release
3SE（Catalyst 3850 Switches）

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Commands List, All Releases』

Cisco IOS IP マルチキャスト コマンド

『Cisco IOS IP Multicast Command Reference』

エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

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

標準および RFC
標準/RFC

Title

RFC 1112

『Host Extensions for IP Multicasting』

RFC 2236

『Internet Group Management Protocol, Version 2』

RFC 4601

『Protocol-Independent Multicast-Sparse Mode (PIM-SM):
Protocol Specification』
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MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

シスコのテクニカル サポート
Link

説明

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

IP マルチキャストの機能履歴と情報
リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
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サービス検出ゲートウェイの設定
• 機能情報の確認, 381 ページ
• サービス検出ゲートウェイの設定に関する制約事項, 382 ページ
• サービス検出ゲートウェイおよび mDNS に関する情報, 382 ページ
• サービス検出ゲートウェイの設定方法, 386 ページ
• サービス検出ゲートウェイのモニタリング, 394 ページ
• 設定例, 394 ページ
• サービス キャッシュのモニタリング（GUI）, 397 ページ
• スタティック サービス キャッシュのモニタリング（GUI）, 398 ページ
• サービス検出ゲートウェイの設定の次の作業, 398 ページ
• その他の参考資料, 399 ページ
• サービス検出ゲートウェイの機能履歴と情報, 400 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

381

サービス検出ゲートウェイの設定に関する制約事項

サービス検出ゲートウェイの設定に関する制約事項
サービス検出ゲートウェイの設定に関する制約事項は次のとおりです。
• サービス検出ゲートウェイは、複数のホップによるトポロジをサポートしていません。すべ
てのネットワーク セグメントを直接接続する必要があります。サービス検出ゲートウェイ
は、接続されているすべてのセグメントからサービスを学習して、キャッシュを構築し、プ
ロキシとして動作する要求に応答できます。
• サードパーティ mDNS サーバまたはアプリケーションの使用は、この機能ではサポートされ
ていません。
• mDNS を実行している Cat4500sup8e MC (3.7) では、iOS7.0 を実行している iPhone と ipad で、
mDNS を介してプリント サービスにアクセスすると問題が発生する場合があります。

サービス検出ゲートウェイおよび mDNS に関する情報
mDNS
mDNS は設定不要を実現するために定義され、設定不要は次の機能を提供するものとして定義さ
れています。
• アドレッシング：ホストへの IP アドレスの割り当て
• ネーミング：IP アドレスの代わりに名前を使用したホストの参照
• サービス検出：ネットワークでの自動的なサービスの検索
mDNS を使用すると、ネットワーク ユーザは、ネットワーク上のサービスにアクセスするために
IPアドレスを割り当てたり、ホスト名を割り当てたり、名前を入力する必要がなくなります。ユー
ザが行うことは、利用可能なネットワーク サービスの表示を要求し、リストから選択することだ
けです。
mDNS では、DHCP/DHCPv6 または IPv4 および IPv6 リンク ローカル スコープ アドレスの使用を
通じてアドレッシングが実行されます。設定不要の利点が生じるのは、DHCP や DNS のようなイ
ンフラストラクチャサービスが存在せず、自分で割り当てたリンクローカルアドレッシングを使
用できる場合です。その結果、クライアントは、リンクローカル範囲（169.254.0.0/24）内でラン
ダムな IPv4 アドレスを選択するか、またはその IPv6 リンクローカル アドレス（FE80::/10）を使
用して通信を行うことができます。
mDNS では、ネーミング（mDNS を使用したローカル ネットワークでの名前/アドレス変換）クエ
リはリンクローカル スコープ IP マルチキャストを使用してローカル ネットワークを介して送信
されます。これらの DNS クエリはマルチキャスト アドレス（IPv4 アドレス 224.0.0.251 または
IPv6 アドレス FF02::FB）に送信されるため、クエリへの応答にグローバルな知識を持つ単一の
DNS サーバは必要ありません。サービスまたはデバイスは、認識しているサービスに関するクエ
リを確認すると、キャッシュからの情報が含まれた DNS 応答を提供します。
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mDNS では、サービス検出はブラウジングによって実行されます。mDNS クエリは、特定のサー
ビス タイプとドメインに応じて送信され、一致するサービスを認識しているデバイスがサービス
情報を返します。その結果は利用可能なサービスのリストからなり、ユーザはそのリストから選
択できます。
mDNS プロトコル（mDNS-RFC）を DNS サービス検出（DNS-SD-RFC）とともに使用すると、ア
ドレッシング、ネーミング、およびサービス検出の設定が不要になります。

mDNS-SD
マルチキャスト DNS サービス検出（mDNS-SD）は、DNS プロトコル セマンティックおよびウェ
ルノウンマルチキャストアドレス経由のマルチキャストを使用して、設定不要のサービス検出を
実現します。DNS パケットは、マルチキャスト アドレス 224.0.0.251 とその IPv6 相当の FF02::FB
を使用してポート 5353 上で送受信されます。
mDNS はリンクローカル マルチキャスト アドレスを使用するため、その範囲は 1 つの物理 LAN
または論理的 LAN に制限されます。ネットワーキングの範囲を分散したキャンパス、またはさま
ざまな多数のネットワーク テクノロジーで構成される広域環境に拡張する必要がある場合は、
mDNS ゲートウェイが実装されます。mDNS ゲートウェイでは、1 つのレイヤ 3 ドメインから別
のドメインへのサービスのフィルタリング、キャッシング、および再配布を行うことで、レイヤ
3 境界間での mDNS パケットの転送を行うことができます。
ワイヤレス クライアントの mDNS-SD の検討事項
• mDNS パケットは、IP アドレスがない可能性があるレイヤ 3 インターフェイスから送信でき
ます。
• multicast-multicast モードが有効になっている場合、mDNS マルチキャスト IP およびマルチ
キャスト MAC を持つパケットは、マルチキャスト CAPWAP トンネルで送信されます。マル
チキャスト CAPWAP トンネルは、各 AP CAPWAP トンネル用に生成される必要があるマル
チキャスト パケットのコピー数を減らすために使用される特別な CAPWAP トンネルです。
マルチキャスト CAPWAP トンネル上でパケットを送信するには、外部の IP ヘッダーをすべ
ての AP が登録しているマルチキャスト CAPWAP トンネルのアドレス宛てにする必要があり
ます。
• すべての mDNS パケット処理は、ローミングされたクライアント用の外部スイッチで実行さ
れます。外部スイッチは、ローミングされたワイヤレス クライアントが実際に接続されてい
る新しいスイッチであり、接続ポイントと呼ばれます。

サービス検出ゲートウェイ
サービス検出ゲートウェイ機能により、マルチキャスト ドメイン ネーム システム（mDNS）は、
レイヤ 3の境界を越えて（異なるサブネットで）動作します。mDNS ゲートウェイでは、1 つのレ
イヤ 3 ドメイン（サブネット）から別のドメインへのサービスのフィルタリング、キャッシング、
および再配布を行うことで、レイヤ 3 境界間でのサービス検出の転送を行うことができます。こ
の機能が実装される前は、リンクローカルスコープのマルチキャストアドレスを使用していたた
め、mDNS は 1 サブネット内に範囲が制限されていました。この機能により、Bring Your Own
Device（BYOD）が強化されます。
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関連トピック
サービス リストの設定（CLI）, （386 ページ）
例：サービス リストの作成、フィルタの適用およびパラメータの設定, （395 ページ）
mDNS ゲートウェイの有効化とサービスの再配布（CLI）, （390 ページ）
例：発信 mDNS パケットに対する代替送信元インターフェイスの指定, （394 ページ）
例：サービス アナウンスメントの再配布, （395 ページ）
例：ワイヤレス クライアントに対する mDNS パケットのブリッジングの無効化, （395 ペー
ジ）
例：mDNS ゲートウェイの有効化とサービスの再配布, （396 ページ）
例：グローバル mDNS 設定, （396 ページ）
例：インターフェイス mDNS 設定, （396 ページ）

mDNS ゲートウェイとサブネット
サービス検出をサブネット間で動作させるには、mDNS ゲートウェイを有効にする必要がありま
す。mDNS ゲートウェイは、デバイスまたはインターフェイスに対してイネーブルにできます。

（注）

インターフェイス レベルで設定する前に、グローバルにサービスを設定する必要があります。
デバイスまたはインターフェイスを有効にした後、サブネット間にサービス検出情報を再配布で
きます。サービス ポリシーを作成し、着信サービス検出情報（インバウンド（IN）フィルタリン
グと呼ぶ）または発信サービス検出情報（アウトバウンド（OUT）フィルタリングと呼ぶ）に対
してフィルタを適用できます。

（注）

再配布がグローバルに有効になっている場合は、グローバル コンフィギュレーションがイン
ターフェイス コンフィギュレーションよりも優先順位が高くなります。

たとえば、mDNS ゲートウェイ機能がこの図のルータで有効になっている場合は、サービス情報
を 1 つのサブネットから別のサブネットに送信することができ、その逆も同様です。たとえば、
IP アドレス 192.0.2.6 のネットワークでアドバタイズされているプリンタとファクスのサービス情
報は、IP アドレス 198.51.100.4 のネットワークに再配布されます。IP アドレス 192.0.2.6 のネット
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ワーク内のプリンタとファクスのサービス情報は、他のネットワーク内の mDNS 対応ホストとデ
バイスによって学習されます。
図 14：サンプルのネットワーク シナリオ

フィルタリング
mDNS ゲートウェイとサブネットを設定した後、再配布するサービスをフィルタリングできます。
サービス リストを作成するときは、permit または deny コマンド オプションが使用されます。
• permit コマンド オプションを使用すると、特定のサービス リスト情報を許可したり転送し
たりできます。
• deny オプションを使用すると、他のサブネットに転送可能なサービス リスト情報を拒否す
ることができます。
permit または deny コマンド オプションを使用する場合は、シーケンス番号を含める必要があり
ます。同じサービス リスト名を複数のシーケンス番号に関連付けることができ、各シーケンス番
号はルールにマッピングされます。

（注）

フィルタが設定されていない場合、デフォルトのアクションは、デバイスまたはインターフェ
イスを通して転送されるサービス リスト情報を拒否することです。
クエリは、サービスリストを作成する際に提供される別のオプションです。サービスリストを使
用してクエリを作成できます。サービスについて参照する場合は、アクティブなクエリを使用で
きます。この機能は、キャッシュ内で更新されたレコードを保持するのに役立ちます。

（注）

アクティブなクエリはグローバルでのみ使用でき、インターフェイス レベルでは使用できま
せん。
サービスが起動すると、サービス エンドポイント（プリンタ、ファックスなど）は非請求アナウ
ンスメントを送信します。その後、ネットワーク変更イベント（インターフェイスの表示や消去
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など）が発生するたびに、非請求アナウンスメントを送信します。デバイスは必ずクエリに応答
します。
サービス リストを作成し、permit または deny コマンド オプションを使用した後、service-instance、
service-type または message-type に基づいて、match ステートメント（コマンド）を使用してフィル
タリングできます（アナウンスメントまたはクエリ）。
関連トピック
サービス リストの設定（CLI）, （386 ページ）
例：サービス リストの作成、フィルタの適用およびパラメータの設定, （395 ページ）
mDNS ゲートウェイの有効化とサービスの再配布（CLI）, （390 ページ）
例：発信 mDNS パケットに対する代替送信元インターフェイスの指定, （394 ページ）
例：サービス アナウンスメントの再配布, （395 ページ）
例：ワイヤレス クライアントに対する mDNS パケットのブリッジングの無効化, （395 ペー
ジ）
例：mDNS ゲートウェイの有効化とサービスの再配布, （396 ページ）
例：グローバル mDNS 設定, （396 ページ）
例：インターフェイス mDNS 設定, （396 ページ）

サービス検出ゲートウェイの設定方法
サービス リストの設定（CLI）
次の手順では、サービス リストを作成し、サービス リストにフィルタを適用して、サービス リ
スト名のパラメータを設定する方法について説明します。

手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステッ
プ2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal
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ステッ
プ3

コマンドまたはアクション

目的

service-list mdns-sd
service-list-name {deny
sequence-number | permit
sequence-number | query}

mDNS サービス検出サービス リスト モードを開始しま
す。このモードでは、次の操作を実行できます。

例：
Device(config)#
service-list mdns-sd sl1
permit 3
Device(config)#
service-list mdns-sd sl4
query

ステッ
プ4

• サービス リストを作成し、シーケンス番号に適用さ
れた permit または deny オプションに従って、サー
ビス リストにフィルタを適用します。
• query オプションを使用している場合は、サービス
リストを作成し、サービス リスト名のクエリを関連
付けます。
（注）

シーケンス番号は、ルールの優先順位を設定す
るものです。低いシーケンス番号を持つルール
が最初に選択され、サービス アナウンスメント
またはクエリがそれに応じて許可または拒否さ
れます。ネットワーク要件によってシーケンス
番号を定義します。

match message-type
（任意）照合するメッセージ タイプを設定します。次の
{announcement | any | query} メッセージ タイプを照合できます。
例：
Device(config-mdns-sd-sl)#
match message-type
announcement

• announcement
• any
• query
これらのコマンドでは、ステップ 2 で作成されたサービ
ス リスト名に対するパラメータが設定されます。
match message-type がアナウンスメントの場合、サービ
ス リストのルールでは、デバイスに対するサービス アド
バタイズメントまたはアナウンスメントのみが許可され
ます。match message-type がクエリの場合は、ネットワー
ク内の特定のサービスに対するクライアントからのクエ
リのみが許可されます。
異なるシーケンス番号を持つ同じ名前の複数のサービス
マップを作成することができ、フィルタの評価順序はシー
ケンス番号に基づきます。サービス リストは、それぞれ
が許可または拒否の結果を持つ個々の文を一定の順序で
並べたものです。サービス リストの評価は、事前に定義
された順序でのリストのスキャンと、一致する各文の基
準の評価で構成されています。リストのスキャンは、文
の一致が初めて見つかり、その文に関連付けられたアク
ション permit または deny が実行されると停止します。リ
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コマンドまたはアクション

目的
スト全体をスキャンした後のデフォルトのアクションは
deny です。
（注）

ステッ
プ5

前のステップで query オプションを使用してい
た場合は、match コマンドは使用できません。
match コマンドは、permit または deny オプショ
ンでのみ使用できます。

match service-instance { LINE （任意）照合するサービス インスタンスを設定します。
}
このコマンドでは、ステップ 2 で作成されたサービス リ
スト名に対するパラメータが設定されます。
例：

Device(config-mdns-sd-sl)##
match service-instance
servInst 1

ステッ
プ6

match service-type {LINE }
例：

（注）

前のステップで query オプションを使用してい
た場合は、match コマンドは使用できません。
match コマンドは、permit または deny オプショ
ンでのみ使用できます。

（任意）照合する mDNS サービス タイプ文字列の値を設
定します。
このコマンドでは、ステップ 2 で作成されたサービス リ

Device(config-mdns-sd-sl)# スト名に対するパラメータが設定されます。
match service-type
_ipp._tcp
（注）
前のステップで query オプションを使用してい

た場合は、match コマンドは使用できません。
match コマンドは、permit または deny オプショ
ンでのみ使用できます。
ステッ
プ7

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-mdns-sd-sl)#
end

次の作業
mDNS ゲートウェイを有効にして、サービスの再配布に進みます。
関連トピック
サービス検出ゲートウェイ, （383 ページ）
フィルタリング, （385 ページ）
例：サービス リストの作成、フィルタの適用およびパラメータの設定, （395 ページ）
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サービス リストの設定（GUI）
手順
ステップ 1

[Configuration] > [Controller] > [mDNS] > [Static Service] を選択します。

ステップ 2

[Create Service] をクリックします。
[Service List] > [Create Service] ページが表示されます。

ステップ 3

[Service List Name] テキスト ボックスに、サービス リスト名を入力します。

ステップ 4

[Service rule] ドロップダウン リストで、次のオプションから選択します。
• [permit]：サービス リストを許可します。
• [deny]：サービス リストを拒否します。

ステップ 5

[Sequence number] テキスト ボックスに、ルールの優先度を入力します。
低いシーケンス番号を持つルールが最初に選択され、サービス アナウンスメントまたはクエリが
それに応じて許可または拒否されます。ネットワーク要件によってシーケンス番号を定義します。

ステップ 6

[Message type] ドロップダウン リストで、照合するメッセージ タイプを次のオプションから選択
します。
• [announcement]：サービス リストのルールは、デバイスに対するサービス アドバタイズメン
トまたはアナウンスメントのみを許可します。
• [query]：サービス リストのルールは、ネットワーク内のサービスに対するクライアントから
のクエリのみを許可します。
• [any]：サービス リストのルールは、任意のタイプのメッセージを許可します。
異なるシーケンス番号を持つ同じ名前の複数のサービス マップを作成することができ、フィルタ
の評価順序はシーケンス番号に基づきます。サービス リストは、それぞれが許可または拒否の結
果を持つ個々の文を一定の順序で並べたものです。サービス リストの評価は、事前に定義された
順序でのリストのスキャンと、一致する各文の基準の評価で構成されています。リストのスキャ
ンは、文の一致が初めて見つかり、その文に関連付けられたアクション permit または deny が実行
されると停止します。リスト全体をスキャンした後のデフォルトのアクションは deny です。

ステップ 7

[Service instance] テキスト ボックスに、照合するサービス インスタンスを入力します。

ステップ 8

[Custom] テキスト ボックスに、照合する mDNS サービス タイプの文字列を入力します。
[Learned Service] ボックスに、[Configuration] > [Controller] > [mDNS] > [Global] に移動して設定し
た、学習済みサービス タイプの有効化の後に追加されるサービスが表示されます。たとえば、
_roap._tcp.local などです。[Selected Service] ボックスに、mDNS サービスに選択している学習済み
サービスが表示されます。

ステップ 9

[Apply] をクリックします。

ステップ 10

[Save Configuration] をクリックします。
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次の作業
mDNS ゲートウェイを有効にして、サービスの再配布に進みます。

mDNS ゲートウェイの有効化とサービスの再配布（CLI）
デバイスに対して mDNS ゲートウェイをイネーブルにしたら、フィルタ（インバウンド（IN）
フィルタリングまたはアウトバウンド（OUT）フィルタリングを適用）およびアクティブなクエ
リを、それぞれ service-policy コマンドと service-policy-query コマンドを使用して適用できます。
redistribute mdns-sd コマンドを使用して、サービスおよびサービス アナウンスメントを再配布で
き、cache-memory-max コマンドを使用して、システム メモリの一部をキャッシュ用に設定でき
ます。

（注）

デフォルトでは、mDNS ゲートウェイはすべてのインターフェイスでディセーブルです。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

例：

デバイスに対して mDNS ゲートウェイ機能をイネー
ブルにし、マルチキャスト DNS コンフィギュレー
ション（config-mdns）モードを開始します。

Device (config)#

（注）

service-routing mdns-sd

（注）

このコマンドは、mDNS 機能をグローバ
ルに有効にします。
発信インターフェイスに何も設定されてい
ない場合にその IP アドレスを使用できる
ように、発信 mDNS パケットに代替送信
元インターフェイスを指定するには、グ
ローバル コンフィギュレーション モード
またはインターフェイスコンフィギュレー
ション モードで service-routing mdns-sd
source-interface if-name コマンドを入力し
ます。
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コマンドまたはアクション

目的

service-routing mdns-sd

ステップ 4

service-policy
（任意）サービス リストで、フィルタを着信サービ
service-policy-name {IN | OUT} ス検出情報（インバウンド（IN）フィルタリング）
または発信サービス ディスカバリ情報（アウトバウ
例：
ンド（OUT）フィルタリング）に対して適用しま
す。
Device (config-mdns)#
service-policy serv-pol1 IN

ステップ 5

redistribute mdns-sd
例：

（任意）サブネット全体にサービスやサービス アナ
ウンスメントを再配布します。
（注）

Device (config-mdns)#
redistribute mdns-sd

ステップ 6

cache-memory-max
cache-config-percentage

Device (config-mdns)#
cache-memory-max 20

ステップ 7

（任意）システム メモリの一部を（パーセンテージ
単位で）キャッシュ用に設定します。
（注）

例：

service-policy-query
service-list-query-name
service-list-query-periodicity

再配布がグローバルに有効になっている
場合は、グローバル コンフィギュレー
ションがインターフェイス コンフィギュ
レーションよりも優先順位が高くなりま
す。

デフォルトでは、システム メモリの 10%
がキャッシュ用に取り分けられます。デ
フォルト値は、次のコマンドを使用して
オーバーライドできます。

（任意）サービス リスト クエリの周期性を設定し
ます。

例：
Device (config-mdns)#
service-policy-query
sl-query1 100

ステップ 8

（任意）グローバル コンフィギュレーション モー
ドに戻ります。

exit
例：
Device (config-mdns)#exit

ステップ 9

（任意）ワイヤレス イーサネット マルチキャスト
のサポートを有効にします。

wireless multicast
例：
Device (config)#

wireless

multicast
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ステップ 10

コマンドまたはアクション

目的

no wireless mdns-bridging

（任意）ワイヤレス クライアントへの mDNS パケッ
トのブリッジングを無効にします。

例：
Device (config)#

no wireless

mdns-bridging
ステップ 11

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

関連トピック
サービス検出ゲートウェイ, （383 ページ）
フィルタリング, （385 ページ）
例：発信 mDNS パケットに対する代替送信元インターフェイスの指定, （394 ページ）
例：サービス アナウンスメントの再配布, （395 ページ）
例：ワイヤレス クライアントに対する mDNS パケットのブリッジングの無効化, （395 ペー
ジ）
例：mDNS ゲートウェイの有効化とサービスの再配布, （396 ページ）
例：グローバル mDNS 設定, （396 ページ）
例：インターフェイス mDNS 設定, （396 ページ）

インターフェイス サービス ルールの設定（GUI）
手順
ステップ 1

[Configuration] > [Controller] > [mDNS] > [Interface] を選択します。

ステップ 2

インターフェイス名をクリックします。
[Interface Service Rules] ページが表示されます。
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ステップ 3

[Service Policy IN] ドロップダウン リストから、着信 mDNS メッセージに適用するサービス ポリ
シーを選択します。

ステップ 4

[Service Policy OUT] ドロップダウン リストから、発信 mDNS メッセージに適用するサービス ポ
リシーを選択します。

ステップ 5

1 つのインターフェイスで受信したサービス アナウンスメントを、すべてのインターフェイスま
たは特定のインターフェイスに再配布することを有効または無効にするには、[Redistribution]チェッ
クボックスをオンまたはオフにします。

ステップ 6

[Apply] をクリックします。

ステップ 7

[Save Configuration] をクリックします。

mDNS グローバル ルールの設定（GUI）
手順
ステップ 1

[Configuration] > [Controller] > [mDNS] > [Global] を選択します。

ステップ 2

[mDNS gateway] チェックボックスをオンにします。

ステップ 3

スイッチを指定したゲートウェイとして設定し、プロキシミティルールを適用するには、次の手
順を実行します。
a) [Advanced] タブをクリックします。
b) [Self Designated Gateway] チェックボックスをオンまたはオフにします。
c) [Proximity] の下の [Max Services Option] ボックスに、近接している特定のサービス タイプでサ
ポートされるデバイスの最大数を入力します。有効な範囲は、1 ～ 100 です。
d) [Service List Active Query] ドロップダウン リストから、プロキシミティ用にフィルタ処理され
るサービスを選択します。
[Create New] を選択して、サービス リスト名を指定することで、カスタム サービス リストを
作成できます。
e) [New] をクリックしてサービス タイプを追加し、[Service Type] ドロップダウンリストから、追
加するサービス タイプを選択し、[OK] をクリックします。
フィールドの説明については、オンライン ヘルプを参照してください。

ステップ 4

[Learn Service] ドロップダウン リストで、次のオプションから選択します。
• [Enable]：スイッチ がすべてのアナウンスされたサービスを学習できるようにします。これ
は、タイプ GUI-permit-all のサービス ポリシー IN を使用することで、およびタイプ GUI-deny-all
のサービス ポリシー OUT において、すべてのアナウンスメント/クエリを有効にすることで
サービスを学習するのに使用されます。
• [Disable]：すべてのトラフィック IN および OUT を拒否します。これは、タイプ GUI-deny-all
のサービス ポリシー IN を使用することで、およびタイプ GUI-deny-all のサービス ポリシー
OUT において、すべてのアナウンスメント/クエリを無効にすることでサービスを拒否する
のに使用されます。
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• [Custom]：独自の IN および OUT ポリシーを設定できます。これを使用して、カスタム サー
ビス リストを定義できます。
ステップ 5

[Apply] をクリックします。

ステップ 6

[Save Configuration] をクリックします。

サービス検出ゲートウェイのモニタリング
表 44：サービス検出ゲートウェイのモニタリング

コマンド

目的

show mdns requests [detail | name record-name|
type record-type [ name record-name]]

このコマンドは、レコード名とレコード タイプ
情報を含む、未処理の mDNS 要求についての情
報を表示します。

show mdns cache [interface type number | name
record-name [type record-type]| type record-type]

このコマンドにより、mDNS キャッシュ情報が
表示されます。

show mdns statistics {all | service-list list-name |
service-policy {all | interface type number }}

次のコマンドでは、mDNS の統計情報が表示さ
れます。

設定例
例：発信 mDNS パケットに対する代替送信元インターフェイスの指定
次の例に、発信インターフェイスに何も設定されていない場合にその IP アドレスを使用できるよ
うに、発信 mDNS パケットに代替送信元インターフェイスを指定する方法を示します。
Device(config)# service-routing mdns-sd
Device(config-mdns)# source-interface if-name

関連トピック
mDNS ゲートウェイの有効化とサービスの再配布（CLI）, （390 ページ）
サービス検出ゲートウェイ, （383 ページ）
フィルタリング, （385 ページ）
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例：サービス アナウンスメントの再配布
次の例に、1 つのインターフェイスで受信されたサービス アナウンスメントをすべてのインター
フェイスまたは特定のインターフェイスに再配布する方法を示します。
Device(config)# service-routing mdns-sd
Device(config-mdns)# Redistribute mdns-sd if-name

関連トピック
mDNS ゲートウェイの有効化とサービスの再配布（CLI）, （390 ページ）
サービス検出ゲートウェイ, （383 ページ）
フィルタリング, （385 ページ）

例：ワイヤレス クライアントに対する mDNS パケットのブリッジングの無効化
次の例では、ワイヤレス クライアントに対する mDNS パケットのブリッジングを無効にする方法
について説明します。
Device(config)# wireless multicast
Device(config)# no wireless mdns-bridging

関連トピック
mDNS ゲートウェイの有効化とサービスの再配布（CLI）, （390 ページ）
サービス検出ゲートウェイ, （383 ページ）
フィルタリング, （385 ページ）

例：サービス リストの作成、フィルタの適用およびパラメータの設定
以下の例は、サービス リスト sl1 の作成を示しています。permit コマンド オプションはシーケン
ス番号 3 で適用され、メッセージ タイプがアナウンスメントであるすべてのサービスがフィルタ
処理され、デバイスに関連するさまざまなサブネット間で転送できるようになります。
Device# configure terminal
Device(config)# service-list mdns-sd sl1 permit 3
Device(config-mdns-sd-sl)#match message-type announcement
Device(config-mdns)# exit

関連トピック
サービス リストの設定（CLI）, （386 ページ）
サービス検出ゲートウェイ, （383 ページ）
フィルタリング, （385 ページ）
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例：mDNS ゲートウェイの有効化とサービスの再配布
次の例に、デバイスの mDNS ゲートウェイを有効にして、サブネット間のサービスの再配布を有
効にする方法を示します。インバウンド フィルタリングは、サービス リスト serv-pol1 に適用さ
れます。システム メモリの 20% をキャッシュに使用でき、サービス リスト クエリの周期性は 100
秒に設定されています。
Device# configure terminal
Device# service-routing mdns-sd
Device(config-mdns)# service-policy serv-pol1 IN
Device(config-mdns)# redistribute mdns-sd
Device(config-mdns)# cache-memory-max 20
Device(config-mdns)# service-policy-query sl-query1 100
Device(config-mdns)# exit

関連トピック
mDNS ゲートウェイの有効化とサービスの再配布（CLI）, （390 ページ）
サービス検出ゲートウェイ, （383 ページ）
フィルタリング, （385 ページ）

例：グローバル mDNS 設定
次に、mDNS をグローバルに設定する例を示します。

Device# configure terminal
Device(config)# service-list mdns-sd mypermit-all permit 10
Device(config-mdns-sd-s1)# exit
Device(config)# service-list mdns-sd querier query
Device(config-mdns-sd-s1)# service-type _dns._udp
Device(config-mdns-sd-s1)# end
Device# configure terminal
Device(config)# service-routing mdns-sd
Device(config-mdns)# service-policy mypermit-all IN
Device(config-mdns)# service-policy mypermit-all OUT

関連トピック
mDNS ゲートウェイの有効化とサービスの再配布（CLI）, （390 ページ）
サービス検出ゲートウェイ, （383 ページ）
フィルタリング, （385 ページ）

例：インターフェイス mDNS 設定
次に、インターフェイスに mDNS を設定する例を示します。
Device(config)#interface Vlan136
Device(config-if)# description *** Mgmt VLAN ***
Device(config-if)# ip address 9.7.136.10 255.255.255.0
Device(config-if)# ip helper-address 9.1.0.100
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Device(config-if)# service-routing mdns-sd
Device(config-if-mdns-sd)# service-policy mypermit-all IN
Device(config-if-mdns-sd)# service-policy mypermit-all OUT
Device(config-if-mdns-sd)# service-policy-query querier 60

関連トピック
mDNS ゲートウェイの有効化とサービスの再配布（CLI）, （390 ページ）
サービス検出ゲートウェイ, （383 ページ）
フィルタリング, （385 ページ）

サービス キャッシュのモニタリング（GUI）
サービス プロバイダーのドメイン名およびその他の詳細を表示するには、[Monitor] > [Controller]
> [mDNS] > [Service Cache] をクリックします。
各サービス アドバタイズメントには、サービス プロバイダーのドメイン名を IP アドレスにマッ
ピングするレコードが含まれています。次のパラメータの詳細が表示されます。
名前

各サービス プロバイダーのマシンに割り当てら
れているホスト名を表示します。

VLAN ID

サービス プロバイダーの LAN ID を表示しま
す。

MAC ID

サービス プロバイダーのマシンの MAC アドレ
スを表示します。

TTL

サービス プロバイダーによって提供されるサー
ビスの有効性を決定する存続可能時間（TTL）
値（秒単位）を表示します。TTL が期限切れに
なると、サービス プロバイダーは スイッチ か
ら削除されます。

Remaining

サービス プロバイダーが スイッチ から削除さ
れるまでの残り時間（秒単位）を表示します。

タイプ

サービス タイプ レコードを表示します。値は
次のとおりです。
• PTR
• TXT
• SRV

RR Record Data

IP アドレス、アナウンスされるサービスのサー
ビス名を表示します。
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スタティック サービス キャッシュのモニタリング（GUI）
サービス プロバイダーのドメイン名およびその他の詳細を表示するには、[Monitor] > [Controller]
> [mDNS] > [Static Service Cache] をクリックします。
各サービス アドバタイズメントには、サービス プロバイダーのドメイン名を IP アドレスにマッ
ピングするレコードが含まれています。次のパラメータの詳細が表示されます。
名前

各サービス プロバイダーのマシンに割り当てら
れているホスト名を表示します。

VLAN ID

サービス プロバイダーの LAN ID を表示しま
す。

MAC ID

サービス プロバイダーのマシンの MAC アドレ
スを表示します。

TTL

サービス プロバイダーによって提供されるサー
ビスの有効性を決定する存続可能時間（TTL）
値（秒単位）を表示します。TTL が期限切れに
なると、サービス プロバイダーは スイッチ か
ら削除されます。

Remaining

サービス プロバイダーが スイッチ から削除さ
れるまでの残り時間（秒単位）を表示します。

タイプ

サービス タイプ レコードを表示します。値は
次のとおりです。
• PTR
• TXT
• SRV

RR Record Data

IP アドレス、アナウンスされるサービスのサー
ビス名を表示します。

サービス検出ゲートウェイの設定の次の作業
次の設定を行えます。
• IGMP
• ワイヤレス マルチキャスト
• PIM
• SSM
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その他の参考資料

• IP マルチキャスト ルーティング

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

DNS の設定

IP Addressing: DNS Configuration Guide, Cisco IOS
XE Release 3SE

DNS の概念情報

『IP Addressing: DNS Configuration Guide, Cisco
IOS XE Release 3SE』の「Information About
DNS」の項

プラットフォームに依存しない設定情報

IP Addressing: DNS Configuration Guide, Cisco IOS
XE Release 3SE

エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

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

標準および RFC
標準/RFC

Title

RFC 6763

『DNS-Based Service Discovery』

マルチキャスト DNS インターネット（ドラフ
ト）

マルチキャスト
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MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

シスコのテクニカル サポート
説明

Link

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

サービス検出ゲートウェイの機能履歴と情報
リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
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• MLD スヌーピングの設定, 403 ページ
• IPv6 ユニキャスト ルーティングの設定, 421 ページ
• IPv6 クライアント IP アドレス ラーニングの設定, 457 ページ
• IPv6 WLAN セキュリティの設定, 483 ページ
• IPv6 ACL の設定, 505 ページ
• IPv6 Web 認証の設定, 525 ページ
• IPv6 クライアント モビリティの設定, 537 ページ
• IPv6 モビリティの設定, 547 ページ
• IPv6 NetFlow の設定, 553 ページ
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章

MLD スヌーピングの設定
このモジュールには、MLD スヌーピングの設定の詳細が含まれています。
• 機能情報の確認, 403 ページ
• IPv6 MLD スヌーピングの設定に関する情報, 403 ページ
• IPv6 MLD スヌーピングの設定方法, 409 ページ
• MLD スヌーピング情報の表示, 418 ページ
• MLD スヌーピングの設定例, 419 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

IPv6 MLD スヌーピングの設定に関する情報
（注）

この IPv6 MLD スヌーピングを使用するには、スイッチが LAN Base イメージを実行している
必要があります。
スイッチ上で Multicast Listener Discovery（MLD）スヌーピングを使用して、スイッチド ネット
ワーク内のクライアントおよびルータに IP Version 6（IPv6）マルチキャスト データを効率的に配
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信することができます。特に明記しない限り、スイッチという用語は、スタンドアロン スイッチ
およびスイッチ スタックを指します。

（注）

スタック構成をサポートしているのは、LAN Base イメージを実行している Catalyst 2960-X ス
イッチだけです。

（注）

IPv6 を使用するには、デュアル IPv4 および IPv6 スイッチング データベース管理（SDM）テ
ンプレートがスイッチに設定されている必要があります。
LAN ベース フィーチャ セットが稼働しているスイッチでは、ルーティング テンプレートはサ
ポートされません。

（注）

この章で使用するコマンドの構文および使用方法の詳細については、このリリースに対応する
コマンド リファレンスまたは手順に記載された Cisco IOS のマニュアルを参照してください。

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

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
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スイッチは MLDv1 プロトコル パケットと MLDv2 プロトコル パケットの両方でスヌーピングで
き、IPv6 宛先マルチキャスト アドレスに基づいて IPv6 マルチキャスト データをブリッジングし
ます。

（注）

スイッチは、IPv6 送信元および宛先マルチキャスト アドレスベースの転送を設定する MLDv2
拡張スヌーピングをサポートしません。
MLD スヌーピングは、グローバルまたは VLAN 単位でイネーブルまたはディセーブルに設定で
きます。MLD スヌーピングがイネーブルの場合、VLAN 単位の IPv6 マルチキャスト アドレス
テーブルはソフトウェアおよびハードウェアで構築されます。その後、スイッチはハードウェア
で IPv6 マルチキャストアドレスに基づくブリッジングを実行します。
IPv6 マルチキャスト標準に従い、スイッチは自身の MAC アドレスの下位 4 オクテットと MAC ア
ドレス 33:33:00:00:00:00 の論理 OR を実行して、MAC マルチキャストアドレスを抽出します。た
とえば、IPv6 の MAC アドレス FF02:DEAD:BEEF:1:3 は、イーサネットの MAC アドレス
33:33:00:01:00:03 にマッピングされます。
IPv6 宛先アドレスと MAC 宛先アドレスが一致しない場合、マルチキャスト パケットは一致しま
せん。スイッチは、一致しないパケットをハードウェア ベースの MAC アドレス テーブルによっ
て転送します。MAC 宛先アドレスが MAC アドレス テーブルにない場合、スイッチは受信した
ポートと同じ VLAN 内のすべてのポートにパケットをフラッディングします。

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

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

（注）

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

マルチキャスト クライアント エージングの堅牢性
クエリー数に基づいて、アドレスからのポート メンバーシップの削除を設定できます。1 つのア
ドレスに対するメンバーシップからポートが削除されるのは、設定された数のクエリーに関して
ポート上のアドレスに対するレポートがない場合のみです。デフォルトの回数は 2 回です。

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

MLD レポート
MLDv1 join メッセージは、本質的には IGMPv2 と同じように処理されます。IPv6 マルチキャスト
ルータが VLAN で検出されない場合は、レポートが処理されないか、またはスイッチから転送さ
れません。IPv6 マルチキャスト ルータが検出され、MLDv1 レポートが受信されると、IPv6 マル
チキャスト グループ アドレスが VLAN の MLD データベースに入力されます。その後、VLAN 内
のグループに対するすべての IPv6 マルチキャスト トラフィックが、このアドレスを使用して転送
されます。MLD スヌーピングがディセーブルの場合、レポートは入力 VLAN でフラッディング
されます。
MLD スヌーピングがイネーブルの場合は、MLD レポート抑制（リスナー メッセージ抑制）は自
動的にイネーブルになります。レポート抑制により、スイッチはグループで受信された最初の
MLDv1 レポートを IPv6 マルチキャスト ルータに転送します。グループのそれ以降のレポートは
ルータに送信されません。MLD スヌーピングがディセーブルの場合は、レポート抑制がディセー
ブルになり、すべての MLDv1 レポートは入力 VLAN にフラッディングされます。
スイッチは、MLDv1 プロキシ レポーティングもサポートします。MLDv1 MASQ が受信される
と、スイッチに他のポートのグループが存在する場合、およびクエリーを受信したポートとアド
レスの最後のメンバ ポートが異なる場合は、スイッチはクエリーを受信したアドレスに関する
MLDv1 レポートで応答します。

MLD Done メッセージおよび即時脱退
即時脱退機能がイネーブルの場合にホストが MLDv1 Done メッセージ（IGMP Leave メッセージと
同等）を送信すると、Done メッセージを受信したポートはグループからただちに削除されます。
VLAN で即時脱退をイネーブルにする場合は（IGMP スヌーピングと同様に）、ポートに単一の
ホストが接続されている VLAN でのみこの機能を使用します。ポートがグループの最後のメンバ
である場合、グループも削除され、検出された IPv6 マルチキャスト ルータに脱退情報が転送され
ます。
VLAN で即時脱退がイネーブルでない場合に（1 つのポート上にグループのクライアントが複数
ある場合）、Done メッセージがポートで受信されると、このポートで MASQ が生成されます。
ユーザは、既存アドレスのポート メンバーシップが削除される時期を MASQ 数の観点から制御で
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きます。アドレスに対するメンバーシップからポートが削除されるのは、設定された数のクエリー
に関してポート上のアドレスに対する MLDv1 レポートがない場合です。
生成される MASQ 数は、ipv6 mld snooping last-listener-query count グローバル コンフィギュレー
ション コマンドにより設定されます。デフォルトの回数は 2 回です。
MASQ は、Done メッセージが送信された IPv6 マルチキャスト アドレスに送信されます。スイッ
チの最大応答時間内に MASQ で指定された IPv6 マルチキャスト アドレスにレポートが送信され
なければ、MASQ が送信されたポートは IPv6 マルチキャスト アドレス データベースから削除さ
れます。最大応答時間は、ipv6 mld snooping last-listener-query-interval グローバル コンフィギュ
レーションコマンドにより設定します。削除されたポートがマルチキャストアドレスの最後のメ
ンバである場合は、マルチキャスト アドレスも削除され、スイッチは検出されたマルチキャスト
ルータすべてにアドレス脱退情報を送信します。
即時脱退がイネーブルでない場合に、ポートが MLD Done メッセージを受信すると、スイッチは
ポートで MASQ を生成して、Done メッセージが送信された IPv6 マルチキャスト アドレスに送信
します。ポートがマルチキャスト グループから削除される前に、送信される MASQ 数およびス
イッチが応答を待機する時間を任意で設定できます。
MLDv1 即時脱退をイネーブルにした場合、スイッチはポートで MLD Done メッセージを検出する
とただちに、マルチキャスト グループからポートを削除します。即時脱退機能を使用するのは、
VLAN の各ポート上にレシーバが 1 つだけ存在する場合に限定してください。同一ポートにマル
チキャスト グループのクライアントが複数ある場合は、VLAN で即時脱退をイネーブルにしては
なりません。

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

スイッチ スタックでの MLD スヌーピング
MLD IPv6 グループ アドレス データベースは、どのスイッチが IPv6 マルチキャスト グループを
学習するかに関係なく、スタック内のすべてのスイッチ上で保持されます。レポート抑制とプロ
キシ レポーティングは、スタック全体で行われます。最大応答時間の間、1 つのグループに受信
したレポートでマルチキャスト ルータに転送されるのは、どのスイッチにそのレポートが到達し
たかに関係なく、1 つだけです。
新しいスタック マスターの選択は、IPv6 マルチキャスト データの学習やブリッジングには影響し
ません。IPv6 マルチキャスト データのブリッジングは、スタック マスターの再選択中にも停止し
ません。新しいスイッチがスタックに追加されると、スタック マスターからの学習済み IPv6 マル
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チキャスト情報との同期が取られます。同期が完了するまでは、新しく追加されたスイッチでの
データ入力は、不明マルチキャスト データとして扱われます。

IPv6 MLD スヌーピングの設定方法
MLD スヌーピングのデフォルト設定
表 45：MLD スヌーピングのデフォルト設定

機能

デフォルト設定

MLD スヌーピング（グローバル）

ディセーブル

MLD スヌーピング（VLAN 単位）

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

IPv6 マルチキャスト アドレス

未設定

IPv6 マルチキャスト ルータ ポート

未設定

MLD スヌーピング即時脱退

ディセーブル

MLD スヌーピングの堅牢性変数

グローバル：2、VLAN 単位：0
（注）

最後のリスナー クエリー カウント

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

グローバル：2、VLAN 単位：0
（注）

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

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

ディセーブル

TCN クエリー カウント

2

MLD リスナー抑制

ディセーブル
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MLD スヌーピング設定時の注意事項
MLD スヌーピングの設定時は、次の注意事項に従ってください。
• MLD スヌーピングの特性はいつでも設定できますが、設定を有効にする場合は、 ipv6 mld
snooping グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して MLD スヌーピングをグ
ローバルにイネーブルにする必要があります。
• IPv6 マルチキャスト ルータが Catalyst 6500 スイッチであり、拡張 VLAN（範囲 1006 ～ 4094）
を使用する場合、スイッチが VLAN 上でクエリーを受信できるようにするため、IPv6 MLD
スヌーピングを Catalyst 6500 スイッチの拡張 VLAN でイネーブルにする必要があります。標
準範囲 VLAN（1 ～ 1005）の場合、IPv6 MLD スヌーピングを Catalyst 6500 スイッチの VLAN
でイネーブルにする必要はありません。
• MLD スヌーピングと IGMP スヌーピングは相互に独立して動作します。スイッチで両方の機
能を同時にイネーブルにできます。
• スイッチまたはスイッチ スタックに保持可能なマルチキャスト エントリの最大数は、設定
された SDM テンプレートによって決まります。
• スイッチまたはスイッチ スタックに保持可能なアドレス エントリの最大数は 4000 です。

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

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバルコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

ipv6 mld snooping

スイッチで MLD スヌーピングをイネー
ブルにします。

例：
Device(config)# ipv6 mld snooping

ステップ 3

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Device(config)# end

ステップ 4

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーションファイ
ルに設定を保存します。

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

ステップ 5

OS（オペレーティング システム）をリ
ロードします。

reload
例：
Device(config)# reload

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

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

ipv6 mld snooping

スイッチで MLD スヌーピングをイネーブルに
します。

例：
Device(config)# ipv6 mld
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コマンドまたはアクション

目的

snooping

ステップ 3

ipv6 mld snooping vlan vlan-id
例：

ステップ 4

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

Device(config)# ipv6 mld
snooping vlan 1

（注）

end

特権 EXEC モードに戻ります。

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

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

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

ipv6 mld snooping vlan vlan-id static マルチキャスト グループのメンバとしてレイ
ipv6_multicast_address interface
ヤ 2 ポートにマルチキャスト グループを設定
interface-id
します。
例：
Device(config)# ipv6 mld snooping
vlan 1 static FF12::3 interface
gigabitethernet

• vlan-id は、マルチキャスト グループの
VLAN ID です。指定できる VLAN ID の
範囲は 1 ～ 1001 および 1006 ～ 4094 で
す。
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コマンドまたはアクション

目的
• ipv6_multicast_address は、128 ビットのグ

0/1

ループ IPv6 アドレスです。このアドレス
は RFC 2373 で指定された形式でなければ
なりません。
• interface-id は、メンバ ポートです。物理
インターフェイスまたはポート チャネル
（1 ～ 48）に設定できます。
ステップ 3

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Device(config)# end

ステップ 4

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

スタティック メンバ ポートおよび IPv6 アドレ
スを確認します。

• show ipv6 mld snooping address
vlan vlan-id

例：
Device# show ipv6 mld snooping
address

または
Device# show ipv6 mld snooping
vlan 1

マルチキャスト ルータ ポートの設定（CLI）
（注）

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

ipv6 mld snooping vlan vlan-id
mrouter interface interface-id
例：
Device(config)# ipv6 mld snooping
vlan 1 mrouter interface
gigabitethernet
0/2

マルチキャスト ルータの VLAN ID を指定し
て、マルチキャスト ルータにインターフェイ
スを指定します。
• 指定できる VLAN ID の範囲は 1 ～ 1001
および 1006 ～ 4094 です。
• このインターフェイスには物理インター
フェイスまたはポート チャネルを指定で
きます。指定できるポートチャネルの範
囲は 1 ～ 48 です。

ステップ 3

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 4

show ipv6 mld snooping mrouter
[vlan vlan-id ]

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

例：
Device# show ipv6 mld snooping
mrouter vlan 1

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

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
Device# configure terminal
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

ipv6 mld snooping vlan vlan-id
immediate-leave

VLAN インターフェイスで MLD 即時脱
退をイネーブルにします。

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

ステップ 3

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Device(config)# end

ステップ 4

show ipv6 mld snooping vlan vlan-id
例：

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

Device# show ipv6 mld snooping vlan
1

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

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

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

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

コマンドまたはアクション

目的

ipv6 mld snooping vlan vlan-id
robustness-variable value

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

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

ステップ 4

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

ステップ 5

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

ステップ 6

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

（任意）VLAN 単位で last-listener クエリー カウン
トを設定します。この値はグローバルに設定され
た値を上書きします。指定できる範囲は 1 ～ 7 で
す。デフォルトは 0 です。0 に設定すると、グロー
バルなカウント値が使用されます。クエリーは 1秒
後に送信されます。

ipv6 mld snooping
（任意）スイッチが MASQ を送信したあと、マル
last-listener-query-interval 間隔 チキャスト グループからポートを削除するまで待
機する最大応答時間を設定します。指定できる範
例：
囲は、100 ～ 32,768 ミリ秒です。デフォルト値は
Device(config)# ipv6 mld
1000（1 秒）です。
snooping
last-listener-query-interval
2000

ステップ 7

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

ステップ 8

（任意）VLAN 単位で last-listener クエリー イン
ターバルを設定します。この値はグローバルに設
定された値を上書きします。指定できる範囲は、0
～ 32,768 ミリ秒です。デフォルトは 0 です。0 に
設定すると、グローバルな最後のリスナークエリー
インターバルが使用されます。

ipv6 mld snooping tcn query solicit （任意）トポロジ変更通知（TCN）をイネーブル
にします。これにより、VLAN は設定された数の
例：
クエリーに関する IPv6 マルチキャスト トラフィッ
Device(config)# ipv6 mld
クすべてをフラッディングしてから、マルチキャ
snooping tcn query solicit
スト データをマルチキャスト データの受信を要求
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コマンドまたはアクション

目的
するポートに対してのみ送信します。デフォルト
では、TCN はディセーブルに設定されています。

ステップ 9

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

ステップ 10 end

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 11 show ipv6 mld snooping querier
[vlan vlan-id]

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

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

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

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

no ipv6 mld snooping
listener-message-suppression

MLD メッセージ抑制をディセーブルに
します。

例：
Device(config)# no ipv6 mld snooping
listener-message-suppression
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 4

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

show ipv6 mld snooping
例：
Device# show ipv6 mld snooping

MLD スヌーピング情報の表示
ダイナミックに学習された、あるいはスタティックに設定されたルータ ポートおよび VLAN イン
ターフェイスの MLD スヌーピング情報を表示できます。また、MLD スヌーピング用に設定され
た VLAN の IPv6 グループ アドレス マルチキャスト エントリを表示することもできます。
表 46：MLD スヌーピング情報表示用のコマンド

コマンド

目的

show ipv6 mld snooping [vlan vlan-id ]

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

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

目的

show ipv6 mld snooping querier [vlan vlan-id ]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

次に、MLD スヌーピングの最後のリスナー クエリー インターバル（最大応答時間）を 2000（2
秒）に設定する例を示します。
Device# configure terminal
Device(config)# ipv6 mld snooping last-listener-query-interval 2000
Device(config)# exit
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

IPv6 ユニキャスト ルーティングの設定について
この章では、スイッチに IPv6 ユニキャスト ルーティングを設定する方法について説明します。

（注）

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

IPv6 Addresses
スイッチがサポートするのは、IPv6 ユニキャスト アドレスのみです。サイトローカルなユニキャ
スト アドレスおよびマルチキャスト アドレスはサポートされません。
IPv6 の 128 ビット アドレスは、コロンで区切られた一連の 8 つの 16 進フィールド（n:n:n:n:n:n:n:n.
の形式）で表されます。次に、IPv6 アドレスの例を示します。
2031:0000:130F:0000:0000:09C0:080F:130B
実装を容易にするために、各フィールドの先行ゼロは省略可能です。上記アドレスは、先行ゼロ
を省略した次のアドレスと同じです。
2031:0:130F:0:0:9C0:80F:130B
2 つのコロン（::）を使用して、ゼロが連続する 16 進フィールドを表すことができます。ただし、
この短縮形を使用できるのは、各アドレス内で 1 回のみです。
2031:0:130F::09C0:080F:130B
IPv6 アドレス形式、アドレス タイプ、および IPv6 パケット ヘッダーの詳細については、Cisco.com
で『Cisco IOS IPv6 Configuration Library』の http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/ipv6_basic/
configuration/xe-3e/ip6b-xe-3e-book.html を参照してください。
「Information About Implementing Basic Connectivity for IPv6」の章では、次の項の内容がスイッチ
に適用されます。
• IPv6 アドレス形式
• IPv6 アドレス タイプ：ユニキャスト
• IPv6 アドレス タイプ：マルチキャスト
• 「IPv6 Address Output Display」
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• 簡易 IPv6 パケット ヘッダー

サポート対象の IPv6 ユニキャスト ルーティング機能
ここでは、スイッチでサポートされている IPv6 プロトコル機能について説明します。
スイッチは、IPv6 の Routing Information Protocol（RIP）、および Open Shortest Path First（OSPF）
バージョン 3 プロトコルによる IPv6 ルーティング機能を提供します。等コスト ルートは 16 個ま
でサポートされ、IPv4 および IPv6 フレームを回線レートで同時に転送できます。
128 ビット幅のユニキャスト アドレス
スイッチは集約可能なグローバル ユニキャスト アドレスおよびリンクに対してローカルなユニ
キャストアドレスをサポートします。サイトに対してローカルなユニキャストアドレスはサポー
トされていません。
• 集約可能なグローバル ユニキャスト アドレスは、集約可能グローバル ユニキャスト プレ
フィックスの付いた IPv6 アドレスです。このアドレス構造を使用すると、ルーティング プ
レフィックスを厳格に集約することができ、グローバル ルーティング テーブル内のルーティ
ング テーブル エントリ数が制限されます。これらのアドレスは、組織を経由して最終的に
インターネット サービス プロバイダーに至る集約リンク上で使用されます。
これらのアドレスはグローバル ルーティング プレフィックス、サブネット ID、およびイン
ターフェイス ID によって定義されます。現在のグローバル ユニキャスト アドレス割り当て
には、バイナリ値 001（2000::/3）で開始するアドレス範囲が使用されます。プレフィックス
が 2000::/3（001）～ E000::/3（111）のアドレスには、Extended Unique Identifier（EUI）64
フォーマットの 64 ビット インターフェイス ID を設定する必要があります。
• リンクに対してローカルなユニキャスト アドレスをすべてのインターフェイスに自動的に設
定するには、修飾 EUI フォーマット内で、リンクに対してローカルなプレフィックス FE80::/10
（1111 1110 10）およびインターフェイスID を使用します。ネイバー探索プロトコル（NDP）
およびステートレス自動設定プロセスでは、リンクに対してローカルなアドレスが使用され
ます。ローカル リンク上のノードは、リンクに対してローカルなアドレスを使用します。通
信する場合に、グローバルに一意なアドレスは不要です。IPv6 ルータは、リンクに対して
ローカルな送信元または宛先アドレスを持つパケットをその他のリンクに転送しません。
詳細については、Cisco.com で『Cisco IOS IPv6 Configuration Library 』の「Implementing IPv6
Addressing and Basic Connectivity」の章にある IPv6 ユニキャスト アドレスに関する項を参照して
ください。
IPv6 の DNS
IPv6 は、ドメイン ネーム システム（DNS）のレコード タイプを、DNS 名前/アドレスおよびアド
レス/名前の検索プロセスでサポートします。DNS AAAA リソース レコード タイプは IPv6 アドレ
スをサポートし、IPv4 の A アドレス レコードと同等です。スイッチは IPv4 および IPv6 の DNS
解決をサポートします。
IPv6 ユニキャストのパス MTU ディスカバリ
スイッチはシステム最大伝送単位（MTU）の IPv6 ノードへのアドバタイズおよびパス MTU ディ
スカバリをサポートします。パス MTU ディスカバリを使用すると、ホストは指定されたデータ
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パスを通るすべてのリンクの MTU サイズを動的に検出して、サイズに合せて調整できます。IPv6
では、パスを通るリンクの MTU サイズが小さくてパケット サイズに対応できない場合、パケッ
トの送信元がフラグメンテーションを処理します。
ICMPv6
IPv6 のインターネット制御メッセージ プロトコル（ICMP）は、ICMP 宛先到達不能メッセージな
どのエラー メッセージを生成して、処理中に発生したエラーや、その他の診断機能を報告しま
す。IPv6 では、ネイバー探索プロトコルおよびパス MTU ディスカバリに ICMP パケットも使用
されます。
ネイバー探索
スイッチは、IPv6 対応の NDP、ICMPv6 の最上部で稼働するプロトコル、および NDP をサポート
しない IPv6 ステーション対応のスタティック ネイバー エントリをサポートします。IPv6 ネイバー
探索プロセスは ICMP メッセージおよび送信請求ノード マルチキャスト アドレスを使用して、同
じネットワーク（ローカル リンク）上のネイバーのリンク層アドレスを判別し、ネイバーに到達
できるかどうかを確認し、近接ルータを追跡します。
スイッチは、マスク長が 64 未満のルートに対して ICMPv6 リダイレクトをサポートしています。
マスク長が 64 ビットを超えるホスト ルートまたは集約ルートでは、ICMP リダイレクトがサポー
トされません。
ネイバー探索スロットリングにより、IPv6 パケットをルーティングするためにネクスト ホップ転
送情報を取得するプロセス中に、スイッチ CPU に不必要な負荷がかかりません。IPv6 パケットの
ネクスト ホップがスイッチによってアクティブに解決しようとしている同じネイバーである場合
は、そのようなパケットが追加されると、スイッチはそのパケットをドロップします。このドロッ
プにより、CPU に余分な負荷がかからないようになります。
DRP
スイッチは、ルータのアドバタイズメント メッセージの拡張機能である、IPv6 Default Router
Prefernce（DRP）をサポートします。DRP では、特にホストがマルチホーム構成されていて、ルー
タが異なるリンク上にある場合に、ホストが適切なルータを選択する機能が向上しました。スイッ
チは、Route Information Option（RFC 4191）をサポートしません。
IPv6 ホストは、オフリンク宛先へのトラフィック用にルータを選択する、デフォルト ルータ リス
トを維持します。次に、宛先用に選択されたルータは、宛先キャッシュに格納されます。IPv6 NDP
では、到達可能であるルータまたは到達可能性の高いルータが、到達可能性が不明または低いルー
タよりも優先されます。NDP は、到達可能または到達可能の可能性があるルータとして、常に同
じルータを選択するか、またはルータ リストから繰り返し使用できます。DRP を使用することに
より、IPv6 ホストが、両方ともが到達可能または到達可能の可能性がある 2 台のルータを差別化
するように設定できます。
DRP for IPv6 の詳細情報については、Cisco.com の『Cisco IOS IPv6 Configuration Library』を参照し
てください。
IPv6 のステートレス自動設定および重複アドレス検出
スイッチではステートレス自動設定が使用されているため、ホストやモバイル IP アドレスの管理
のような、リンク、サブネット、およびサイト アドレス指定の変更を管理することができます。
ホストはリンクに対してローカルな独自アドレスを自動的に設定します。起動元ノードはルータ
に送信請求を送信して、インターフェイス設定をアドバタイズするようルータに要求します。
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自動設定および重複アドレス検出の詳細については、Cisco.com で『Cisco IOS IPv6 Configuration
Library』の「Implementing IPv6 Addressing and Basic Connectivity」の章を参照してください。
IPv6 アプリケーション
スイッチは、次のアプリケーションについて IPv6 をサポートします。
• Ping、traceroute、Telnet、および TFTP
• IPv6 トランスポートによるセキュア シェル（SSH）
• IPv6 トランスポートによる HTTP サーバ アクセス
• IPv4 トランスポートによる AAAA の DNS レゾルバ
• IPv6 アドレスの Cisco Discovery Protocol（CDP）サポート
これらのアプリケーションの管理に関する詳細については、Cisco.com の『Cisco IOS IPv6
Configuration Library』を参照してください。
DHCP for IPv6 アドレスの割り当て
DHCPv6 を使用すると、DHCP サーバは IPv6 ネットワーク アドレスなどの設定パラメータを IPv6
クライアントに渡すことができます。このアドレス割り当て機能により、ホストが接続するネッ
トワークに基づいて、適切なプレフィックス内での重複しないアドレス割り当てが管理されます。
アドレスは、1 つまたは複数のプレフィックス プールから割り当てることができます。デフォル
トのドメインおよび DNS ネーム サーバ アドレスなど、その他のオプションは、クライアントに
戻すことができます。アドレス プールは、特定のインターフェイス、複数のインターフェイス上
で使用する場合に割り当てられます。または、サーバが自動的に適切なプールを検出できます。
これらの機能の詳細および設定方法については、『Cisco IOS IPv6 Configuration Guide』を参照し
てください。
このマニュアルでは、DHCPv6 のアドレス割り当てについてだけ説明します。DHCPv6 クライア
ント、サーバ、またはリレー エージェント機能の設定の詳細については、Cisco.com で『Cisco IOS
IPv6 Configuration Library』の「Implementing DHCP for IPv6」の章を参照してください。
IPv6 のスタティック ルート
スタティック ルートは手動で設定され、2 つのネットワーキング デバイス間のルートを明示的に
定義します。スタティック ルートが有効なのは、外部ネットワークへのパスが 1 つしかない小規
模ネットワークの場合、または大規模ネットワークで特定のトラフィック タイプにセキュリティ
を設定する場合です。
スタティック ルートの詳細については、Cisco.com で『Cisco IOS IPv6 Configuration Library』の
「Implementing Static Routes for IPv6」の章を参照してください。
RIP for IPv6
IPv6 の Routing Information Protocol（RIP）は、ルーティング メトリックとしてホップ カウントを
使用するディスタンスベクトル プロトコルです。IPv6 アドレスおよびプレフィックスのサポー
ト、すべての RIP ルータを含むマルチキャスト グループ アドレス FF02::9 を RIP アップデート
メッセージの宛先アドレスとして使用する機能などがあります。
IPv6 の RIP の詳細については、Cisco.com で『Cisco IOS IPv6 Configuration Library』の「Implementing
RIP for IPv6」の章を参照してください。
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『OSPF for IPv6』
IP Base フィーチャ セットを実行しているスイッチは、IPv6 の Open Shortest Path First（OSPF）（IP
のリンクステート プロトコル）をサポートします。詳細については、Cisco.com の『Cisco IOS IPv6
Configuration Library』を参照してください。
IPv6 の HSRP の設定
HSRP は、任意の単一のルータのアベイラビリティに依存せず、ルーティング IPv6 トラフィック
にルーティング冗長性を提供します。IPv6 ホストは、IPv6 ネイバー探索ルータのアドバタイズメ
ント メッセージによって使用可能なルータを学習します。これらのメッセージは定期的にマルチ
キャストされるか、ホストにより送信請求されます。
HSRP IPv6 グループには、HSRP グループ番号に基づく仮想 MAC アドレス、およびデフォルトで
HSRP 仮想 MAC アドレスに基づく HSRP の仮想 IPv6 リンクローカル アドレスがあります。HSRP
グループがアクティブな場合、定期的なメッセージが HSRP 仮想 IPv6 リンクローカル アドレスに
送信されます。グループがアクティブ ステートでなくなった場合、これらのメッセージは最後の
メッセージが送信されたあとで停止します。

（注）

IPv6 の HSRP を設定する場合、インターフェイス上で HSRP version 2（HSRPv2）をイネーブ
ルにする必要があります。

EIGRP IPv6
IP サービス フィーチャ セットを実行中のスイッチは、IPv6 の Enhanced Interior Gateway Routing
Protocol（EIGRP）をサポートします。IPv6 の EIGRP は稼働するインターフェイス上で設定され
るため、グローバルな IPv6 アドレスは不要です。

（注）

IP ベース フィーチャ セットを実行中のスイッチでは、IPv6 EIGRP スタブ ルーティングを含
め、IPv6 EIGRP 機能はすべてサポートされません。
EIGRP IPv6 インスタンスでは、実行する前に暗示的または明示的なルータ ID が必要です。暗示
的なルータ ID はローカルの IPv4 アドレスを基にして作成されるため、すべての IPv4 ノードには
常に使用可能なルータ ID があります。ただし、EIGRP IPv6 は IPv6 ノードだけが含まれるネット
ワークで稼働するため、使用可能な IPv4 ルータ ID がない場合があります。
EIGRP for IPv6 の詳細については、Cisco.com で『Cisco IOS IPv6 Configuration Library』の
「Implementing EIGRP for IPv6」の章を参照してください。

SNMP と Syslog、IPv6 による
IPv4 と IPv6 の両方をサポートするには、IPv6 のネットワーク管理で IPv4 および IPv6 のトランス
ポートが必要になります。IPv6 による Syslog は、このトランスポートのアドレス データ タイプ
をサポートします。
IPv6 による SNMP および Syslog は、次の機能を提供します。
• IPv4 と IPv6 両方のサポート
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• SNMP に対する IPv6 トランスポート、および SNMP 変更による IPv6 ホストのトラップのサ
ポート
• IPv6 アドレス指定をサポートするための SNMP および Syslog に関連する MIB
• IPv6 ホストをトラップ レシーバとして設定
IPv6 に関連するサポートでは、SNMP は既存の IP トランスポート マッピングを変更して、IPv4
と IPv6 を同時にサポートします。次の SNMP 動作は、IPv6 トランスポート管理をサポートしま
す。
• デフォルト設定のユーザ データグラム プロトコル（UDP）SNMP ソケットを開く
• SR_IPV6_TRANSPORT と呼ばれる新しいトランスポート メカニズムを提供
• IPv6 トランスポートによる SNMP 通知の送信
• IPv6 トランスポートの SNMP 名のアクセス リストのサポート
• IPv6 トランスポートを使用した SNMP プロキシ転送のサポート
• SNMP マネージャ機能と IPv6 トランスポートの連動確認
設定手順を含む、IPv6 による SNMP については、Cisco.com で『Cisco IOS IPv6 Configuration
Library』の「Managing Cisco IOS Applications over IPv6」の章を参照してください。
設定手順を含む、IPv6 による Syslog については、Cisco.com で『Cisco IOS IPv6 Configuration
Library』の「Implementing IPv6 Addressing and Basic Connectivity」の章を参照してください。
IPv6 上の HTTP（S）
HTTP クライアントは要求を IPv4 HTTP サーバと IPv6 HTTP サーバの両方に送信し、これらのサー
バは IPv4 HTTP クライアントと IPv6 HTTP クライアントの両方からの要求に応答します。IPv6 ア
ドレスを含む URL は、16 ビット値をコロンで区切った 16 進数で指定する必要があります。
受信ソケット コールは、IPv4 アドレス ファミリまたは IPv6 アドレス ファミリを選択します。受
信ソケットは、IPv4 ソケットまたは IPv6 ソケットのいずれかです。リスニング ソケットは、接
続を示す IPvv4 と IPv6 の両方の信号を待ち受け続けます。IPv6 リスニング ソケットは、IPv6 ワ
イルドカード アドレスにバインドされています。
基本 TCP/IP スタックは、デュアル スタック環境をサポートします。HTTP には、TCP/IP スタッ
ク、およびネットワーク層相互作用を処理するためのソケットが必要です。
HTTP 接続を確立するには、基本ネットワーク接続（ping）がクライアントとサーバ ホストとの
間に存在する必要があります。
詳細については、Cisco.com で『Cisco IOS IPv6 Configuration Library』の「Managing Cisco IOS
Applications over IPv6」の章を参照してください。

サポートされていない IPv6 ユニキャスト ルーティング機能
スイッチは、次の IPv6 機能をサポートしません。
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• IPv6 バーチャル プライベート ネットワーク（VPN）ルーティングおよび転送（VRF）テー
ブルのサポート
• サイトローカルなアドレス宛ての IPv6 パケット
• IPv4/IPv6 や IPv6/IPv4 などのトンネリング プロトコル
• IPv4/IPv6 または IPv6/IPv4 トンネリング プロトコルをサポートするトンネル エンドポイント
としてのスイッチ
• IPv6 Web Cache Communication Protocol（WCCP）

IPv6 機能の制限
スイッチでは IPv6 はハードウェアに実装されるため、ハードウェア メモリ内の IPv6 圧縮アドレ
スによる制限がいくつか発生します。これらのハードウェア制限により、機能の一部が失われて、
制限されます。
機能の制限は次のとおりです。
• スイッチはハードウェアで SNAP カプセル化 IPv6 パケットを転送できません。これらはソフ
トウェアで転送されます。
• スイッチはソースルート IPv6 パケットに関する QoS 分類をハードウェアで適用できません。

IPv6 とスイッチ スタック
スイッチにより、スタック全体で IPv6 転送がサポートされ、スタック マスターで IPv6 ホスト機
能がサポートされます。スタック マスターは IPv6 ユニキャスト ルーティング プロトコルを実行
してルーティング テーブルを計算します。スタック メンバー スイッチはテーブルを受信して、
転送用にハードウェア IPv6 ルートを作成します。スタック マスターも、すべての IPv6 アプリケー
ションを実行します。

（注）

スタック内で IPv6 パケットをルーティングするには、スタック内のすべてのスイッチで IP
Base フィーチャ セットが稼動している必要があります。
新しいスイッチがスタック マスターになる場合、新しいマスターは IPv6 ルーティング テーブル
を再計算してこれをメンバースイッチに配布します。新しいスタックマスターが選択中およびリ
セット中の間には、スイッチ スタックによる IPv6 パケットの転送は行われません。スタック MAC
アドレスが変更され、これによって IPv6 アドレスが変更されます。ipv6 address ipv6-prefix/prefix
length eui-64 インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して、拡張固有識別子
（EUI）でスタック IPv6 アドレスを指定する場合、アドレスは、インターフェイス MAC アドレ
スに基づきます。IPv6 アドレッシングの設定と IPv6 ルーティングのイネーブル化（CLI）, （430
ページ）を参照してください。
スタック上で永続的な MAC アドレスを設定し、スタック マスターが変更された場合、スタック
MAC アドレスは、約 4 分間、変更されません。
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IPv6 スタック マスターおよびメンバーの機能は次のとおりです。
• スタック マスター
◦ IPv6 ルーティングプロトコルの実行
◦ ルーティング テーブルの生成
◦ dCEFv6 を使用するスタック メンバーへのルーティング テーブルの配布
◦ IPv6 ホスト機能および IPv6 アプリケーションの実行
• スタック メンバー（IP サービス フィーチャ セットを実行している必要があります）
◦ スタック マスターからの CEFv6 ルーティング テーブルの受信
◦ ハードウェアへのルートのプログラミング

（注）

IPv6 パケットに例外（IPv6 オプション）がなく、スタック内のスイッチでハー
ドウェア リソースが不足していない場合、IPv6 パケットがスタック全体にわ
たってハードウェアでルーティングされます。

◦ マスターの再選択での CEFv6 テーブルのフラッシュ

IPv6 のデフォルト設定
表 47：IPv6 のデフォルト設定

機能

デフォルト設定

SDM テンプレート

アドバンス デスクトップ。デフォルトは拡張テンプ
レートです

IPv6 ルーティング

すべてのインターフェイスでグローバルにディセーブ
ル

CEFv6 または dCEFv6

ディセーブル（IPv4 CEF および dCEF はデフォルトで
イネーブル）
（注）

IPv6 アドレス

IPv6 ルーティングがイネーブルの場合、
CEFv6 および dCEF6 は自動的にイネーブル

未設定
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IPv6 アドレッシングの設定と IPv6 ルーティングのイネーブル化（CLI）
ここでは、IPv6 アドレスを各レイヤ 3 インターフェイスに割り当てて、IPv6 トラフィックをス
イッチ上でグローバル転送する方法を説明します。
スイッチ上の IPv6 を設定する前に、次の注意事項に従ってください。
• スイッチでは、この章で説明されたすべての機能がサポートされるわけではありません。サ
ポートされていない IPv6 ユニキャスト ルーティング機能, （427 ページ）を参照してくださ
い。
• ipv6 address インターフェイス コンフィギュレーション コマンドでは、16 ビット値を使用し
たコロン区切りの 16 進形式で指定したアドレスで ipv6-address 変数および ipv6-prefix 変数を
入力する必要があります。prefix-length 変数（スラッシュ（/）で始まる）は、プレフィック
ス（アドレスのネットワーク部分）を構成するアドレスの上位連続ビット数を示す 10 進値
です。
インターフェイス上の IPv6 トラフィックを転送するには、そのインターフェイス上でグローバル
IPv6 アドレスを設定する必要があります。インターフェイス上で IPv6 アドレスを設定すると、リ
ンクに対してローカルなアドレスの設定、およびそのインターフェイスに対する IPv6 のアクティ
ブ化が自動的に行われます。設定されたインターフェイスは、次に示す、該当リンクの必須マル
チキャスト グループに自動的に参加します。
• インターフェイスに割り当てられた各ユニキャスト アドレスの送信要求ノード マルチキャ
スト グループ FF02:0:0:0:0:1:ff00::/104（このアドレスはネイバー探索プロセスで使用される）
• すべてのノードを含む、ルータリンクに対してローカルなマルチキャスト グループ FF02::1
• すべてのルータを含む、リンクに対してローカルなマルチキャスト グループ FF02::2
インターフェイスから IPv6 アドレスを削除するには、noipv6 address ipv6-prefix/prefix lengtheui-64
または no ipv6 address ipv6-addresslink-local インターフェイス コンフィギュレーション コマンド
を使用します。インターフェイスから手動で設定したすべての IPv6 アドレスを削除するには、no
ipv6 address インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを引数なしで使用します。IPv6
アドレスで明示的に設定されていないインターフェイスで IPv6 処理をディセーブルにするには、
no ipv6 enable インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。IPv6 ルーティ
ングをグローバルにディセーブルにするには、no ipv6 unicast-routing グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。
IPv6 ルーティングの設定の詳細については、Cisco.com で『Cisco IOS IPv6 Configuration Library』
の「Implementing Addressing and Basic Connectivity for IPv6」の章を参照してください。
レイヤ 3 インターフェイスに IPv6 アドレスを割り当てて、IPv6 ルーティングをイネーブルにする
は、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

sdm preferdual-ipv4-and-ipv6 {
advanced | vlan}
例：
Device(config)# sdm prefer
dual-ipv4-and-ipv6 default

IPv4 および IPv6 をサポートする SDM テンプレー
トを選択します。
• advanced：スイッチをデフォルト テンプレー
トに設定して、システム リソースを均衡化
します。
• vlan：ハードウェアでのルーティングをサ
ポートしないスイッチでの VLAN 設定を最
大化します。
advanced はすべてのライセンス レベル
で使用できます。VLAN テンプレート
は LAN Base ライセンスでのみ使用でき
ます。
特権 EXEC モードに戻ります。
（注）

ステップ 3

end
例：
Device(config)# end

ステップ 4

reload

オペレーティング システムをリロードします。

例：
Device# reload

ステップ 5

configureterminal

スイッチのリロード後、グローバル コンフィギュ
レーション モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 6

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

インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを開始し、設定するレイヤ 3 インターフェイス
を指定します。インターフェイスは物理インター
フェイス、スイッチ仮想インターフェイス
（SVI）、またはレイヤ 3 EtherChannel に設定でき
ます。
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コマンドまたはアクション

目的

gigabitethernet 1/0/1

ステップ 7

noswitchport
例：

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

Device(config-if)# no
switchport

ステップ 8

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

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

• IPv6 アドレスの下位 64 ビットの拡張固有識
別子（EUI）を使用して、グローバル IPv6 ア
ドレスを指定します。ネットワーク プレ
フィックスだけを指定します。最終の64ビッ
トは、スイッチの MAC アドレスから自動的
に計算されます。これにより、インターフェ
イス上で IPv6 処理がイネーブルになります。
• インターフェイスの IPv6 アドレスを手動で
設定します。
• インターフェイスで IPv6 がイネーブルな場
合に自動設定されるリンクローカルなアドレ
スでなく、インターフェイス上の特定のリン
クローカルなアドレスを使用するように指定
します。このコマンドにより、インターフェ
イス上で IPv6 処理がイネーブルになります。
• インターフェイスに IPv6 リンクローカルな
アドレスを自動設定し、インターフェイスで
の IPv6 処理をイネーブルにします。リンク
に対してローカルなアドレスを使用できるの
は、同じリンク上のノードと通信する場合だ
けです。

Device(config-if)# ipv6 enable

ステップ 9

exit

グローバル コンフィギュレーション モードに戻
ります。

例：
Device(config-if)# exit
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ステップ 10

コマンドまたはアクション

目的

ip routing

スイッチ上で IP ルーティングをイネーブルにし
ます。

例：
Device(config)# ip routing

ステップ 11

ipv6unicast-routing

IPv6 ユニキャスト データ パケットの転送をイネー
ブルにします。

例：
Device(config)# ipv6
unicast-routing

ステップ 12

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 13

show ipv6 interface interface-id

入力を確認します。

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

ステップ 14

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

IPv4 および IPv6 プロトコル スタックの設定（CLI）
IPv4 および IPv6 を両方サポートし、IPv6 ルーティングがイネーブルになるようにレイヤ 3 イン
ターフェイスを設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

（注）

IPv6 アドレスが設定されていないインターフェイスで IPv6 処理をディセーブルにするには、
no ipv6 enable インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

ip routing

スイッチ上でルーティングをイネーブルにしま
す。

例：
Switch(config)# ip routing

ステップ 3

ipv6 unicast-routing

スイッチ上で IPv6 データ パケットの転送をイ
ネーブルにします。

例：
Switch(config)# ipv6
unicast-routing

ステップ 4

interface interface-id
例：

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

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

ステップ 5

no switchport
例：

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

Switch(config-if)# no switchport

ステップ 6

ip address ip-address mask
[secondary]

インターフェイスのプライマリまたはセカンダ
リ IPv4 アドレスを指定します。

例：
Switch(config-if)# ip address
10.1.2.3 255.255.255

ステップ 7

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

• グローバル IPv6 アドレスを指定します。
ネットワーク プレフィックスだけを指定し
ます。最終の 64 ビットは、スイッチの
MACアドレスから自動的に計算されます。
• インターフェイスで IPv6 がイネーブルな
場合に自動設定されるリンクローカルなア
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コマンドまたはアクション

目的
ドレスでなく、インターフェイス上のリン
クローカルなアドレスを使用するように指
定します。

• ipv6 address ipv6-address
link-local
• ipv6 enable

• インターフェイスに IPv6 リンクローカル

• ipv6 addressWORD

なアドレスを自動設定し、インターフェイ
スでの IPv6 処理をイネーブルにします。
リンクに対してローカルなアドレスを使用
できるのは、同じリンク上のノードと通信
する場合だけです。

• ipv6 addressautoconfig
• ipv6 addressdhcp

（注）

ステップ 8

インターフェイスから手動で設定した
すべての IPv6 アドレスを削除するに
は、no ipv6 address インターフェイス
コンフィギュレーション コマンドを
引数なしで使用します。

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 9

次のいずれかを使用します。

入力を確認します。

• show interface interface-id
• show ip interface interface-id
• show ipv6 interface
interface-id
ステップ 10

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

デフォルト ルータ プリファレンスの設定（CLI）
ルータ アドバタイズメント（RA）メッセージは、ipv6 nd router-preference インターフェイス コ
ンフィギュレーション コマンドによって設定される DRP とともに送信されます。DRP が設定さ
れていない場合は、RA は中小規模のプリファレンスとともに送信されます。
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リンク上の 2 つのルータが等価ではあっても、等コストではないルーティングを提供する可能性
がある場合、およびポリシーでホストがいずれかのルータを選択するよう指示された場合は、DRP
が有効です。
IPv6 の DRP の設定の詳細については、Cisco.com で『Cisco IOS IPv6 Configuration Library』の
「Implementing IPv6 Addresses and Basic Connectivity」の章を参照してください。
インターフェイス上のルータに DRP を設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行しま
す。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバルコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

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

ステップ 3

ipv6 nd router-preference {high |
medium | low}

インターフェイスコンフィギュレーショ
ン モードを開始して、DRP を指定する
レイヤ 3 インターフェイスを特定しま
す。

スイッチ インターフェイス上のルータ
に DRP を指定します。

例：
Device(config-if)# ipv6 nd
router-preference medium

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 5

showipv6interface

設定を確認します。

例：
Device# show ipv6 interface

ステップ 6

copyrunning-configstartup-config

（任意）コンフィギュレーション ファ
イルに設定を保存します。

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

目的

startup-config

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

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

ipv6 icmp error-interval interval
[bucketsize]
例：
Device(config)# ipv6 icmp
error-interval 50 20

IPv6 ICMP エラー メッセージの間隔とバケッ
ト サイズを設定します。
• interval：バケットに追加されるトーク
ンの間隔（ミリ秒）。指定できる範囲
は 0 ～ 2147483647 ミリ秒です。
• bucketsize：（任意）バケットに格納さ
れる最大トークン数。指定できる範囲
は 1 ～ 200 です。

ステップ 3

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 4

show ipv6 interface [interface-id]

入力を確認します。

例：
Device# show ipv6 interface
gigabitethernet 1/0/1
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

copyrunning-configstartup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイル
に設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

IPv6 の CEF および dCEF の設定
シスコ エクスプレス フォワーディング（CEF）は、ネットワーク パフォーマンスを最適化するた
めのレイヤ 3 IP スイッチング テクノロジーです。CEF には高度な IP 検索および転送アルゴリズ
ムが実装されているため、レイヤ 3 スイッチングのパフォーマンスを最大化できます。高速スイッ
チング ルート キャッシュよりも CPU にかかる負担が少ないため、CEF はより多くの CPU 処理能
力をパケット転送に振り分けることができます。スイッチ スタックでは、ハードウェアによって
distributed CEF（dCEF）が使用されます。IPv4 CEF および dCEF はデフォルトでイネーブルです。
IPv6 CEF および dCEF はデフォルトでディセーブルですが、IPv6 ルーティングを設定すると自動
的にイネーブルになります。
IPv6 ルーティングが設定されていない場合は、IPv6 CEF および dCEF は自動的にディセーブルに
なります。IPv6 CEF および dCEF は、設定中にディセーブルにできません。IPv6 ステータスを確
認するには、show ipv6 cef 特権 EXEC コマンドを入力します。
IPv6 ユニキャスト パケットをルーティングするには、最初に ipv6 unicast-routing グローバル コ
ンフィギュレーション コマンドを使用して、IPv6 ユニキャスト パケットの転送をグローバルに設
定してから、ipv6 address インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して、特定
のインターフェイスに IPv6 アドレスおよび IPv6 処理を設定する必要があります。
CEF および dCEF の設定に関する詳細情報については、Cisco.com の『Cisco IOS IPv6 Configuration
Library』を参照してください。

IPv6 のスタティック ルーティングの設定（CLI）
スタティック IPv6 ルートを設定する前に、ip routing グローバル コンフィギュレーション コマン
ドを使用してルーティングをイネーブルにし、ipv6 unicast-routing グローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用して IPv6 パケットの転送をイネーブルにし、インターフェイスに IPv6 ア
ドレスを設定して少なくとも 1 つのレイヤ 3 インターフェイス上で IPv6 をイネーブルにする必要
があります。
スタティック IPv6 ルーティングの設定の詳細については、Cisco.com で『Cisco IOS IPv6 Configuration
Library』の「Implementing Static Routes for IPv6」の章を参照してください。
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手順
コマンドまたはアクション
ステッ configureterminal
プ1

目的
グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステッ ipv6 route ipv6-prefix/prefix length スタティック IPv6 ルートを設定します。
{ipv6-address | interface-id
プ2
• ipv6-prefix：スタティック ルートの宛先となる IPv6
[ipv6-address]} [administrative
ネットワーク。スタティック ホスト ルートを設定
distance]
する場合は、ホスト名も設定できます。
例：
Device(config)# ipv6 route
2001:0DB8::/32
gigabitethernet2/0/1 130

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

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

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

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステッ 次のいずれかを使用します。
プ4
• show ipv6 static
[ipv6-address |
ipv6-prefix/prefix length ]
[interface interface-id ]
[detail]][recursive] [detail]
• show ipv6 route static
[ updated ]

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

または

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

Device# show ipv6 route static

◦ 無効なルートの場合、ルートが無効な理由

ステッ copyrunning-configstartup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保
プ5
存します。
例：
Device# copy running-config
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コマンドまたはアクション

目的

startup-config

RIP for IPv6 の設定（CLI）
IPv6 RIP を実行するようにスイッチを設定する前に、ip routing グローバル コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用してルーティングをイネーブルにし、ipv6 unicast-routing グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用して IPv6 パケットの転送をイネーブルにして、IPv6 RIP をイネー
ブルにするレイヤ 3 インターフェイス上で IPv6 をイネーブルにする必要があります。
IPv6 の RIP ルーティングの設定の詳細については、Cisco.com で『Cisco IOS IPv6 Configuration
Library』の「Implementing RIP for IPv6」の章を参照してください。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

ipv6 router rip name
例：

IPv6 RIP ルーティング プロセスを設定し、このプ
ロセスに対してルータ コンフィギュレーション
モードを開始します。

Device(config)# ipv6 router rip
cisco

ステップ 3

maximum-paths number-paths
例：

（任意）IPv6 RIP がサポートできる等コスト ルー
トの最大数を定義します。指定できる範囲は 1 ～
32 で、デフォルトは 16 ルートです。

Device(config-router)#
maximum-paths 6

ステップ 4

exit

グローバル コンフィギュレーション モードに戻
ります。

例：
Device(config-router)# exit
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

interface interface-id

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

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

ステップ 6

ipv6 rip nameenable

指定された IPv6 RIP ルーティング プロセスをイ
ンターフェイス上でイネーブルにします。

例：
Device(config-if)# ipv6 rip
cisco enable

ステップ 7

ipv6 rip namedefault-information （任意）IPv6 デフォルト ルート（::/0）を RIP
{only | originate}
ルーティングプロセスアップデートに格納して、
指定インターフェイスから送信します。
例：
Device(config-if)# ipv6 rip
cisco default-information only

（注）

任意のインターフェイスから IPv6 デ
フォルト ルート（::/0）を送信したあと
に、ルーティング ループが発生しない
ようにするために、ルーティング プロ
セスは任意のインターフェイスで受信
したすべてのデフォルト ルートを無視
します。

• only：このインターフェイスから送信する
アップデートに、デフォルト ルートを格納
し、その他のすべてのルートを含めない場合
に選択します。
• originate：このインターフェイスから送信す
るアップデートに、デフォルト ルートおよ
びその他のすべてのルートを格納する場合に
選択します。
ステップ 8

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Device(config)# end

ステップ 9

次のいずれかを使用します。
• show ipv6 rip [name] [
interfaceinterface-id] [
database ] [ next-hops ]

• 現在の IPv6 RIP プロセスに関する情報を表
示します。
• IPv6 ルーティング テーブルの現在の内容を
表示します。
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• show ipv6 rip

例：
Device# show ipv6 rip cisco
interface gigabitethernet2/0/1

または
Device# show ipv6 rip

ステップ 10

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

OSPF for IPv6 の設定（CLI）
ネットワークでは、IPv6 の OSPF をカスタマイズできます。ただし、IPv6 の OSPF のデフォルト
設定は、ほとんどのカスタマーおよび機能の要件を満たします。
次の注意事項に従ってください。
• IPv6 コマンドのデフォルト設定を変更する場合は注意してください。デフォルト設定を変更
すると、IPv6 ネットワークの OSPF に悪影響が及ぶことがあります。
• インターフェイスで IPv6 OSPF をイネーブルにする前に、ip routing グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用してルーティングをイネーブルにし、ipv6 unicast-routing グロー
バル コンフィギュレーション コマンドを使用して IPv6 パケットの転送をイネーブルにし、
IPv6 OSPF をイネーブルにするレイヤ 3 インターフェイスで IPv6 をイネーブルにする必要が
あります。
IPv6 の OSPF ルーティングの設定の詳細については、Cisco.com で『Cisco IOS IPv6 Configuration
Library』の「Implementing OSPF for IPv6」の章を参照してください。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

ipv6 router ospf process-id
例：
Device(config)# ipv6 router
ospf 21

ステップ 3

area area-idrange
{ipv6-prefix/prefix length}
[advertise | not-advertise] [cost
cost]
例：
Device(config)# area .3 range
2001:0DB8::/32 not-advertise

プロセスに対して OSPF ルータ コンフィギュレー
ション モードをイネーブルにします。プロセス ID
は、IPv6 OSPF ルーティング プロセスをイネーブル
にする場合に管理上割り当てられる番号です。この
ID はローカルに割り当てられ、1 ～ 65535 の正の
整数を指定できます。
（任意）エリア境界でルートを統合および集約しま
す。
• area-id：ルートをサマライズするエリアのID。
10 進数または IPv6 プレフィックスのどちらか
を指定できます。
• ipv6-prefix/prefix length：宛先 IPv6 ネットワー
ク、およびプレフィックス（アドレスのネッ
トワーク部分）を構成するアドレスの上位連
続ビット数を示す 10 進数。10 進値の前にス
ラッシュ（/）を付加する必要があります。
• advertise：（任意）アドバタイズするアドレ
ス範囲ステータスを設定し、タイプ 3 のサマ
リー リンクステート アドバタイズメント
（LSA）を生成します。
• not-advertise：（任意）アドレス範囲ステータ
スを DoNotAdvertise に設定します。Type3 サ
マリー LSA は抑制され、コンポーネント ネッ
トワークは他のネットワークから隠された状
態のままです。
• cost cost：（任意）現在のサマリー ルートのメ
トリックまたはコストを設定します。宛先へ
の最短パスを判別する場合に、OSPF SPF 計算
で使用します。指定できる値は 0 ～ 16777215
です。
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コマンドまたはアクション

目的

maximum paths number-paths

（任意）IPv6 OSPF がルーティング テーブルに入力
する必要がある、同じ宛先への等コスト ルートの
最大数を定義します。指定できる範囲は 1 ～ 32 で、
デフォルトは 16 です。

例：
Device(config)# maximum paths
16

ステップ 5

グローバル コンフィギュレーション モードに戻り
ます。

exit
例：
Device(config-if)# exit

ステップ 6

interface interface-id
例：

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

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

ステップ 7

ipv6 ospf process-idarea area-id
[instance instance-id]
例：

インターフェイスで IPv6 の OSPF をイネーブルに
します。
• instance instance-id：（任意）インスタンス
ID。

Device(config-if)# ipv6 ospf
21 area .3

ステップ 8

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Device(config)# end

ステップ 9

次のいずれかを使用します。
• show ipv6 ospf [process-id ]
[ area-id ] interface
[interface-id ]

• OSPF インターフェイスに関する情報を表示し
ます。
• OSPF ルーティング プロセスに関する一般情
報を表示します。

• show ipv6 ospf [process-id ]
[ area-id ]

例：
Device# show ipv6 ospf 21
interface gigabitethernet2/0/1
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または
Device# show ipv6 ospf 21

ステップ 10 copyrunning-configstartup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定
を保存します。
例：
Device# copy running-config
startup-config

IPv6 の EIGRP の設定
IPv6 EIGRP を実行するようにスイッチを設定する前に、 ip routing global configuration グローバ
ル コンフィギュレーション コマンドを入力してルーティングをイネーブルにし、ipv6unicast-routing
global グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力して IPv6 パケットの転送をイネーブ
ルにして、IPv6 EIGRP をイネーブルにするレイヤ 3 インターフェイス上で IPv6 をイネーブルにし
ます。
明示的なルータ ID を設定するには、show ipv6 eigrp コマンドを使用して設定済みのルータ ID を
確認してから、router-id コマンドを使用します。
EIGRP IPv4 の場合と同様に、EIGRPv6 を使用して EIGRP IPv6 インターフェイスを指定し、これ
らのサブセットを受動インターフェイスとして選択できます。passive-interface コマンドを使用し
てインターフェイスをパッシブに設定してから、選択したインターフェイスで no passive-interface
コマンドを使用してこれらのインターフェイスをアクティブにします。受動インターフェイスで
は、EIGRP IPv6 を設定する必要がありません。
設定手順の詳細については、Cisco.com で『Cisco IOS IPv6 Configuration Library』の「Implementing
EIGRP for IPv6」の章を参照してください。

IPv6 の表示
次のコマンドの構文および使用方法の詳細については、Cisco IOS のコマンド リファレンスを参照
してください。
表 48：IPv6 をモニタリングするコマンド

コマンド

目的

show ipv6 access-list

アクセス リストのサマリーを表示します。

show ipv6 cef

IPv6 の Cisco エクスプレス フォワーディングを
表示します。
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コマンド

目的

show ipv6 interfaceinterface-id

IPv6 インターフェイスのステータスと設定を表
示します。

show ipv6 mtu

宛先キャッシュごとに IPv6 MTU を表示します。

show ipv6 neighbors

IPv6 ネイバー キャッシュ エントリを表示しま
す。

show ipv6 ospf

IPv6 OSPF 情報を表示します。

show ipv6 prefix-list

IPv6 プレフィックス リストを表示します。

show ipv6 protocols

スイッチの IPv6 ルーティング プロトコルのリ
ストを表示します。

show ipv6 rip

IPv6 RIP ルーティング プロトコル ステータス
を表示します。

show ipv6 rip

IPv6 RIP ルーティング プロトコル ステータス
を表示します。

show ipv6 route

IPv6 ルート テーブル エントリを表示します。

show ipv6 routers

ローカル IPv6 ルータを表示します。

show ipv6 static

IPv6 スタティック ルートを表示します。

show ipv6 traffic

IPv6 トラフィックの統計情報を表示します。

表 49：EIGRP IPv6 情報を表示するためのコマンド

コマンド

目的

show ipv6 eigrp [as-number] interface

EIGRP IPv6 用に設定されたインターフェイスの
情報を表示します。

show ipv6 eigrp [as-number] neighbor

EIGRP IPv6 で検出されたネイバーを表示しま
す。

show ipv6 interface[as-number] traffic

送受信される EIGRP IPv6 パケット数を表示し
ます。
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コマンド

目的

show ipv6 eigrptopology [as-number | ipv6-address] IPv6 トポロジ テーブルの EIGRP エントリを表
[active | all-links | detail-links | pending | summary 示します。
| zero-successors | Base]

DHCP for IPv6 アドレス割り当ての設定
DHCPv6 アドレス割り当てのデフォルト設定
デフォルトで、DHCPv6 機能はスイッチに設定されています。

DHCPv6 アドレス割り当ての設定時の注意事項
DHCPv6 アドレス割り当てを設定する場合は、次の注意事項に従ってください。
• 以下の手順では、次に示すレイヤ 3 インターフェイスの 1 つを指定する必要があります。
◦ DHCPv6 IPv6 ルーティングは、レイヤ 3 インターフェイス上でイネーブルである必要が
あります。
◦ SVI：interface vlan vlan_id コマンドを使用して作成された VLAN インターフェイスで
す。
◦ レイヤ 3 モードの EtherChannel ポート チャネル：interface port-channel
port-channel-number コマンドを使用して作成されたポートチャネル論理インターフェ
イス。
• スイッチは、DHCPv6 クライアント、サーバ、またはリレー エージェントとして動作できま
す。DHCPv6 クライアント、サーバ、およびリレー機能は、インターフェイスで相互に排他
的です。
• DHCPv6 クライアント、サーバ、またはリレー エージェントは、マスター スイッチ上でだけ
稼働します。スタック マスターの再選出があった場合、新しいマスター スイッチは DHCPv6
設定を維持します。ただし、DHCP サーバ データベース リース情報のローカルの RAM コ
ピーは、維持されません。

DHCPv6 サーバ機能のイネーブル化（CLI）
DHCPv6 プールの特性を変更するには、no 形式の DHCP プール コンフィギュレーション モード
コマンドを使用します。インターフェイスに対して DHCPv6 サーバ機能をディセーブルにするに
は、no ipv6 dhcp server インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。
インターフェイスで DHCPv6 サーバをイネーブルにするには、特権 EXEC モードで次の手順を実
行します。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
448

OL-30686-01-J

DHCP for IPv6 アドレス割り当ての設定

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

ipv6 dhcp pool poolname
例：
Device(config)# ipv6 dhcp pool
7

ステップ 3

address prefix IPv6-prefix
{lifetime} {t1 t1 | infinite}

（任意）アドレス割り当て用のアドレスプレフィッ
クスを指定します。

例：

このアドレスは、16 ビット値をコロンで区切った
16 進数で指定する必要があります。

Device(config-dhcpv6)# address
prefix 2001:1000::0/64
lifetime 3600

ステップ 4

DHCP プール コンフィギュレーション モードを開
始して、IPv6 DHCP プールの名前を定義します。
プール名は、記号文字列（Engineering など）また
は整数（0 など）です。

link-address IPv6-prefix
例：
Device(config-dhcpv6)#
link-address 2001:1002::0/64

lifetime t1 t1：IPv6 アドレス プレフィックスが有効
な状態を維持するタイム インターバル（秒）を指
定します。指定できる範囲は 5 ～ 4294967295 秒で
す。間隔を指定しない場合は、infinite を指定しま
す。
（任意）link-address IPv6 プレフィックスを指定し
ます。
着信インターフェイス上のアドレスまたはパケット
のリンクアドレスが指定した IPv6 プレフィックス
に一致する場合、サーバは設定情報プールを使用し
ます。
このアドレスは、16 ビット値をコロンで区切った
16 進数で指定する必要があります。

ステップ 5

vendor-specific vendor-id
例：
Device(config-dhcpv6)#
vendor-specific 9

ステップ 6

（任意）ベンダー固有のコンフィギュレーション
モードを開始して、ベンダー固有の ID 番号を指定
します。この番号は、ベンダーの IANA プライベー
ト エンタープライズ番号です。指定できる範囲は
1 ～ 4294967295 です。

suboption number {address
（任意）ベンダー固有のサブオプション番号を入力
IPv6-address | ascii ASCII-string | します。指定できる範囲は 1 ～ 65535 です。IPv6
hex hex-string}
アドレス、ASCII テキスト、または 16 進文字列を
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コマンドまたはアクション

目的

例：

サブオプション パラメータで定義されているよう
に入力します。

Device(config-dhcpv6-vs)#
suboption 1 address
1000:235D::

ステップ 7

exit

DHCP プール コンフィギュレーション モードに戻
ります。

例：
Device(config-dhcpv6-vs)# exit

ステップ 8

exit

グローバル コンフィギュレーション モードに戻り
ます。

例：
Device(config-dhcpv6)# exit

ステップ 9

interface interface-id
例：

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

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

ステップ 10 ipv6dhcpserver [poolname |
automatic] [rapid-commit]
[preference value] [allow-hint]

インターフェイスに対して DHCPv6 サーバ機能を
イネーブルにします。
• poolname：（任意）IPv6 DHCP プールのユー

例：
Device(config-if)# ipv6 dhcp
server automatic

ザ定義の名前。プール名は、記号文字列
（Engineering など）または整数（0 など）で
す。
• automatic：（任意）サーバが、クライアント
にアドレスを割り当てるときに使用するプー
ルを自動的に決定できるようにします。
• rapid-commit：（任意）2 つのメッセージを交
換する方式を許可します。
• preference 値：（任意）サーバによって送信さ
れるアドバタイズメント メッセージ内のプリ
ファレンス オプションで指定するプリファレ
ンス値を設定します。有効な範囲は 0 ～ 255
です。デフォルトのプリファレンス値は 0 で
す。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
450

OL-30686-01-J

DHCP for IPv6 アドレス割り当ての設定

コマンドまたはアクション

目的
• allow-hint：（任意）サーバが SOLICIT メッ
セージに含まれるクライアントの提案を考慮
するかどうかを指定します。デフォルトでは、
サーバはクライアントのヒントを無視します。

ステップ 11 end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 12 次のいずれかを実行します。
• show ipv6 dhcp pool

• DHCPv6 プール設定を確認します。
• DHCPv6 サーバ機能がインターフェイス上で

• show ipv6 dhcp interface

イネーブルであることを確認します。

例：
Device# show ipv6 dhcp pool

または
Device# show ipv6 dhcp
interface

ステップ 13 copyrunning-configstartup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定
を保存します。
例：
Device# copy running-config
startup-config

DHCPv6 クライアント機能のイネーブル化（CLI）
このタスクでは、インターフェイスに対して DHCPv6 クライアントをイネーブルにする方法を説
明します。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id
例：

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

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

ステップ 3

ipv6 address dhcp [rapid-commit]
例：

ステップ 4

インターフェイスで DHCPv6 サーバから IPv6
アドレスを取得できるようにします。

Device(config-if)# ipv6 address
dhcp rapid-commit

rapid-commit：（任意）アドレス割り当てに
2 つのメッセージを交換する方式を許可しま
す。

ipv6 dhcp client request
[vendor-specific]

（任意）インターフェイスでベンダー固有の
オプションを要求できるようにします。

例：
Device(config-if)# ipv6 dhcp
client request vendor-specific

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 6

showipv6dhcpinterface

DHCPv6 クライアントがインターフェイスで
イネーブルになっていることを確認します。

例：
Device# show ipv6 dhcp interface
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IPv6 ユニキャスト ルーティングの設定例
IPv6 アドレッシングの設定と IPv6 ルーティングのイネーブル化：例
次に、IPv6 プレフィックス 2001:0DB8:c18:1::/64 に基づく、リンクに対してローカルなアドレスお
よびグローバル アドレスを使用して、IPv6 をイネーブルにする例を示します。EUI-64 インター
フェイス ID が、両方のアドレスの下位 64 ビットで使用されます。show ipv6 interface EXEC コマ
ンドの出力は、インターフェイスのリンクに対してローカルなプレフィックス FE80::/64 にイン
ターフェイス ID（20B:46FF:FE2F:D940）を付加する方法を示すために追加されています。
Device(config)# ipv6 unicast-routing
Device(config)# interface gigabitethernet1/0/11
Device(config-if)# no switchport
Device(config-if)# ipv6 address 2001:0DB8:c18:1::/64 eui 64
Device(config-if)# end
Device# show ipv6 interface gigabitethernet1/0/11
GigabitEthernet1/0/11 is up, line protocol is up
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::20B:46FF:FE2F:D940
Global unicast address(es):
2001:0DB8:c18:1:20B:46FF:FE2F:D940, subnet is 2001:0DB8:c18:1::/64 [EUI]
Joined group address(es):
FF02::1
FF02::2
FF02::1:FF2F:D940
MTU is 1500 bytes
ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds
ICMP redirects are enabled
ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1
ND reachable time is 30000 milliseconds
ND advertised reachable time is 0 milliseconds
ND advertised retransmit interval is 0 milliseconds
ND router advertisements are sent every 200 seconds
ND router advertisements live for 1800 seconds
Hosts use stateless autoconfig for addresses.

デフォルト ルータ プリファレンスの設定：例
次に、インターフェイス上のルータに高い DRP を設定する例を示します。
Device# configure terminal
Device(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Device(config-if)# ipv6 nd router-preference high
Device(config-if)# end

IPv4 および IPv6 プロトコル スタックの設定：例
次に、インターフェイス上で IPv4 および IPv6 ルーティングをイネーブルにする例を示します。
Device(config)# ip routing
Device(config)# ipv6 unicast-routing
Device(config)# interface fastethernet1/0/11
Device(config-if)# no switchport
Device(config-if)# ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
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Device(config-if)# ipv6 address 2001:0DB8:c18:1::/64 eui 64
Device(config-if)# end

DHCPv6 サーバ機能のイネーブル化：例
次の例では、engineering という IPv6 アドレス プレフィックスを持つプールを設定する方法を示し
ます。
Device# configure terminal
Device(config)# ipv6 dhcp pool engineering
Device(config-dhcpv6)#address prefix 2001:1000::0/64
Device(config-dhcpv6)# end

次に、3 リンクアドレスおよび IPv6 アドレス プレフィックスを持つ testgroup と呼ばれるプールを
設定する例を示します。
Device# configure terminal
Device(config)# ipv6 dhcp pool testgroup
Device(config-dhcpv6)# link-address 2001:1001::0/64
Device(config-dhcpv6)# link-address 2001:1002::0/64
Device(config-dhcpv6)# link-address 2001:2000::0/48
Device(config-dhcpv6)# address prefix 2001:1003::0/64
Device(config-dhcpv6)# end

次の例では、350 というベンダー固有オプションを持つプールを設定する方法を示します。
Device# configure terminal
Device(config)# ipv6 dhcp pool 350
Device(config-dhcpv6)# address prefix 2001:1005::0/48
Device(config-dhcpv6)# vendor-specific 9
Device(config-dhcpv6-vs)# suboption 1 address 1000:235D::1
Device(config-dhcpv6-vs)# suboption 2 ascii "IP-Phone"
Device(config-dhcpv6-vs)# end

DHCPv6 クライアント機能のイネーブル化：例
次に、IPv6 アドレスを取得して、rapid-commit オプションをイネーブルにする例を示します。
Device(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Device(config-if)# ipv6 address dhcp rapid-commit

IPv6 ICMP レート制限の設定：例
次に、IPv6 ICMP エラー メッセージ間隔を 50 ミリ秒に、バケット サイズを 20 トークンに設定す
る例を示します。
Device(config)#ipv6 icmp error-interval 50 20
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IPv6 のスタティック ルーティングの設定：例
次に、アドミニストレーティブ ディスタンスが 130 のフローティング スタティック ルートをイ
ンターフェイスに設定する例を示します。
Device(config)# ipv6 route 2001:0DB8::/32 gigabitethernet2/0/1 130

IPv6 の RIP の設定：例
次に、最大 8 の等コスト ルートにより RIP ルーティング プロセス cisco をイネーブルにし、イン
ターフェイス上でこれをイネーブルにする例を示します。
Device(config)# ipv6 router rip cisco
Device(config-router)# maximum-paths 8
Device(config)# exit
Device(config)# interface gigabitethernet2/0/11
Device(config-if)# ipv6 rip cisco enable

IPv6 の表示：例
次に、show ipv6 interface 特権 EXEC コマンドの出力例を示します。
Device# show ipv6 interface
Vlan1 is up, line protocol is up
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::20B:46FF:FE2F:D940
Global unicast address(es):
3FFE:C000:0:1:20B:46FF:FE2F:D940, subnet is 3FFE:C000:0:1::/64 [EUI]
Joined group address(es):
FF02::1
FF02::2
FF02::1:FF2F:D940
MTU is 1500 bytes
ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds
ICMP redirects are enabled
ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1
ND reachable time is 30000 milliseconds
ND advertised reachable time is 0 milliseconds
ND advertised retransmit interval is 0 milliseconds
ND router advertisements are sent every 200 seconds
ND router advertisements live for 1800 seconds
<output truncated>
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IPv6 クライアント アドレス ラーニングの前提条件
IPv6 クライアント アドレス ラーニングを設定する前に、IPv6 をサポートするようにワイヤレス
クライアントを設定します。
関連トピック
RA ガード ポリシーの設定（CLI）, （464 ページ）

IPv6 クライアント アドレス ラーニングについて
クライアントアドレスラーニングは、アソシエーション、再アソシエーション、非認証、タイム
アウト時に、ワイヤレス クライアントの IPv4 および IPv6 アドレス、スイッチ によって維持され
るクライアント遷移ステートについて学習するために、スイッチ で設定されます。
IPv6 クライアントで IPv6 アドレスを取得するには、次の 3 つの方法があります。
• ステートレス アドレス自動設定（SLACC）
• ステートフル DHCPv6
• 静的設定
これらの方法のいずれの場合も、IPv6 クライアントは常にネイバー送信要求 DAD（重複アドレス
検出）要求を送信して、ネットワークに重複する IP アドレスがないようにします。スイッチはク
ライアントの NDP および DHCPv6 パケットをスヌープして、そのクライアント IP アドレスにつ
いて学習します。

SLAAC アドレス割り当て
IPv6 クライアント アドレス割り当て用の最も一般的な方法は、ステートレス アドレス自動設定
（SLAAC）です。SLAAC はクライアントが IPv6 プレフィクスに基づいてアドレスを自己割り当
てするシンプルなプラグ アンド プレイ接続を提供します。このプロセスが実現しました。
次のように、ステートレス アドレス自動設定（SLAAC）は設定されています。
• ホストは、ルータ送信要求メッセージを送信します。
• ホストは、ルータ アドバタイズメント メッセージを待機します。
• ホストは、ルータ アドバタイズメント メッセージから IPv6 プレフィックスの最初の 64 ビッ
トを取得し、これを 64 ビット EUI-64 アドレス（イーサネットの場合、MAC アドレスから
作成されます）と組み合わせて、グローバル ユニキャスト メッセージを作成します。ホス
トは、デフォルト ゲートウェイとして、ルータ アドバタイズメント メッセージの IP ヘッ
ダーに含まれる送信元 IP アドレスも使用します。
• 重複アドレス検出は、選択されるランダム アドレスが他のクライアントと重複しないよう
に、IPv6 クライアントによって実行されます。
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• アルゴリズムの選択はクライアントに依存し、多くの場合は設定できます。
次の 2 種類のアルゴリズムに基づいて IPv6 アドレスの最後の 64 ビットが学習可能です。
• インターフェイスの MAC アドレスに基づく EUI-64、または
• ランダムに生成されるプライベート アドレス。
図 15：SLAAC アドレス割り当て

Cisco 対応 IPv6 ルータからの次の Cisco IOS コンフィギュレーション コマンドを使用して、SLAAC
のアドレッシングとルータ アドバタイズメントをイネーブルにします。
ipv6 unicast-routing
interface Vlan20
description IPv6-SLAAC
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
ipv6 address FE80:DB8:0:20::1 linklocal
ipv6 address 2001:DB8:0:20::1/64
ipv6 enable
end

関連トピック
IPv6 スヌーピングの設定（CLI）, （468 ページ）
DHCP プールの設定（CLI）, （472 ページ）
DHCP を使用しないステートレス自動アドレス設定の設定（CLI）, （473 ページ）
DHCP によるステートレス自動アドレス設定の設定（CLI）, （474 ページ）
ステートフル DHCP のローカルな設定（CLI）, （475 ページ）
ステートフル DHCP の外部的設定（CLI）, （477 ページ）
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ステートフル DHCPv6 アドレス割り当て
図 16：ステートフル DHCPv6 アドレス割り当て

DHCPv6 の使用は、SLAAC がすでに導入されている場合は、IPv6 クライアント接続で要求されま
せん。DHCPv6 にはステートレスおよびステートフルという 2 種類の動作モードがあります。
DHCPv6 ステートレス モードは、ルータ アドバタイズメントで使用できない追加のネットワーク
情報をクライアントに提供するために使用しますが、これは IPv6 アドレスではありません。すで
に SLAAC によって提供されているためです。この情報には DNS ドメイン名、DNS サーバ、その
他の DHCP ベンダー固有オプションを含めることができます。このインターフェイス設定は、
SLAAC をイネーブルにしてステートレス DHCPv6 を実装する Cisco IOS IPv6 ルータ用です。
ipv6 unicast-routing
ipv6 dhcp pool IPV6_DHCPPOOL
address prefix 2001:db8:5:10::/64
domain-name cisco.com
dns-server 2001:db8:6:6::1
interface Vlan20
description IPv6-DHCP-Stateless
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
ipv6 nd other-config-flag
ipv6 dhcp server IPV6_DHCPPOOL
ipv6 address 2001:DB8:0:20::1/64
end

マネージド モードとも呼ばれる DHCPv6 ステートフル オプションは、DHCPv4 と同様に動作しま
す。つまり、クライアント SLAAC のとおりにアドレスの最後の 64 ビットを生成するのではな
く、固有のアドレスをそれぞれのクライアントに割り当てます。次のインターフェイス設定は、
ローカル Deviceのステートフル DHCPv6 を実装している Cisco IOS IPv6 ルータ用です。
ipv6 unicast-routing
ipv6 dhcp pool IPV6_DHCPPOOL
address prefix 2001:db8:5:10::/64
domain-name cisco.com
dns-server 2001:db8:6:6::1
interface Vlan20
description IPv6-DHCP-Stateful
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
ipv6 address 2001:DB8:0:20::1/64
ipv6 nd prefix 2001:DB8:0:20::/64 no-advertise
ipv6 nd managed-config-flag
ipv6 nd other-config-flag
ipv6 dhcp server IPV6_DHCPPOOL
end

次のインターフェイス設定は、外部 DHCP サーバのステートフル DHCPv6 を実装している Cisco
IOS IPv6 ルータ用です。
ipv6 unicast-routing
domain-name cisco.com
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dns-server 2001:db8:6:6::1
interface Vlan20
description IPv6-DHCP-Stateful
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
ipv6 address 2001:DB8:0:20::1/64
ipv6 nd prefix 2001:DB8:0:20::/64 no-advertise
ipv6 nd managed-config-flag
ipv6 nd other-config-flag
ipv6 dhcp_relay destination 2001:DB8:0:20::2
end

関連トピック
IPv6 スヌーピングの設定（CLI）, （468 ページ）
DHCP プールの設定（CLI）, （472 ページ）
DHCP を使用しないステートレス自動アドレス設定の設定（CLI）, （473 ページ）
DHCP によるステートレス自動アドレス設定の設定（CLI）, （474 ページ）
ステートフル DHCP のローカルな設定（CLI）, （475 ページ）
ステートフル DHCP の外部的設定（CLI）, （477 ページ）

静的 IP アドレス割り当て
クライアントにスタティックに設定されたアドレス。

ルータ要求
ルータ送信要求メッセージは、ローカル ルーティングに関する情報を入手できる、またはステー
トレス自動設定を設定できるルータアドバタイズメントを送信するようにローカルルータを促進
するために、ホストコントローラによって発行されます。ルータアドバタイズメントは定期的に
送信され、起動時または再起動操作後などに、ホストはルータ送信要求を使用して即時ルータ ア
ドバタイズメントを要求します。
関連トピック
IPv6 ND 抑制ポリシーの設定（CLI）, （469 ページ）

Router Advertisement
ルータアドバタイズメントメッセージは、ルータから定期的に送信されるか、ホストからのルー
タ送信要求メッセージへの応答として送信されます。これらのメッセージに含まれる情報は、ホ
ストでステートレス自動設定を実行し、ルーティング テーブルを変更するために使用されます。
関連トピック
IPv6 ND 抑制ポリシーの設定（CLI）, （469 ページ）
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ネイバー探索
IPv6 ネイバー ディスカバリとは、近隣のノード間の関係を決定するメッセージとプロセスのこと
です。ネイバー ディスカバリは、IPv4 で使用されていた ARP、ICMP ルータ探索、および ICMP
リダイレクトに代わるものです。
信頼できるバインディング テーブル データベースを構築するために、IPv6 ネイバー ディスカバ
リ検査によってネイバー ディスカバリ メッセージが分析され、準拠しない IPv6 ネイバー ディス
カバリ パケットはドロップされます。 スイッチ内のネイバー バインディング テーブルでは、各
IPv6 アドレスと、アソシエートされた MAC アドレスが追跡されます。クライアントは、ネイバー
バインディング タイマーに従って、テーブルから消去されます。
関連トピック
IPv6 ND 抑制ポリシーの設定（CLI）, （469 ページ）

ネイバー探索抑制
ワイヤレス クライアントの IPv6 アドレスは、スイッチ によってキャッシュされます。スイッチ
が IPv6 アドレスを検索する NS マルチキャストを受信して、スイッチによって特定された目的の
アドレスがクライアントのいずれかに属している場合、スイッチはクライアントに代わって NA
メッセージで応答します。このプロセスによって IPv4 のアドレス解決プロトコル（ARP）テーブ
ルと同等のテーブルが生成されますが、より効率的であり、たいていの場合、使用されるメッセー
ジは少なくなります。

（注）

スイッチがプロキシのように動作し NA で応答するのは、ipv6 nd suppress コマンドが設定さ
れている場合だけです。
スイッチ にワイヤレス クライアントの IPv6 アドレスがない場合、スイッチ は NA で応答せず、
NS パケットをワイヤレス側に転送します。この問題を解決するために、NS マルチキャスト フォ
ワーディング ノブが用意されています。このノブがイネーブルの場合、スイッチ は存在しない
（キャッシュ欠落）IPv6 アドレスの NS パケットを取得し、ワイヤレス側に転送します。このパ
ケットは、目的のワイヤレス クライアントに到達し、クライアントは NA で応答します。
このキャッシュ ミス シナリオが発生するのはまれで、完全な IPv6 スタックが実装されていない
クライアントが、NDP 時にそれらの IPv6 アドレスをアドバタイズしない可能性はほとんどありま
せん。
関連トピック
IPv6 ND 抑制ポリシーの設定（CLI）, （469 ページ）

RA ガード
IPv6 クライアントは、IPv6 アドレスを設定し、IPv6 ルータ アドバタイズメント（RA）パケット
に基づいてルータ テーブルにデータを入力します。RA ガード機能は、有線ネットワークの RA
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ガード機能に類似しています。RA ガードは、ワイヤレス クライアントから発信される不要な、
または不正な RA パケットをドロップすることによって、IPv6 ネットワークのセキュリティを強
化します。この機能が設定されていないと、悪意のある IPv6 ワイヤレス クライアントが、多くの
場合は高い優先順位で、それ自体をネットワークのルータとして通知する可能性があり、そのた
め、正規の IPv6 ルータよりも優先されることになります。
また、RA ガードは、着信 RA を調べて、メッセージまたはスイッチ設定で検出された情報のみに
基づいて、それらをスイッチするかブロックするかを決定します。受信したフレームで使用でき
る情報は、RA の検証に有用です。
• フレームが受信されるポート
• IPv6 送信元アドレス
• プレフィックス リスト
スイッチで作成された次の設定情報は、受信した RA フレームで検出された情報に対して検証す
るときに RA ガードで使用できます。
• RA ガード メッセージの受信用に信頼できる/信頼できないポート
• RA 送信者の信頼できる/信頼できない送信元 IPv6 アドレス
• 信頼できる/信頼できないプレフィックス リストおよびプレフィックス範囲
• ルータ プリファレンス
RA ガードはスイッチで行われます。スイッチで RA メッセージをドロップするようにスイッチを
設定できます。すべての IPv6 RA メッセージがドロップされ、それによって他のワイヤレス クラ
イアントおよびアップストリーム有線ネットワークが悪意のある IPv6 クライアントから保護され
ます。
//Create a policy for RA Guard//
ipv6 nd raguard policy raguard-router
trusted-port
device-role router
//Applying the RA Guard Policy on port/interface//
interface tengigabitethernet1/0/1 (Katana)
interface gigabitethernet1/0/1 (Edison)
ipv6 nd raguard attach-policy raguard-router

関連トピック
RA ガード ポリシーの設定（CLI）, （464 ページ）
RA ガード ポリシーの適用（CLI）, （465 ページ）
RA スロットル ポリシーの設定（CLI）, （466 ページ）
VLAN への RA スロットル ポリシーの適用（CLI）, （468 ページ）

RA スロットリング
RA スロットリングは、コントローラがワイヤレス ネットワーク宛ての RA パケットを強制的に
制限できるようにします。RA スロットリングを有効にすることにより、多数の RA パケットを送
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信するルータを最小限の頻度に調整することができ、その場合も IPv6 クライアントの接続は維持
されます。クライアントが RS パケットを送信すると、RA がクライアントに返送されます。この
RA は、コントローラを通過でき、クライアントにユニキャストされます。このプロセスによっ
て、新しいクライアントやローミング クライアントが RA スロットリングの影響を受けないよう
にすることができます。
関連トピック
RA ガード ポリシーの設定（CLI）, （464 ページ）
RA ガード ポリシーの適用（CLI）, （465 ページ）
RA スロットル ポリシーの設定（CLI）, （466 ページ）
VLAN への RA スロットル ポリシーの適用（CLI）, （468 ページ）

IPv6 ユニキャストの設定（CLI）
IPv6 ユニキャストはスイッチとコントローラで常にイネーブルにする必要があります。IPv6 ユニ
キャスト ルーティングはディセーブルに設定されています。

はじめる前に
IPv6 ユニキャスト データグラムの転送をイネーブルにするには、グローバル コンフィギュレー
ション モードで ipv6 unicast-routing コマンドを使用します。IPv6 ユニキャスト データグラムの
転送をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバルコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

ipv6 unicast routing

IPv6 ユニキャスト データグラムの転送
をイネーブルにします。

例：
Device (config)# ipv6 unicast
routing

RA ガード ポリシーの設定（CLI）
IPv6 クライアント アドレスを追加し、IPv6 ルータ アドバタイズメント パケットに基づいてルー
タ テーブルに入力するには、スイッチで RA ガード ポリシーを設定します。
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はじめる前に
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

ipv6 nd raguard policy
raguard-router

RA ガード ポリシー名を定義して、RA ガー
ド ポリシー コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device(config)# ipv6 nd raguard
policy raguard-router

ステップ 3

trustedport

（任意）このポリシーが信頼できるポートに
適用されることを指定します。

例：
Device(config-ra-guard)#
trustedport

ステップ 4

device-role router

ポートに接続されているデバイスのロールを
指定します。

例：
Device(config-ra-guard)#
device-role router

ステップ 5

exit
例：

RA ガード ポリシー コンフィギュレーショ
ンモードを終了してグローバルコンフィギュ
レーション モードに戻ります。

Device(config-ra-guard)# exit

関連トピック
IPv6 クライアント アドレス ラーニングの前提条件, （458 ページ）
RA ガード, （462 ページ）
RA スロットリング, （463 ページ）
RA ガード ポリシーの適用（CLI）, （465 ページ）
RA スロットル ポリシーの設定（CLI）, （466 ページ）
VLAN への RA スロットル ポリシーの適用（CLI）, （468 ページ）

RA ガード ポリシーの適用（CLI）
スイッチで RA ガード ポリシーを適用すると、すべての信頼できない RA がブロックされます。
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はじめる前に
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

interface tengigabitethernet 1/0/1
例：

インターフェイスのタイプと番号を指定
し、デバイスをインターフェイスコンフィ
ギュレーション モードにします。

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

ステップ 3

ipv6 nd raguard attach-policy
raguard-router

指定したインターフェイスに IPv6 RA ガー
ド機能を適用します。

例：
Device(config-if)# ipv6 nd raguard
attach-policy raguard-router

ステップ 4

exit

インターフェイス コンフィギュレーショ
ン モードを終了します。

例：
Device(config-if)# exit

関連トピック
RA ガード ポリシーの設定（CLI）, （464 ページ）
RA ガード, （462 ページ）
RA スロットリング, （463 ページ）
RA スロットル ポリシーの設定（CLI）, （466 ページ）
VLAN への RA スロットル ポリシーの適用（CLI）, （468 ページ）

RA スロットル ポリシーの設定（CLI）
強制的に制限できるように RA スロットル ポリシーを設定します。
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はじめる前に
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

ipv6 nd ra-throttler policy
ra-throttler1
例：

ルータ アドバタイズメント（RA）スロット
ラ ポリシー名を定義して、IPv6 RA スロッ
トル ポリシー コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

Device(config)# ipv6 nd
ra-throttler policy ra-throttler1

ステップ 3

throttleperiod500

IPv6 RA スロットラ ポリシーのスロットル
期間を設定します。

例：
Device(config-nd-ra-throttle)#
throttleperiod 500

ステップ 4

max-through10

スロットル期間ごとに、VLAN あたりのマ
ルチキャスト RA を制限します。

例：
Device(config-nd-ra-throttle)#
max-through 500

ステップ 5

allow-atleast 5at-most 10
例：

RA スロットラ ポリシーのスロットル期間
ごとに、デバイスあたりのマルチキャスト
RA 数を制限します。

Device(config-nd-ra-throttle)#
allow-atleast 5 at-most 10

関連トピック
RA ガード ポリシーの設定（CLI）, （464 ページ）
RA ガード ポリシーの適用（CLI）, （465 ページ）
RA ガード, （462 ページ）
RA スロットリング, （463 ページ）
VLAN への RA スロットル ポリシーの適用（CLI）, （468 ページ）
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VLAN への RA スロットル ポリシーの適用（CLI）

VLAN への RA スロットル ポリシーの適用（CLI）
VLAN に RA スロットル ポリシーを適用します。RA スロットリングを有効にすることにより、
多数の RA パケットを送信するルータを最小限の頻度に調整することができ、その場合も IPv6 ク
ライアントの接続は維持されます。

はじめる前に
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

vlan configuration 1
例：

VLAN または VLAN の集合を設定して、
VLAN コンフィギュレーション モードを
開始します。

Device(config)# vlan configuration
1

ステップ 3

ipv6 nd ra throttler attach-policy
ra-throttler1

VLAN または VLAN の集合に IPv6 RA ス
ロットル ポリシーを接続します。

例：
Device(config-vlan)# ipv6 nd ra
throttler attach-policy
ra-throttler1

関連トピック
RA ガード ポリシーの設定（CLI）, （464 ページ）
RA ガード ポリシーの適用（CLI）, （465 ページ）
RA スロットル ポリシーの設定（CLI）, （466 ページ）
RA ガード, （462 ページ）
RA スロットリング, （463 ページ）

IPv6 スヌーピングの設定（CLI）
IPv6 スヌーピングはスイッチとコントローラで常にイネーブルにする必要があります。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
468

OL-30686-01-J

IPv6 ND 抑制ポリシーの設定（CLI）

はじめる前に
クライアント マシンで IPv6 をイネーブルにします。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

vlan configuration 1

VLAN コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device(config)# vlan configuration
1

ステップ 2

ipv6 snooping

Vlan で IPv6 スヌーピングをイネーブル
にします。

例：
Device(config-vlan)# ipv6 snooping

ステップ 3

ipv6 nd suppress

Vlan で IPv6 ND 抑制をイネーブルにし
ます。

例：
Device(config-vlan-config)# ipv6 nd
suppress

ステップ 4

exit

設定を保存し、Vlan コンフィギュレー
ション モードを終了します。

例：
Device(config-vlan-config)# exit

関連トピック
SLAAC アドレス割り当て, （458 ページ）
ステートフル DHCPv6 アドレス割り当て, （460 ページ）

IPv6 ND 抑制ポリシーの設定（CLI）
IPv6 ネイバー探索（ND）マルチキャスト抑制機能では、ドロップする（およびターゲットに代
わって送信要求に応答する）、またはユニキャスト トラフィックに変換することで、できるだけ
多くの ND マルチキャスト ネイバー送信要求（NS）メッセージを停止します。この機能は、レイ
ヤ 2 スイッチまたはワイヤレス コントローラで実行され、適切なリンクの処理に必要な制御トラ
フィックの量を減らすために使用されます。
アドレスがバインディングテーブルに挿入されると、マルチキャストアドレスに送信されたアド
レス解決要求が代行受信され、デバイスはアドレスの所有者に代わって応答するか、レイヤ 2 で
要求をユニキャスト メッセージに変換して宛先に転送します。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
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VLAN/PortChannel での IPv6 スヌーピングの設定

はじめる前に
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：
Device(config)# enable

ステップ 2

configureterminal

• パスワードを入力します（要求された場
合）。
グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ipv6 nd suppress policy
例：

ND 制御ポリシー名を定義して ND 制御ポリ
シー コンフィギュレーション モードを開始
します。

Device (config)# ipv6 nd
suppress policy

関連トピック
ルータ要求, （461 ページ）
Router Advertisement, （461 ページ）
ネイバー探索, （462 ページ）
ネイバー探索抑制, （462 ページ）

VLAN/PortChannel での IPv6 スヌーピングの設定
ネイバー探索（ND）抑制は、VLAN またはスイッチ ポートでイネーブルまたはディセーブルに
できます。

はじめる前に
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

vlan config901

VLAN を作成し、VLAN コンフィギュレー
ション モードを開始します。

例：
Device(config)# vlan config901
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Switch での IPv6 の設定（CLI）

ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

ipv6 nd suppress

VLAN に IPv6 nd 抑制を適用します。

例：
Device(config-vlan)# ipv6 nd
suppress

ステップ 3

end
例：

VLAN コンフィギュレーション モードを終
了し、グローバル コンフィギュレーション
モードを開始します。

Device(config-vlan)# end

ステップ 4

interface gi1/0/1

ギガビット イーサネット ポート インター
フェイスを作成します。

例：
Device (config)# interface
gi1/0/1

ステップ 5

ipv6 nd suppress

インターフェイスに IPv6 nd 抑制を適用しま
す。

例：
Device(config-vlan)# ipv6 nd
suppress

ステップ 6

end
例：

VLAN コンフィギュレーション モードを終
了し、グローバル コンフィギュレーション
モードを開始します。

Device(config-vlan)# end

Switch での IPv6 の設定（CLI）
インターフェイス上の IPv6 を設定するには、この設定例を使用します。

はじめる前に
クライアント上の IPv6 および有線インフラストラクチャ上の IPv6 サポートをイネーブルにしま
す。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

interface vlan 1

インターフェイスを作成し、インター
フェイス コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device(config)# interface vlan 1
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DHCP プールの設定（CLI）

ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

ip address fe80::1 link-local

リンクローカル オプションを使用して
インターフェイスで IPv6 アドレスを設
定します。

例：
Device(config-if)# ip address
198.51.100.1 255.255.255.0
Device(config-if)# ipv6 address
fe80::1 link-local
Device(config-if)# ipv6 address
2001:DB8:0:1:FFFF:1234::5/64
Device(config-if)# ipv6 address
2001:DB8:0:0:E000::F/64

ステップ 3

ipv6 enable

（任意）インターフェイス上で IPv6 を
イネーブルにします。

例：
Device(config)# ipv6 enable

ステップ 4

end

インターフェイス モードを終了しま
す。

例：
Device(config)# end

DHCP プールの設定（CLI）
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

ipv6 dhcp pool Vlan21

コンフィギュレーション モードを開始し、
VLAN の IPv6 DHCP プールを設定します。

例：
Device(config)# ipv6 dhcp pool
vlan1

ステップ 2

address prefix
2001:DB8:0:1:FFFF:1234::/64lifetime
300 10

コンフィギュレーション DHCP モードを開
始し、VLAN のアドレス プールとそのライ
フタイムを設定します。

例：
Device(config-dhcpv6)# address
prefix 2001:DB8:0:1:FFFF:1234::/64
lifetime 300 10

ステップ 3

dns-server 2001:100:0:1::1

DHCP プールの DNS サーバを設定します。

例：
Device(config-dhcpv6)# dns-server
2001:20:21::1
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DHCP を使用しないステートレス自動アドレス設定の設定（CLI）

ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

domain-name example.com

完全な非修飾ホスト名になるようにドメイ
ン名を設定します。

例：
Device(config-dhcpv6)# domain-name
example.com

ステップ 5

end
例：
Device(config)# end

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

関連トピック
SLAAC アドレス割り当て, （458 ページ）
ステートフル DHCPv6 アドレス割り当て, （460 ページ）

DHCP を使用しないステートレス自動アドレス設定の設定（CLI）
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

interface vlan 1

インターフェイスを作成し、インターフェ
イス コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device(config)# interface vlan 1

ステップ 2

ip address fe80::1 link-local
例：

リンクローカル オプションを使用してイン
ターフェイスで IPv6 アドレスを設定しま
す。

Device(config-if)# ip address
198.51.100.1 255.255.255.0
Device(config-if)# ipv6 address
fe80::1 link-local
Device(config-if)# ipv6 address
2001:DB8:0:1:FFFF:1234::5/64
Device(config-if)# ipv6 address
2001:DB8:0:0:E000::F/64

ステップ 3

ipv6 enable

（任意）インターフェイス上で IPv6 をイ
ネーブルにします。

例：
Device(config)# ipv6 enable
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DHCP によるステートレス自動アドレス設定の設定（CLI）

ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

no ipv6 nd managed-config-flag

接続されたホストで、アドレスの取得にス
テートフル自動設定が使用されないように
します。

例：
Device(config)#interface vlan 1
Device(config-if)# no ipv6 nd
managed-config-flag

ステップ 5

no ipv6 nd other-config-flag
例：
Device(config-if)# no ipv6 nd
other-config-flag

ステップ 6

end
例：

接続されたホストで、DHCP からの非アド
レス オプションの取得に（ドメインなど）
ステートフル自動設定が使用されないよう
にします。
特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z
キーを押しても、グローバル コンフィギュ
レーション モードを終了できます。

Device(config)# end

関連トピック
SLAAC アドレス割り当て, （458 ページ）
ステートフル DHCPv6 アドレス割り当て, （460 ページ）

DHCP によるステートレス自動アドレス設定の設定（CLI）
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

interface vlan 1

インターフェイスを作成し、インターフェ
イス コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device(config)# interface vlan 1

ステップ 2

ip address fe80::1 link-local
例：

リンクローカル オプションを使用してイ
ンターフェイスで IPv6 アドレスを設定し
ます。

Device(config-if)# ip address
198.51.100.1 255.255.255.0
Device(config-if)# ipv6 address
fe80::1 link-local
Device(config-if)# ipv6 address
2001:DB8:0:1:FFFF:1234::5/64
Device(config-if)# ipv6 address
2001:DB8:0:0:E000::F/64
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ステートフル DHCP のローカルな設定（CLI）

ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

ipv6 enable

（任意）インターフェイス上で IPv6 をイ
ネーブルにします。

例：
Device(config)# ipv6 enable

ステップ 4

no ipv6 nd managed-config-flag
例：

接続されたホストで、アドレスの取得に
ステートフル自動設定が使用されないよ
うにします。

Device(config)#interface vlan 1
Device(config-if)# no ipv6 nd
managed-config-flag

ステップ 5

Device(config-if)# no ipv6 nd
other-config-flag

接続されたホストで、DHCP からの非ア
ドレス オプションの取得に（ドメインな
ど）ステートフル自動設定が使用されな
いようにします。

end

インターフェイス モードを終了します。

ipv6 nd other-config-flag
例：

ステップ 6

例：
Device(config)# end

関連トピック
SLAAC アドレス割り当て, （458 ページ）
ステートフル DHCPv6 アドレス割り当て, （460 ページ）

ステートフル DHCP のローカルな設定（CLI）
このインターフェイス設定は、ローカル Deviceのステートフル DHCPv6 を実装している Cisco IOS
IPv6 ルータ用です。

はじめる前に
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
Device# configure terminal
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ステートフル DHCP のローカルな設定（CLI）

ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

ipv6 unicast-routing

ユニキャスト用に IPv6 を設定します。

例：
Device(config)# ipv6 unicast-routing

ステップ 3

ipv6 dhcp pool IPv6_DHCPPOOL
例：

コンフィギュレーション モードを開始
し、VLAN の IPv6 DHCP プールを設定
します。

Device (config)# ipv6 dhcp pool
IPv6_DHCPPOOL

ステップ 4

address prefix
2001:DB8:0:1:FFFF:1234::/64

プールに入力するアドレス範囲を指定し
ます。

例：
Device (config-dhcpv6)# address
prefix
2001:DB8:0:1:FFFF:1234::/64

ステップ 5

dns-server 2001:100:0:1::1

DHCP クライアントに DNS サーバのオ
プションを提供します。

例：
Device (config-dhcpv6)# dns-server
2001:100:0:1::1

ステップ 6

domain-name example.com

DHCP クライアントにドメイン名オプ
ションを提供します。

例：
Device (config-dhcpv6)# domain-name
example.com

ステップ 7

exit

前のモードに戻ります。

例：
Device (config-dhcpv6)# exit

ステップ 8

interface vlan1

インターフェイス モードを開始して、
ステートフル DHCP を設定します。

例：
Device (config)# interface vlan 1

ステップ 9

description IPv6-DHCP-Stateful

ステートフル IPv6 DHCP の説明を入力
します。

例：
Device (config-if)# description
IPv6-DHCP-Stateful

ステップ 10

ipv6 address 2001:DB8:0:20::1/64

ステートフル IPv6 DHCP の IPv6 アドレ
スを入力します。

例：
Device (config-if)# ipv6 address
2001:DB8:0:20::1/64
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ステップ 11

コマンドまたはアクション

目的

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

ステートフル IPv6 DHCP の IPv6 アドレ
スを入力します。

例：
Device (config-if)# ip address
192.168.20.1 255.255.255.0

ステップ 12

ipv6 nd prefix 2001:db8::/64no-advertise アドバタイズしてはならない、IPv6ルー
ティング プレフィックス アドバタイズ
例：
メントを設定します。
Device (config-if)# ipv6 nd prefix
2001:db8::/64
no-advertise

ステップ 13

ipv6 nd managed-config-flag
例：

ホストでアドレス設定に DHCP を使用
できるように、IPv6 インターフェイス
ネイバー探索を設定します。

Device (config-if)# ipv6 nd
managed-config-flag

ステップ 14

ipv6 nd other-config-flag
例：

ホストで非アドレス設定に DHCP を使
用できるように、IPv6 インターフェイ
ス ネイバー探索を設定します。

Device (config-if)# ipv6 nd
other-config-flag

ステップ 15

ipv6 dhcp server IPv6_DHCPPOOL

インターフェイスに DHCP サーバを設
定します。

例：
Device (config-if)# ipv6 dhcp server
IPv6_DHCPPOOL

関連トピック
SLAAC アドレス割り当て, （458 ページ）
ステートフル DHCPv6 アドレス割り当て, （460 ページ）

ステートフル DHCP の外部的設定（CLI）
このインターフェイス設定は、外部 DHCP サーバのステートフル DHCPv6 を実装している Cisco
IOS IPv6 ルータ用です。
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ステートフル DHCP の外部的設定（CLI）

はじめる前に
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

ipv6 unicast-routing

ユニキャスト用に IPv6 を設定します。

例：
Device(config)# ipv6 unicast-routing

ステップ 3

dns-server 2001:100:0:1::1

DHCP クライアントに DNS サーバのオ
プションを提供します。

例：
Device (config-dhcpv6)# dns-server
2001:100:0:1::1

ステップ 4

domain-name example.com

DHCP クライアントにドメイン名オプ
ションを提供します。

例：
Device (config-dhcpv6)# domain-name
example.com

ステップ 5

exit

前のモードに戻ります。

例：
Device (config-dhcpv6)# exit

ステップ 6

interface vlan1

インターフェイス モードを開始して、
ステートフル DHCP を設定します。

例：
Device (config)# interface vlan 1

ステップ 7

description IPv6-DHCP-Stateful

ステートフル IPv6 DHCP の説明を入力
します。

例：
Device (config-if)# description
IPv6-DHCP-Stateful

ステップ 8

ipv6 address 2001:DB8:0:20::1/64

ステートフル IPv6 DHCP の IPv6 アドレ
スを入力します。

例：
Device (config-if)# ipv6 address
2001:DB8:0:20::1/64

ステップ 9

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

ステートフル IPv6 DHCP の IPv6 アドレ
スを入力します。

例：
Device (config-if)# ip address
192.168.20.1 255.255.255.0
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IPv6 クライアントのモニタリング（GUI）

コマンドまたはアクション
ステップ 10

目的

ipv6 nd prefix 2001:db8::/64no-advertise アドバタイズしてはならない、IPv6 ルー
ティング プレフィックス アドバタイズ
例：
メントを設定します。
Device (config-if)# ipv6 nd prefix
2001:db8::/64
no-advertise

ステップ 11

ipv6 nd managed-config-flag
例：

ホストでアドレス設定に DHCP を使用
できるように、IPv6 インターフェイス
ネイバー探索を設定します。

Device (config-if)# ipv6 nd
managed-config-flag

ステップ 12

ipv6 nd other-config-flag
例：

ホストで非アドレス設定に DHCP を使
用できるように、IPv6 インターフェイ
ス ネイバー探索を設定します。

Device (config-if)# ipv6 nd
other-config-flag

ステップ 13

ipv6 dhcp_relaydestination
2001:DB8:0:20::2

インターフェイスに DHCP サーバを設
定します。

例：
Device (config-if)# ipv6 dhcp_relay
destination 2001:DB8:0:20::2

関連トピック
SLAAC アドレス割り当て, （458 ページ）
ステートフル DHCPv6 アドレス割り当て, （460 ページ）

IPv6 クライアントのモニタリング（GUI）
Deviceに関連づけられた IPv6 クライアントを表示する方法

はじめる前に
手順
[Monitor] > [Clients] を選択します。
[Clients] ページが表示されます。[Clients] ページには、次の詳細が含まれます。
• Client MAC Address：クライアントの MAC アドレスを表示します。
• AP Name：クライアントが接続されているアクセス ポイント名を表示します。
• WLAN：クライアントに関連付けられている WLAN を表示します。
• State：クライアント認証を表示します。
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• Protocol：使用されるプロトコルを表示します。
クライアント関連の一般的な詳細を表示するには、[Clients] ページの [Client MAC Address] パラ
メータをクリックします。[Client > Detail] ページの [General] タブの下にクライアントの IPv6 アド
レスが表示されます。

IPv6 アドレス ラーニング設定の確認
次に、show ipv6 dhcp pool コマンドの出力例を示します。このコマンドは、スイッチ上の IPv6
サービス設定を表示します。vlan 21 の設定済みプールの詳細には、プールからアドレスを現在使
用している 6 つのクライアントが表示されます。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

show ipv6 dhcp pool

スイッチ上の IPv6 サービス
設定を表示します。

例：
Deviceshow ipv6 dhcp pool
DHCPv6 pool: vlan21
Address allocation prefix:
2001:DB8:0:1:FFFF:1234::/64 valid 86400 preferred
86400 (6 in use, 0 conflicts)
DNS server: 2001:100:0:1::1
Domain name: example.com
Active clients: 6

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

IPv6 コマンド リファレンス

IPv6 Command Reference (Catalyst 3850 Switches)

IP コマンド リファレンス

IP Command Reference (Catalyst 3850 Switches)
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エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

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

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

シスコのテクニカル サポート
Link

説明

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

IPv6 クライアント アドレス ラーニングの機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能をリストし、個別の設定情報へのリンクを示します。
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機能

リリース

変更内容

IPv6 クライアント アドレス ラーニング機能

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導
入されまし
た。
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• IPv6 WLAN セキュリティの前提条件, 483 ページ
• IPv6 WLAN セキュリティの制限, 483 ページ
• IPv6 WLAN セキュリティについて, 484 ページ
• IPv6 WLAN セキュリティの設定方法, 487 ページ
• その他の参考資料, 502 ページ
• IPv6 WLAN セキュリティの機能情報, 503 ページ

IPv6 WLAN セキュリティの前提条件
クライアント VLAN をスイッチで設定された WLAN にマッピングする必要があります。

IPv6 WLAN セキュリティの制限
RADIUS サーバのサポート
• 冗長性を保つために複数の RADIUS サーバが設定されている場合、バックアップが適切に機
能するようにするには、すべてのサーバでユーザ データベースを同一にする必要がありま
す。
Radius ACS サポート
• Cisco Secure Access Control Server（ACS）とスイッチの両方で、RADIUS を設定する必要があ
ります。
• RADIUS は、Cisco Secure ACS バージョン 3.2 以降のリリースでサポートされます。
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IPv6 WLAN セキュリティについて
RADIUS の概要
Remote Authentication Dial-In User Service（RADIUS）とは、ネットワークへの管理アクセス権を取
得しようとするユーザに対して中央管理されたセキュリティ機能を提供する、クライアント/サー
バ プロトコルです。これは、ローカル EAP に類似したバックエンド データベースとして機能し、
認証サービスおよびアカウンティング サービスを提供します。
• 認証：スイッチにログインしようとするユーザを検証するプロセス。
スイッチで RADIUS サーバに対してユーザが認証されるようにするには、ユーザは有効な
ユーザ名とパスワードを入力する必要があります。複数のデータベースを設定する場合は、
バックエンド データベースを試行する順序を指定します。
• アカウンティング：ユーザによる処理と変更を記録するプロセス。
ユーザによる処理が正常に実行される度に、RADIUS アカウンティング サーバでは、変更さ
れた属性、変更を行ったユーザのユーザ ID、ユーザがログインしたリモート ホスト、コマ
ンドが実行された日付と時刻、ユーザの認可レベル、および実行された処理と入力された値
の説明がログに記録されます。RADIUS アカウンティング サーバが到達不能の場合、ユーザ
は中断なく、セッションを続行できます。
ユーザ データグラム プロトコル：RADIUS では、その転送にユーザ データグラム プロトコル
（UDP）を使用します。RADIUS では、1 つのデータベースが保持されます。そして、UDP ポー
ト 1812 で受信認証要求がリッスンされ、UDP ポート 1813 で受信アカウンティング要求がリッス
ンされます。アクセス コントロールを要求するスイッチは、クライアントとして動作し、サーバ
から AAA サービスを要求します。スイッチとサーバ間のトラフィックは、プロトコルで定義され
るアルゴリズムと、両方のデバイスにおいて設定される共有秘密キーによって暗号化されます。
複数の RADIUS アカウンティングおよび認証サーバを設定します。たとえば、1 台の RADIUS 認
証サーバを中央に配置し、複数の RADIUS アカウンティング サーバを異なる地域に配置できま
す。同じタイプのサーバを複数設定すると、最初のサーバで障害が発生したり、接続不能になっ
たりしても、コントローラは、必要に応じて 2 台目や 3 台目あるいはそれ以降のサーバへの接続
を自動的に試行します。
RADIUS 方式が WLAN に対して設定されている場合、スイッチは WLAN に対して設定されてい
る RADIUS 方式を使用します。ローカル EAP を使用するように WLAN を設定すると、WLAN で
設定されている RADIUS 方式はローカルをポイントします。WLAN には、使用するローカル EAP
プロファイルの名前を設定する必要もあります。
RADIUS 方式が WLAN に対して設定されていない場合、スイッチはグローバル モードで定義さ
れているデフォルトの RADIUS 方式を使用します。
ローカル EAP について
ローカル EAP は、ユーザおよびワイヤレス クライアントのローカル認証を可能にする認証方式で
す。この方式は、バックエンド システムが妨害されたり、外部認証サーバが停止した場合でも、
ワイヤレスクライアントへの接続を維持できるように、リモートオフィスで使用する目的で設計
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されています。ローカル EAP を有効にすると、スイッチは認証サーバおよびローカル ユーザ デー
タベースとして機能するため、外部認証サーバに依存する必要がなくなります。ローカル EAP
は、ローカル ユーザ データベースまたは LDAP バックエンド データベースからユーザのクレデ
ンシャルを取得して、ユーザを認証します。ローカル EAP では、コントローラとワイヤレス クラ
イアント間で、LEAP、EAP-FAST、EAP-TLS、PEAPv0/MSCHAPv2、および PEAPv1/GTC 認証方
式をサポートします。
EAP プロファイル名なしで実施される、または存在しない名前の EAP プロファイルが実施される
場合、EAP はデフォルトでローカル認証用の EAP 方式を割り当てません。

（注）

LDAP バックエンド データベースでは、ローカル EAP 方式として、EAP-TLS、EAP-FAST/GTC、
および PEAPv1/GTC がサポートされます。LEAP、EAP-FAST/MSCHAPv2、および PEAPv0。
MSCHAPv2 は平文のパスワードを返すように LDAP サーバが設定されている場合にのみサポー
トされます。

（注）

スイッチは、Microsoft Active Directory や Novell の eDirectory などの外部 LDAP データベース
に対するローカル EAP 認証をサポートしています。Novell の eDirectory に対するローカル EAP
認証用にコントローラを設定する方法の詳細については、『Configure Unified Wireless Network
for Authentication Against Novell's eDirectory Database』ホワイトペーパーを参照してください。

図 17：ローカル EAP の例
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関連トピック
ローカル ユーザの作成, （487 ページ）
クライアント VLAN とインターフェイスの作成, （488 ページ）
EAP プロファイルの設定, （489 ページ）
クライアント VLAN の作成, （500 ページ）
外部 RADIUS サーバを使用した 802.1x WLAN の作成, （501 ページ）
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IPv6 WLAN セキュリティの設定方法
ローカル認証の設定
ローカル ユーザの作成
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コマンド モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

ユーザ名を作成します。

username aaa_test
例：
Device(config)#

ステップ 3

username aaa_test

password 0 aaa_test

ユーザ名のパスワードを割り当てます。

例：
Device(config)# usernameaaa_test
password 0 aaa_test

ステップ 4

end
例：
Device(config)# end

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

Device# configure terminal
Device(config)# username aaa_test password 0 aaa_test
Device(config)# end

関連トピック
IPv6 WLAN セキュリティについて, （484 ページ）
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クライアント VLAN とインターフェイスの作成
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コマンド モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

vlan

VLAN を作成します。

例：
Device(config)# vlan 137

ステップ 3

exit

VLAN コンフィギュレーション モードを
終了します。

例：
Device (config-vlan)# exit

ステップ 4

interface vlan vlan_ID

インターフェイスに VLAN を関連付けま
す。

例：
Device (config)# interface vlan
137

ステップ 5

ip address

VLAN インターフェイスに IP アドレスを
割り当てます。

例：
Device(config-if)# ip address
10.7.137.10 255.255.255.0

ステップ 6

ipv6 address

VLAN インターフェイスに IPv6 アドレス
を割り当てます。

例：
Device(config-if)#ipv6 address
2001:db8::20:1/64

ステップ 7

end
例：
Device(config)# end

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

Device# configure terminal
Device(config)# vlan 137
Device(config-vlan)#exit
Device(config)#interface vlan 137
Device(config-if)#ip address 10.7.137.10 255.255.255.0
Device(config-if)#ipv6 address 2001:db8::20:1/64
Device(config-if)#end
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関連トピック
IPv6 WLAN セキュリティについて, （484 ページ）

EAP プロファイルの設定
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

eap profile name

EAP プロファイルを作成しま
す。

例：
Device(config)# eap profile wcm_eap_prof

ステップ 2

method leap

プロファイルで EAP-LEAP 方式
を設定します。

例：
Device(config-eap-profile)# method leap

ステップ 3

method tls

プロファイルで EAP-TLS 方式
を設定します。

例：
Device(config-eap-profile)# method tls

ステップ 4

method peap

プロファイルで PEAP 方式を設
定します。

例：
Device(config-eap-profile)# method peap

ステップ 5

method fast

プロファイルで EAP-FAST 方式
を設定します。

例：
Device(config-eap-profile)# method fast

ステップ 6

method mschapv2
例：

プロファイルで
EAP-MSCHAPV2 方式を設定し
ます。

Device(config-eap-profile)# method mschapv2

ステップ 7

method md5

プロファイルで EAP-MD5 方式
を設定します。

例：
Device(config-eap-profile)# method md5

ステップ 8

method gtc

プロファイルで EAP-GTC 方式
を設定します。

例：
Device(config-eap-profile)# method gtc
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

method fast profile my-fast

my-fast という EAP プロファイ
ルを作成します。

例：
Device(config-eap-profile)# eap method fast
profile my-fast
Device (config-eap-profile)#description
my_local eap profile

ステップ 10

description my_localeap profile

ローカルプロファイルの説明を
指定します。

例：
Device (config-eap-profile)#description
my_local eap profile

ステップ 11

exit
例：

eap プロファイル コンフィギュ
レーション モードを終了しま
す。

Device (config-eap-profile)# exit

ステップ 12

eap method fast profilemyFast

EAP 方式プロファイルを設定し
ます。

例：
Device (config)# eap method fast profile myFast

ステップ 13

authority-id [identity|information]

EAP 方式プロファイルの認証局
ID および情報を設定します。

例：
Device(config-eap-method-profile)# authority-id
identity my_identity
Device(config-eap-method-profile)#authority-id
information my_information

ステップ 14

local-key 0 key-name

ローカル サーバ キーを設定し
ます。

例：
Device(config-eap-method-profile)# local-key
0 test

ステップ 15

pac-password 0 password
例：

手動の PAC プロビジョニング
用の PAC パスワードを設定し
ます。

Device(config-eap-method-profile)# pac-password
0 test

ステップ 16

end
例：
Device(config)# end

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

Device(config)#eap profile wcm_eap_prof
Device(config-eap-profile)#method leap
Device(config-eap-profile)#method tls
Device(config-eap-profile)#method peap
Device(config-eap-profile)#method mschapv2
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Device(config-eap-profile)#method md5
Device(config-eap-profile)#method gtc
Device(config-eap-profile)#eap method fast profile my-fast
Device (config-eap-profile)#description my_local eap profile
Device(config-eap-profile)# exit
Device (config)# eap method fast profile myFast
Device(config-eap-method-profile)#authority-id identity my_identity
Device(config-eap-method-profile)#authority-id information my_information
Device(config-eap-method-profile)#local-key 0 test
Device(config-eap-method-profile)#pac-password 0 test
Device(config-eap-method-profile)# end

関連トピック
IPv6 WLAN セキュリティについて, （484 ページ）

ローカル認証モデルの作成
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

aaa 新しいモデル

AAA 認証モデルを作成します。

例：
Device(config)# aaa new-model

ステップ 2

authentication dot1x default local
例：
Device(config)# aaa authentication
dot1x default local

ステップ 3

dot1x 方式リスト local

他の方法が見つからない場合、dot1x
でデフォルトのローカル RADIUS を
使用する必要があることを意味しま
す。
wcm_local 方式リスト用のローカル認
証を割り当てます。

例：
Device(config)# aaa authentication
dot1x wcm_local local

ステップ 4

aaa authentication dot1x dot1x_ 名 local

dot1x 方式用のローカル認証を設定し
ます。

例：
Device(config)# aaa authentication
dot1x aaa_auth local

ステップ 5

aaa authorization credential-download name Local/RADIUS/LDAP から EAP クレデ
local
ンシャルをダウンロードするように
ローカルデータベースを設定します。
例：
Device(config)# aaa authorization
credential-download wcm_author local
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

aaa local authentication auth-name
authorization authorization-name

ローカル認証および許可を選択しま
す。

例：
Device(config)# aaa local
authentication wcm_local authorization
wcm_author

ステップ 7

AAA のセッション ID を設定します。

session ID
例：
Device(config)# aaa session-id common

ステップ 8

dot1x system-auth-control

dot.1x システム認証制御をイネーブル
にします。

例：
Device(config)# dot1x
system-auth-control

Device(config)#
Device(config)#
Device(config)#
Device(config)#
Device(config)#
Device(config)#
Device(config)#
Device(config)#

aaa new-model
aaa authentication dot1x default local
aaa authentication dot1x wcm-local local
aaa authentication dot1x aaa_auth local
aaa authorization credential-download wcm_author local
aaa local authentication wcm_local authorization wcm_author
aaa session-id common
dot1x system-auth-control

クライアント WLAN の作成

（注）

この例では、ダイナミック WEP の 802.1x を使用しています。ワイヤレス クライアントでサ
ポートされ、スイッチで設定可能な他の任意のセキュリティ メカニズムも使用できます。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コマンド モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

wlan wlan name <identifier> SSID

WLAN を作成します。

例：
Device(config)# wlan
wlanProfileName 1 ngwcSSID
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

broadcast-ssid

WLAN で SSID をブロードキャストする
ように設定します。

例：
Device(config-wlan)# broadcast-ssid

ステップ 4

no security wpa

WLAN の wpa をディセーブルにして、
802.1x をイネーブルにします。

例：
Device(config-wlan)# no security
wpa

ステップ 5

security dot1x

WLAN の 802.1x 暗号化セキュリティを
設定します。

例：
Device(config-wlan)# security dot1x

ステップ 6

security dot1x authentication-list
wcm-local

dot1x 認証用に WLAN へのサーバ グルー
プ マッピングを設定します。

例：
Device(config-wlan)# security dot1x
authentication-list wcm-local

ステップ 7

local-auth wcm_eap_prof

ローカル認証用に WLAN に eap プロファ
イルを設定します。

例：
Device (config-wlan)# local-auth
wcm_eap_profile

ステップ 8

client vlan 137

WLAN に VLAN を関連付けます。

例：
Device(config-wlan)# client vlan
137

ステップ 9

no shutdown

WLAN をイネーブルにします。

例：
Device(config-wlan)# no shutdown

ステップ 10

end
例：
Device(config)# end

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

Device# config terminal
Device(config)#wlan wlanProfileName 1 ngwcSSID
Device(config-wlan)#broadcast-ssid
Device(config-wlan)#no security wpa
Device(config-wlan)#security dot1x
Device(config-wlan)#security dot1x authentication-list wcm-local
Device (config-wlan)# local-auth wcm_eap_prof
Device(config-wlan)#client vlan 137
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Device(config-wlan)#no shutdown
Device(config-wlan)#end
Device#

関連トピック
WPA2+AES 用クライアント VLAN の作成, （495 ページ）

WPA2+AES でのローカル認証の設定
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コマンド モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

aaa 新しいモデル

AAA 認証モデルを作成します。

例：
Device(config)# aaa new-model

ステップ 3

dot1x system-auth-control

dot1x システム認証制御をイネーブルに
します。

例：
Device(config)# dot1x
system-auth-control

ステップ 4

aaa authentication dot1x default local

デフォルト dot1x 方式用のローカル認
証を設定します。

例：
Device(config)# aaa authentication
dot1x default local

ステップ 5

aaa local authorization
credential-download default local

ローカル サーバから EAP クレデンシャ
ルをダウンロードするようにデフォル
ト データベースを設定します。

例：
Device(config)# aaa authorization
credential-download default local

ステップ 6

aaa local authentication default
authorization default

デフォルトのローカル認証および許可
を選択します。

例：
Device(config)# aaa local
authentication default authorization
default

ステップ 7

eap profile wcm_eap_プロファイル

EAP プロファイルを作成します。

例：
Device(config)#eap profile
wcm_eap_profile
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

method leap

プロファイルで EAP-LEAP 方式を設定
します。

例：
Device(config)# method leap

ステップ 9

end
例：
Device(config)# end

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

Device# configure terminal
Device(config)# aaa new-model
Device(config)# dot1x system-auth-control
Device(config)# aaa authentication dot1x default local
Device(config)# aaa authorization credential-download default local
Device(config)# aaa local authentication default authorization default
Device(config)#eap profile wcm_eap_profile
Device(config)# method leap
Device(config)# end

WPA2+AES 用クライアント VLAN の作成
ローカル認証の WPA2+AES タイプの VLAN を作成します。この VLAN は、後で WLAN にマッ
ピングされます。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コマンド モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

vlan vlan_ID

VLAN を作成します。

例：
Device (config)# vlan 105

ステップ 3

exit

VLAN モードを終了します。

例：
Device (config-vlan)# exit

ステップ 4

interface vlan vlan_ID

インターフェイスに VLAN を関連付
けます。

例：
Device(config)# interface vlan 105
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

ip address

VLAN インターフェイスに IP アドレ
スを割り当てます。

例：
Device(config-if)# ip address
10.8.105.10 255.255.255.0

ステップ 6

ipv6 address

VLAN インターフェイスに IPv6 アド
レスを割り当てます。

例：
Device(config-if)#ipv6 address
2001:db8::10:1/64

ステップ 7

exit

インターフェイス モードを終了しま
す。

例：
Device (config-if)# exit

Device# configure terminal
Device(config)# vlan105
Device (config-vlan)# exit
Device (config)# interface vlan 105
Device(config-if)#ip address 10.8.105.10 255.255.255.0
Device(config-if)#ipv6 address 2001:db8::10:1/64
Device(config-if)#exit
Device(config)#

関連トピック
クライアント WLAN の作成, （492 ページ）
WPA2+AES 用 WLAN の作成
WLAN を作成し、WPA2+AES 用に作成されたクライアント VLAN にマッピングします。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コマンド モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

wlan wpas2-aes-wlan 1 wpas2-aes-wlan

WLAN を作成します。

例：
Device(config)#wlan wpa2-aes-wlan 1
wpa2-aes-wlan
Device(config-wlan)#
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

client vlan 105

クライアント VLAN に WLAN をマッ
ピングします。

例：
Device(config-wlan)#client vlan 105
Device(config-wlan)#

ステップ 4

local-auth wcm_eap_プロファイル

WLAN に EAP プロファイルを作成
し、設定します。

例：
Device(config-wlan)#local-auth
wcm_eap_profile

ステップ 5

security dot1x authentication-list default デフォルトの dot1x 認証リストを使用
します。
例：
Device(config-wlan)#security dot1x
authentication-list default

ステップ 6

no shutdown

WLAN をイネーブルにします。

例：
Device(config-wlan)#no shutdown
Device(config-wlan)#

ステップ 7

end
例：
Device(config)# end

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

Device# configure terminal
Device(config)#wlan wpa2-aes-wlan 1 wpa2-aes-wlan
Device(config-wlan)#client vlan 105
Device(config-wlan)#local-auth wcm_eap_profile
Device(config-wlan)#security dot1x authentication-list default
Device(config-wlan)#no shutdown
Device(config-wlan)# exit

外部 RADIUS サーバの設定
RADIUS 認証サーバ ホストの設定
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コマンド モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

radius server One

RADIUS サーバを作成します。

例：
Device (config)# radius server One

ステップ 3

address ipv4 address auth-portauth_port_number RADIUS サーバの IPv4 アドレス
acct-port acct_port_number
を設定します。
例：
Device (config-radius-server)# address ipv4
10.10.10.10 auth-port 1812 acct-port 1813

ステップ 4

address ipv6 address auth-portauth_port_number RADIUS サーバの IPv6 アドレス
acct-port acct_port_number
を設定します。
例：
Device (config-radius-server)# address ipv6
2001:db8::25:2 auth-port 1812 acct-port
1813

ステップ 5

key 0cisco

exit

例：
Device (config-radius-server)# key 0 cisco

ステップ 6

RADIUS サーバ モードを終了し
ます。

例：
Device (config-radius-server)# exit

Device# configure terminal
Device (config)# radius server One
Device (config-radius-server)# address ipv4 10.10.10.10 auth-port 1812 acct-port 1813
Device (config-radius-server)# address ipv6 2001:db8::25:2 auth-port 1812 acct-port 1813
Device (config-radius-server)# key 0 cisco
Device (config-radius-server)#exit

関連トピック
RADIUS 認証サーバ グループの設定, （498 ページ）

RADIUS 認証サーバ グループの設定
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コマンド モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

aaa new-model

AAA 認証モデルを作成します。

例：
Device(config)#aaa new-model

ステップ 3

aaa group server radius wcm_rad

RADIUS サーバ グループを作成しま
す。

例：
Device(config)# aaa group server radius
wcm_rad
Device(config-sg-radius)#

ステップ 4

server <ip
address>auth-port1812acct-port1813
例：
Device(config-sg-radius)# server One
auth-port 1812 acct-port 1813
Device(config-sg-radius)# server Two
auth-port 1812 acct-port 1813
Device(config-sg-radius)# server Three
auth-port 1812 acct-port 1813

ステップ 5

ステップ 3 で作成した RADIUS グルー
プにサーバを追加します。RADIUS ア
カウンティング サーバおよび認証サー
バの UDP ポートを設定します。

aaa authentication dot1x method_list group RADIUS グループに方式リストをマッ
wcm_rad
ピングします。
例：
Device(config)# aaa authentication
dot1x method_list group wcm_rad

ステップ 6

dot1x system-auth-control

RADIUS グループのシステム認証制御
をイネーブルにします。

例：
Device(config)# dot1x
system-auth-control

ステップ 7

aaa session-idcommon
例：
Device(config)# aaa session-id common

RADIUS グループから、特定のコール
に対して送信されるすべてのセッショ
ン ID 情報が同じであることを確認しま
す。

Device# configure terminal
Device(config)# aaa new-model
Device(config)# aaa group server radius wcm_rad
Device(config-sg-radius)# server One auth-port 1812 acct-port 1813
Device(config-sg-radius)# server Two auth-port 1812 acct-port 1813
Device(config-sg-radius)# server Three auth-port 1812 acct-port 1813
Device(config)# aaa authentication dot1x method_list group wcm_rad
Device(config)# dot1x system-auth-control
Device(config)# aaa session-id common
Device(config)#

関連トピック
RADIUS 認証サーバ ホストの設定, （497 ページ）
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クライアント VLAN の作成
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コマンド モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

vlan 137

VLAN を作成してインターフェイスに関
連付けます。

例：
Device(config)# vlan 137

ステップ 3

exit

VLAN モードを終了します。

例：
Device (config-vlan)# exit

ステップ 4

interface vlan 137

インターフェイスに VLAN を割り当てま
す。

例：
Device (config)# interface vlan
137

ステップ 5

ip address 10.7.137.10 255.255.255.0 VLAN インターフェイスに IPv4 アドレス
を割り当てます。
例：
Device(config-if)# ip address
10.7.137.10 255.255.255.0

ステップ 6

ipv6 address 2001:db8::30:1/64

VLAN インターフェイスに IPv6 アドレス
を割り当てます。

例：
Device(config-if)# ipv6 address
2001:db8::30:1/64

ステップ 7

end
例：
Device(config)# end

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

Device# configure terminal
Device(config)# vlan137
Device(config-vlan)# exit
Device(config)# interface vlan137
Device(config-if)# ip address 10.7.137.10 255.255.255.0
Device(config-if)# ipv6 address 2001:db8::30:1/64
Device(config-if)# end
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関連トピック
IPv6 WLAN セキュリティについて, （484 ページ）
外部 RADIUS サーバを使用した 802.1x WLAN の作成, （501 ページ）

外部 RADIUS サーバを使用した 802.1x WLAN の作成
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コマンド モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

wlan ngwc-1x<ssid>ngwc-1x

802.1x 認証用の新しい WLAN を作成し
ます。

例：
Device(config)# wlan ngwc_8021x 2
ngwc_8021x

ステップ 3

broadcast-ssid

WLAN で SSID をブロードキャストする
ように設定します。

例：
Device(config-wlan)# broadcast-ssid

ステップ 4

no security wpa

WLAN の WPA をディセーブルにして、
802.1x をイネーブルにします。

例：
Device(config-wlan)# no security
wpa

ステップ 5

security dot1x

WLAN の 802.1x 暗号化セキュリティを
設定します。

例：
Device(config-wlan)# security dot1x

ステップ 6

security dot1x authentication-list
wcm-rad

dot1x 認証用に WLAN へのサーバ グルー
プ マッピングを設定します。

例：
Device(config-wlan)# security dot1x
authentication-list wcm-rad

ステップ 7

client vlan 137

WLAN に VLAN を関連付けます。

例：
Device(config-wlan)# client vlan
137
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

no shutdown

WLAN をイネーブルにします。

例：
Device(config-wlan)# no shutdown

ステップ 9

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

end
例：
Device(config)# end

Device# configure terminal
Device(config)#wlan ngwc_8021x 2 ngwc_8021x
Device(config-wlan)# broadcast-ssid
Device(config-wlan)# no security wpa
Device(config-wlan)# security dot1x
Device(config-wlan)# security dot1x authentication-list wcm-rad
Device(config-wlan)# client vlan 137
Device(config-wlan)# no shutdown
Device(config-wlan)# end

関連トピック
クライアント VLAN の作成, （500 ページ）
IPv6 WLAN セキュリティについて, （484 ページ）

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

IPv6 コマンド リファレンス

IPv6 Command Reference (Catalyst 3850 Switches)

WLAN コマンド リファレンス

WLAN Command Reference, Cisco IOS XE Release
3SE (Catalyst 3850 Switches)

WLAN の設定

WLAN Configuration Guide, Cisco IOS XE Release
3SE (Catalyst 3850 Switches)

エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

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

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

シスコのテクニカル サポート
Link

説明

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

IPv6 WLAN セキュリティの機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能をリストし、個別の設定情報へのリンクを示します。
機能

リリース

変更内容

IPv6 WLAN セキュリティ機能

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導
入されまし
た。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

503

IPv6 WLAN セキュリティの機能情報

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
504

OL-30686-01-J

第

23

章
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• IPv6 ACL の前提条件, 505 ページ
• IPv6 ACL の制限, 505 ページ
• IPv6 ACL について, 506 ページ
• IPv6 ACL の設定, 509 ページ
• IPv6 ACL の設定方法, 510 ページ
• IPv6 ACL の確認, 518 ページ
• IPv6 ACL の設定例, 518 ページ
• その他の参考資料, 522 ページ
• IPv6 ACL の機能情報, 523 ページ

IPv6 ACL の前提条件
IP Version 6（IPv6）アクセス コントロール リスト（ACL）を作成し、それをインターフェイスに
適用することによって、IPv6 トラフィックをフィルタリングできます。これは、IP Version 4（IPv4）
の名前付き ACL を作成し、適用する方法と同じです。また、スイッチで IP ベース フィーチャ
セットが稼働している場合、入力ルータ ACL を作成しそれを適用してレイヤ 3 管理トラフィック
をフィルタリングすることもできます。
関連トピック
IPv6 ACL の作成, （510 ページ）

IPv6 ACL の制限
IPv4 では、番号制の標準 IP ACL および拡張 IP ACL、名前付き IP ACL、および MAC ACL を設定
できます。IPv6 がサポートするのは名前付き ACL だけです。
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スイッチは Cisco IOS がサポートする IPv6 ACL の大部分をサポートしますが、一部例外もありま
す。
• スイッチは、flowlabel、routing header、および undetermined-transport というキーワードの
照合をサポートしません。
• スイッチは再帰 ACL（reflect キーワード）をサポートしません。
• スイッチは IPv6 フレームに MAC ベース ACL を適用しません。
• ACL を設定する場合、ACL に入力されるキーワードには、それがプラットフォームでサポー
トされるかどうかにかかわらず、制限事項はありません。ハードウェア転送が必要なイン
ターフェイス（物理ポートまたは SVI）に ACL を適用する場合、スイッチはインターフェイ
スで ACL がサポートされるかどうかを判別します。サポートされない場合、ACL の付加は
拒否されます。
• インターフェイスに適用される ACL に、サポートされないキーワードを持つアクセス コン
トロール エントリ（ACE）を追加しようとする場合、スイッチは現在インターフェイスに適
用されている ACL に ACE が追加されることを許可しません。

IPv6 ACL について
アクセス コントロール リスト（ACL）は、特定のインターフェイスへのアクセスを制限するため
に使用される一連のルールです（たとえば、無線クライアントからコントローラの管理インター
フェイスに ping が実行されるのを制限する場合などに使用されます）。スイッチで設定した ACL
は、管理インターフェイス、AP マネージャ インターフェイス、任意の動的インターフェイス、
またはワイヤレス クライアントとやり取りするデータ トラフィックの制御用の WLAN、あるい
は中央処理装置（CPU）宛のすべてのトラフィックの制御用のコントローラ CPU に適用できま
す。
アクセス コントロール リスト（ACL）とは、特定のインターフェイスへのアクセスを制限するた
めに使用されるルール セットのことです。ACLは スイッチ に設定され、管理インターフェイス
および任意の動的インターフェイスに適用されます。
Web 認証用に事前認証 ACL を作成することもできます。このような ACL は、認証が完了するま
でに特定のタイプのトラフィックを許可するために使用されます。
IPv6 ACL は、送信元、宛先、送信元ポート、宛先ポートなど、IPv4 ACL と同じオプションをサ
ポートします。

（注）

ネットワーク内で IPv4 トラフィックだけを有効にするには、IPv6 トラフィックをブロックし
ます。つまり、すべての IPv6 トラフィックを拒否するように IPv6 ACL を設定し、これを特定
またはすべての WLAN 上で適用します。
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IPv6 ACL の概要
スイッチは、次の 2 種類の IPv6 ACL をサポートします。
• IPv6 ルータ ACL は、ルーテッド ポート、スイッチ仮想インターフェイス（SVI）、または
レイヤ 3 EtherChannel に設定できるレイヤ 3 インターフェイスのアウトバウンド トラフィッ
クまたはインバウンド トラフィックでサポートされます。IPv6 ルータ ACL は、ルーティン
グされる IPv6 パケットに対してだけ適用されます。
• IPv6 ポート ACL は、レイヤ 2 インターフェイスのインバウンド トラフィックでだけサポー
トされます。IPv6 ポート ACL は、インターフェイスに着信するすべての IPv6 パケットに対
して適用されます。
IP ベース フィーチャ セットが稼働しているスイッチは、入力ルータ IPv6 ACL だけをサポートし
ます。ポート ACL または出力ルータ IPv6 ACL はサポートされません。

（注）

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

（注）

いずれかのポート ACL（IPv4、IPv6、または MAC）がインターフェイスに適用された場合、
そのポート ACL を使用してパケットをフィルタリングし、ポート VLAN の SVI に適用された
ルータ ACL は無視されます。
関連トピック
IPv6 ACL の作成, （510 ページ）
インターフェイスへの IPv6 の適用, （515 ページ）
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WLAN IPv6 ACL の作成, （517 ページ）
IPv6 ACL の表示, （518 ページ）

ACL のタイプ
ユーザあたりの IPv6 ACL
ユーザあたりの ACL の場合、テキスト文字列として、完全アクセス制御エントリ（ACE）が ACS
で設定されます。
ACE はコントローラで設定されません。ACE は ACCESS-Accept 属性でスイッチに送信され、クラ
イアント用に直接適用されます。ワイヤレス クライアントが外部スイッチにローミングするとき
に、ACE が、AAA 属性としてモビリティ ハンドオフ メッセージで外部スイッチに送信されます。
ユーザあたりの ACL を使用した出力方向はサポートされていません。

フィルタ ID IPv6 ACL
filter-Id ACL の場合、完全な ACE および acl
のみが ACS で設定されます。

name(filter-id)

がスイッチで設定され、filter-id

filter-id は ACCESS-Accept 属性でスイッチに送信され、スイッチは ACE の filter-id をルックアッ

プしてから、クライアントに ACE を適用します。クライアント L2 が外部スイッチにローミング
するときに、filter-id だけがモビリティ ハンドオフ メッセージで外部スイッチに送信されます。
ユーザあたりの ACL を使用した出力フィルタ ACL はサポートされていません。外部スイッチは
filter-id と ACE を事前に設定する必要があります。

ダウンロード可能 IPv6 ACL
ダウンロード可能 ACL（dACL）の場合、完全な ACE および dacl 名はすべて ACS だけで設定さ
れます。

（注）

コントローラは ACL を設定しません。
ACS は dacl 名をスイッチに対しその ACCESS-Accept 属性で送信します。さらに dacl 名を使用し
て、ACE のために dACL 名が ACS に、access-request 属性によって戻されます。
ACS は access-accept 属性でスイッチの対応する ACE に応答します。ワイヤレス クライアントが
外部スイッチにローミングするときに、dacl 名だけがモビリティ ハンドオフ メッセージで外部ス
イッチに送信されます。外部スイッチは、dacl 名の ACS サーバにアクセスして ACE を取得しま
す。

IPv6 ACL とスイッチ スタック
スタック マスターは IPv6 ACL をハードウェアでサポートし、IPv6 ACL をスタック メンバーに配
信します。
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（注）

スイッチ スタック内で IPv6 を完全に機能させるには、すべてのスタック メンバーで拡張 IP
サービス フィーチャ セットが稼働している必要があります。
新しいスイッチがスタック マスターを引き継ぐと、ACL 設定がすべてのスタック メンバーに配
信されます。メンバスイッチは、新しいスタックマスターによって配信された設定との同期をと
り、不要なエントリを一掃します。
ACL の修正、インターフェイスへの適用、またはインターフェイスからの解除が行われると、ス
タック マスターは変更内容をすべてのスタック メンバーに配信します。

IPv6 ACL の設定
IPv6 トラフィックをフィルタリングする場合は、次の手順を実行します。

はじめる前に
IPv6 ACL を設定する場合は、事前にデュアル IPv4 および IPv6 SDM テンプレートのいずれかを選
択する必要があります。

手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1

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

ステップ 2

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

ステップ 3

トラフィックをフィルタリングする必要があるインターフェイスに
IPv6 ACL を適用します。

ステップ 4

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

目的

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

（注）

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

IPv6 ACL の設定方法
IPv6 ACL の作成
IPv6 ACL を作成するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順
コマンドまたはアクション
configure terminal
ス
テッ
プ 1 例：

目的
グローバル コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

Device# configure terminal
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コマンドまたはアクション
ipv6 access-list acl_name
ス
テッ
プ 2 例：
ipv6 access-list access-list-name

{deny|permit} protocol
ス
テッ
プ 3 例：
{deny | permit} protocol
{source-ipv6-prefix/prefix-length | any | host
source-ipv6-address}
[operator
[port-number]]{destination-ipv6-prefix/prefix-length
| any |host destination-ipv6-address}
[operator [port-number]][dscp value] [fragments][log]
[log-input] [routing][sequence value]
[time-range name]

目的
名前を使用して IPv6 アクセス リス
トを定義し、IPv6 アクセス リスト
コンフィギュレーション モードを
開始します。
条件が一致した場合にパケットを
拒否する場合は deny、許可する場
合は permit を指定します。次に、
条件について説明します。
• protocol には、インターネット
プロトコルの名前または番号
を入力します。ahp、esp、
icmp、ipv6、pcp、stcp、tcp、
udp、または IPv6 プロトコル
番号を表す 0 ～ 255 の整数を
使用できます。
• source-ipv6-prefix/prefix-length
または destination-ipv6-prefix/
prefix-length は、拒否条件また
は許可条件を設定する送信元
または宛先 IPv6 ネットワーク
あるいはネットワーク クラス
で、コロン区切りの 16 ビット
値を使用した 16 進形式で指定
します（RFC 2373 を参照）。
• IPv6 プレフィックス ::/0 の短
縮形として、any を入力しま
す。
• host source-ipv6-address または
destination-ipv6-address には、
拒否条件または許可条件を設
定する送信元または宛先 IPv6
ホスト アドレスを入力しま
す。アドレスはコロン区切り
の 16 ビット値を使用した 16
進形式で指定します。
• （任意）operator には、指定の
プロトコルの送信元ポートま
たは宛先ポートを比較するオ
ペランドを指定します。オペ
ランドには、lt（より小さ
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コマンドまたはアクション

目的
い）、gt（より大きい）、eq
（等しい）、neq（等しくな
い）、range（包含範囲）があ
ります。
source-ipv6-prefix/prefix-length 引数
のあとの operator は、送信元ポー
トに一致する必要があります。
destination-ipv6- prefix/prefix-length
引数のあとの operator は、宛先ポー
トに一致する必要があります。
• （任意）port-number は、0 ～
65535 の 10 進数または TCP あ
るいは UDP ポートの名前で
す。TCP ポート名を使用でき
るのは、TCP のフィルタリン
グ時だけです。UDP ポート名
を使用できるのは、UDP の
フィルタリング時だけです。
• （任意）dscp value を入力し
て、各 IPv6 パケット ヘッダー
の Traffic Class フィールド内
のトラフィック クラス値と
DiffServ コード ポイント値を
照合します。指定できる範囲
は 0 ～ 63 です。
• （任意）fragments を入力し
て、先頭ではないフラグメン
トを確認します。このキー
ワードが表示されるのは、プ
ロトコルが ipv6 の場合だけで
す。
• （任意）log を指定すると、エ
ントリと一致するパケットに
関するログ メッセージがコン
ソールに送信されます。
log-input を指定すると、ログ
エントリに入力インターフェ
イスが追加されます。ロギン
グはルータ ACL でだけサポー
トされます。
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コマンドまたはアクション

目的
• （任意）routing を入力して、
IPv6 パケットのルーティング
を指定します。
• （任意）sequence value を入力
して、アクセス リスト ステー
トメントのシーケンス番号を
指定します。指定できる範囲
は 1 ～ 4294967295 です。
• （任意）time-range name を入
力して、拒否または許可ス
テートメントに適用される時
間の範囲を指定します。

{deny|permit} tcp
ス
テッ
プ 4 例：
{deny | permit} tcp {source-ipv6-prefix/prefix-length
| any | hostsource-ipv6-address}
[operator
[port-number]]{destination-ipv6-prefix/prefix-length
| any |hostdestination-ipv6-address}
[operator [port-number]][ack] [dscp
value][established] [fin]
[log][log-input] [neq {port |protocol}] [psh]
[range{port | protocol}] [rst][routing] [sequence
value]
[syn] [time-range name][urg]

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

{deny|permit} udp
ス
テッ
プ 5 例：
{deny | permit} udp {source-ipv6-prefix/prefix-length
| any | hostsource-ipv6-address}
[operator
[port-number]]{destination-ipv6-prefix/prefix-length
| any | hostdestination-ipv6-address}
[operator [port-number]][dscp value] [log][log-input]
[neq {port |protocol}] [range {port |protocol}]
[routing][sequence value][time-range name]

{deny|permit} icmp
ス
テッ
プ 6 例：
{deny | permit} icmp
{source-ipv6-prefix/prefix-length | any |
hostsource-ipv6-address}
[operator [port-number]]
{destination-ipv6-prefix/prefix-length | any |
hostdestination-ipv6-address}
[operator [port-number]][icmp-type [icmp-code]
|icmp-message] [dscpvalue] [log] [log-input]
[routing] [sequence value][time-range name]

（任意）UDP アクセス リストおよ
びアクセス条件を定義します。
ユーザ データグラム プロトコルの
場合は、udp を入力します。UDP
パラメータは TCP に関して説明さ
れているパラメータと同じです。
ただし、[operator [port]] のポート番
号またはポート名は、UDP ポート
の番号または名前でなければなり
ません。UDP の場合、established
パラメータは無効です。
（任意）ICMP アクセス リストお
よびアクセス条件を定義します。
インターネット制御メッセージ プ
ロトコルの場合は、icmp を入力し
ます。ICMP パラメータはステップ
3a の IP プロトコルの説明にあるパ
ラメータとほとんど同じですが、
ICMP メッセージ タイプおよびコー
ド パラメータが追加されていま
す。オプションのキーワードの意
味は次のとおりです。
• icmp-type：ICMP メッセージ
タイプでフィルタリングする
場合に入力します。指定でき
る値の範囲は、0 ～ 255 です。
• icmp-code：ICMP パケットを
ICMP メッセージ コード タイ
プでフィルタリングする場合
に入力します。指定できる値
の範囲は、0 ～ 255 です。
• icmp-message：ICMP パケット
を ICMP メッセージ タイプ名
または ICMP メッセージ タイ
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コマンドまたはアクション

目的
プとコード名でフィルタリン
グする場合に入力します。
ICMP メッセージのタイプ名
およびコード名のリストにつ
いては、?キーを使用するか、
またはこのリリースのコマン
ド リファレンスを参照してく
ださい。

end
ス
テッ
プ 7 例：
Device(config)# end

show ipv6 access-list
ス
テッ
プ 8 例：

特権 EXEC モードに戻ります。ま
た、Ctrl+Zキーを押しても、グロー
バル コンフィギュレーション モー
ドを終了できます。
アクセス リストの設定を確認しま
す。

show ipv6 access-list

copy running-config startup-config
ス
テッ
プ 9 例：

（任意）コンフィギュレーション
ファイルに設定を保存します。

copy running-config startup-config

関連トピック
IPv6 ACL の前提条件, （505 ページ）
IPv6 ACL の概要, （507 ページ）
インターフェイスへの IPv6 の適用, （515 ページ）
WLAN IPv6 ACL の作成, （517 ページ）
IPv6 ACL の表示, （518 ページ）

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

interface interface_id
例：
Device# interface interface-id

ステップ 3

no switchport
例：

アクセス リストを適用するレイヤ 2 インター
フェイス（ポート ACL 用）またはレイヤ 3 ス
イッチ仮想インターフェイス（ルータ ACL
用）を特定して、インターフェイスコンフィ
ギュレーション モードを開始します。
レイヤ 2 モード（デフォルト）からレイヤ 3
モードにインターフェイスを変更します（ルー
タ ACL を適用する場合のみ）。

Device# no switchport

ステップ 4

ipv6 address ipv6_address
例：
Device# ipv6 address ipv6-address

ステップ 5

ipv6 traffic-filter acl_name
例：

レイヤ 3 インターフェイス（ルータ ACL 用）
で Ipv6 アドレスを設定します。
（注）
このコマンドは、レイヤ 2 インター
フェイスでは、またはインターフェ
イスに明示的な IPv6 アドレスが設
定されている場合には、必要ありま
せん。
インターフェイスの着信トラフィックまたは
発信トラフィックにアクセスリストを適用し
ます。

Device# ipv6 traffic-filter
access-list-name {in | out}

ステップ 6

end
例：

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

Device(config)# end

ステップ 7

show running-config interface
tenGigabitEthernet 1/0/3

設定の概要を示します。

例：
Device# show running-config
interface tenGigabitEthernet 1/0/3
..........................
..........................
Building configuration
............
..........................
Current configuration : 98 bytes
!
interface TenGigabitEthernet1/0/3
switchport mode trunk
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コマンドまたはアクション

目的

ipv6 traffic-filter MyFilter out
end

ステップ 8

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーションファイルに
設定を保存します。

例：
copy running-config startup-config

関連トピック
IPv6 ACL の作成, （510 ページ）
IPv6 ACL の概要, （507 ページ）
WLAN IPv6 ACL の作成, （517 ページ）
IPv6 ACL の表示, （518 ページ）

WLAN IPv6 ACL の作成
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

ipv6 traffic-filter acl acl_name

名前付き WLAN ACL を作成し
ます。

例：
Device(config-wlan)# ipv6 traffic-filter acl
<acl_name>

ステップ 2

ipv6 traffic-filter acl web

WLAN ACL の事前認証を作成し
ます。

例：
Device(config-wlan)# ipv6 traffic-filter acl
web <acl_name-preauth>

Device(config-wlan)# ipv6 traffic-filter acl <acl_name>
Device(config-wlan)#ipv6 traffic-filter acl web <acl_name-preauth>

関連トピック
IPv6 ACL の作成, （510 ページ）
インターフェイスへの IPv6 の適用, （515 ページ）
IPv6 ACL の概要, （507 ページ）
IPv6 ACL の表示, （518 ページ）
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IPv6 ACL の確認
IPv6 ACL の表示
1 つまたは複数の特権 EXEC コマンドを使用して、設定済みのすべてのアクセス リスト、すべて
の IPv6 アクセス リスト、または特定のアクセス リストに関する情報を表示できます。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

show access-list

スイッチに設定されたすべてのアクセスリ
ストを表示します。

例：
Device# show access-lists

ステップ 2

show ipv6 access-list acl_name
例：

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

Device# show ipv6 access-list
[access-list-name]

関連トピック
IPv6 ACL の作成, （510 ページ）
インターフェイスへの IPv6 の適用, （515 ページ）
WLAN IPv6 ACL の作成, （517 ページ）
IPv6 ACL の概要, （507 ページ）

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

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

例：IPv6 ACL の適用
次に、レイヤ 3 インターフェイスの発信トラフィックに対して、アクセス リスト Cisco を適用す
る例を示します。
Device(config)# interface TenGigabitEthernet 1/0/3
Device(config-if)# no switchport
Device(config-if)# ipv6 address 2001::/64 eui-64
Device(config-if)# ipv6 traffic-filter CISCO out

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

次に、show ipv6 access-lists 特権 EXEC コマンドの出力例を示します。出力には、スイッチまたは
スイッチ スタックに設定済みの IPv6 アクセス リストだけが表示されます。
Device# show ipv6 access-list
IPv6 access list inbound
permit tcp any any eq bgp (8 matches) sequence 10
permit tcp any any eq telnet (15 matches) sequence 20
permit udp any any sequence 30
IPv6 access list outbound
deny udp any any sequence 10
deny tcp any any eq telnet sequence 20

例：RA スロットリングと NS 抑制の設定
このタスクでは、省電力のワイヤレス クライアントが頻繁な非請求の定期的 RA に影響されない
ように、RA スロットル ポリシーを作成する方法について説明します。非請求タイプのマルチキャ
スト RA は、コントローラによってスロットルされます。

はじめる前に
クライアント マシンで IPv6 をイネーブルにします。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバルコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

ipv6 nd ra-throttler policy Mythrottle

Mythrottle という RA スロットラ ポリ
シーを作成します。

例：
Device (config)# ipv6 nd
ra-throttler policy Mythrottle

ステップ 3

throttle-period 20

スロットリングを適用する時間間隔セグ
メントを特定します。

例：
Device (config-nd-ra-throttle)#
throttle-period 20

ステップ 4

max-through 5

許容する初期 RA の数を特定します。

例：
Device (config-nd-ra-throttle)#
max-through 5

ステップ 5

allow at-least 3 at-most 5
例：

初期 RA が送信された後に、間隔セグメ
ントの終了まで許容される RA の数を特
定します。

Device (config-nd-ra-throttle)#
allow at-least 3 at-most 5

ステップ 6

switch (config)# vlan configuration 100 vlan あたりの設定を作成します。
例：
Device (config)# vlan configuration
100

ステップ 7

ipv6 nd suppress

Vlan でネイバー探索をディセーブルにし
ます。

例：
Device (config)# ipv6 nd suppress

ステップ 8

ipv6 nd ra-th attach-policy
attach-policy_name

ルータ アドバタイズメント スロットリ
ングをイネーブルにします。

例：
Device (config)# ipv6 nd ra-throttle
attach-policy attach-policy_name

ステップ 9

end
例：
Device(config)# end

特権 EXEC モードに戻ります。また、
Ctrl+Z キーを押しても、グローバル コン
フィギュレーション モードを終了でき
ます。
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コマンドまたはアクション

目的

例：RA ガード ポリシーの設定
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1

目的

ipv6 nd raguard policy MyPloicy
例：
Device (config)# ipv6 nd raguard policy
MyPolicy

ステップ 2

trusted-port

上記で作成したポリシーの信頼でき
るポートを設定します。

例：
Device (config-nd-raguard)# trusted-port

ステップ 3

device-role router
例：

上記で作成した信頼できるポートに
RA を送信可能な信頼できるデバイス
を定義します。

Device (config-nd-raguard)# device-role
[host|monitor|router|switch]
Device (config-nd-raguard)# device-role
router

ステップ 4

interface tenGigabitEthernet 1/0/1

信頼できるデバイスにインターフェ
イスを設定します。

例：
Device (config)# interface
tenGigabitEthernet 1/0/1

ステップ 5

ipv6 nd raguard attach-policyMyPolicy
例：

ポートから受信した RA を信頼する
ようにポリシーを設定し、接続しま
す。

Device (config-if)# ipv6 nd raguard
attach-policy Mypolicy

ステップ 6

vlan configuration 19-21,23

ワイヤレス クライアントの vlan を設
定します。

例：
Device (config)# vlan configuration
19-21,23

ステップ 7

ipv6 nd suppress

無線上で ND メッセージを抑制しま
す。

例：
Device (config-vlan-config)# ipv6 nd
suppress
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その他の参考資料

ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

ipv6 snooping

IPv6 トラフィックをキャプチャしま
す。

例：
Device (config-vlan-config)# ipv6
snooping

ステップ 9

ipv6 nd raguard attach-policy MyPolicy

ワイヤレス クライアントの vlan に
RA ガード ポリシーを接続します。

例：
Device (config-vlan-config)# ipv6 nd
raguard attach-policy Mypolicy

ステップ 10

ipv6 nd ra-throttler attach-policy Mythrottle ワイヤレス クライアントの vlan に
RA スロットリング ポリシーを接続
例：
します。
Device (config-vlan-config)#ipv6 nd
ra-throttler attach-policy Mythrottle

例：IPv6 ネイバー バインディングの設定
手順
コマンドまたはアクション
ステッ
プ1

目的

ipv6 neighbor binding [vlan ]19 2001:db8::25:4 送信元 MAC アドレスとして aaa.bbb.ccc が
interface tenGigabitEthernet 1/0/3 aaa.bbb.ccc 設定されたインターフェイス te1/0/3 を介
して VLAN 19 で送信する場合にのみ有効
例：
なネイバー 2001:db8::25: 4 を設定して検証
Device (config)# ipv6 neighbor binding
します。
vlan 19 2001:db8::25:4 interface
tenGigabitEthernet 1/0/3 aaa.bbb.ccc

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

IPv6 コマンド リファレンス

IPv6 Command Reference
(Catalyst 3850 Switches)

ACL 設定

Security Configuration Guide
(Catalyst 3850 Switches)
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エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

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

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

シスコのテクニカル サポート
Link

説明

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

IPv6 ACL の機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能をリストし、個別の設定情報へのリンクを示します。
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機能

リリース

変更内容

IPv6 ACL 機能

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導
入されまし
た。
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章

IPv6 Web 認証の設定
• IPv6 Web 認証の前提条件, 525 ページ
• IPv6 Web 認証の制限, 525 ページ
• IPv6 Web 認証について, 526 ページ
• IPv6 Web 認証の設定方法, 527 ページ
• IPv6 Web 認証の確認, 533 ページ
• その他の参考資料, 534 ページ
• IPv6 Web 認証の機能情報, 535 ページ

IPv6 Web 認証の前提条件
次の設定を、IPv6 Web 認証を開始する前に行う必要があります。
• IPv6 デバイス トラッキング
• IPv6 DHCP スヌーピング
• wlan 上の 802.1x タイプのセキュリティをディセーブルにします。
• 各 WLAN には、vlan が関連付けられている必要があります。
• デフォルトの wlan 設定を shutdown から no shutdownに変更します。
関連トピック
WLAN のセキュリティのイネーブル化, （528 ページ）

IPv6 Web 認証の制限
次の制限は、IPv6 Web 認証の使用時に適用されます。
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関連トピック
WLAN のセキュリティのイネーブル化, （528 ページ）

IPv6 Web 認証について
Web 認証は、レイヤ 3 セキュリティ機能です。スイッチでは、有効なユーザー名とパスワードを
入力するまで、特定のクライアントからの IP トラフィック（DHCP および DNS 関連パケットを
除く）を拒否します。これはサプリカントまたはクライアント ユーティリティを必要としないシ
ンプルな認証方式です。一般に Web 認証は、ゲスト アクセス ネットワークを展開する顧客が使
用します。HTTP と HTTPS の両方からのトラフィックで、ページがログイン ページを表示できる
ようにします。

（注）

Web 認証は、データ暗号化を提供せず、通常は、接続が常に重要になるホット スポットまた
はキャンパス環境用のシンプルなゲスト アクセスとして使用されます。
WLAN は、Web ベース認証のsecurity webauth として設定されます。スイッチは次のタイプの Web
ベース認証をサポートしています。
• Web 認証：クライアントが Web ページにクレデンシャルを入力し、次に Wlan コントローラ
によって検証されます。
• Web 同意：Wlan コントローラは、[Accept/Deny] ボタンが用意されたポリシー ページを提供
します。ネットワークにアクセスするには、[Accept] ボタンをクリックします。
一般に Wlan はオープン認証用に設定されます。つまり、レイヤ 2 認証なしで、Web ベースの認
証メカニズムが使用されるときに設定されます。

Web 認証プロセス
次のイベントは、WLAN が Web 認証用に設定されている場合に発生します。
• ユーザは、Web ブラウザを開き、URL アドレスとして、たとえば、http://www.example.com
を入力します。クライアントは、この URL の DNS 要求を送信して、宛先の IP アドレスを取
得します。スイッチは DNS 要求を DNS サーバにバイパスし、サーバは宛先 www.example.com
の IP アドレスが含まれている DNS 応答で応答します。次にこれがワイヤレス クライアント
に転送されます。
• クライアントは、宛先 IP アドレスで TCP 接続を開こうとします。www.example.com の IP ア
ドレス宛ての TCP SYN パケットを送信します。
• スイッチにはクライアントに設定されたルールがあり、www.example.com のプロキシとして
機能できません。www.example.com の IP アドレスとしての送信元とともにクライアントに
TCP SYN-ACK パケットを戻します。クライアントは、スリーウェイ TCP ハンドシェイクを
完了するために TCP ACK パケットを戻し、TCP 接続が完全に確立されます。
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• クライアントは、www.example.com 宛ての HTTP GET パケットを送信します。スイッチはこ
のパケットをインターセプトし、リダイレクト処理用に送信します。HTTP アプリケーショ
ン ゲートウェイは、クライアントによって要求された HTTP GET への応答として、HTML
本文を準備し送信します。この HTML では、クライアントはスイッチのデフォルトの Web
ページ（たとえば、http://<Virtual-Server-IP>/login.html）に転送されます。
• クライアントは、たとえば、www.example.com などの IP アドレスとの TCP 接続を閉じます。
• クライアントは仮想 IP に移動する場合に、スイッチの仮想 IP アドレスで TCP 接続を開こう
とします。スイッチに、仮想 IP 用の TCP SYN パケットを送信します。
• スイッチは TCP SYN-ACK で返答し、クライアントはハンドシェイクを完了するために、TCP
ACK をスイッチに戻します。
• クライアントは、ログイン ページの要求のために、仮想 IP 宛ての /login.html 用に HTTP GET
を送信します。
• この要求は、スイッチの Web サーバで許可され、サーバはデフォルト ログイン ページで応
答します。クライアントは、ユーザがログインできるブラウザ ウィンドウでログイン ペー
ジを受信します。
関連トピック
WPA のディセーブル化, （527 ページ）
WLAN のセキュリティのイネーブル化, （528 ページ）
WLAN のパラメータ マップのイネーブル化, （529 ページ）
WLAN の認証リストのイネーブル化, （530 ページ）
グローバル Web 認証 WLAN パラメータ マップの設定, （530 ページ）
WLAN の設定, （531 ページ）
グローバル コンフィギュレーション モードの IPv6 のイネーブル化, （532 ページ）
パラメータ マップの確認, （533 ページ）
認証リストの確認, （533 ページ）

IPv6 Web 認証の設定方法
WPA のディセーブル化
はじめる前に
802.1x をディセーブルにします。一般的な Web 認証では、レイヤ 2 セキュリティを使用しませ
ん。レイヤ 2 セキュリティを削除するには、この設定を使用します。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

wlan test1 2 test1

WLAN を作成し、SSID を割り当てま
す。

例：
Device(config)# wlan test1 2 test1

ステップ 3

no security wpa

Wlan に対して WPA のサポートをディ
セーブルにします。

例：
Device(config-wlan)# no security wpa

次の作業
次をイネーブルにします。
• セキュリティ Web 認証
• パラメータ ローカル
• 認証リスト
関連トピック
Web 認証プロセス, （526 ページ）

WLAN のセキュリティのイネーブル化
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

parameter-map type web-auth global

すべての Web 認証 wlan にパラメー
タ マップを適用します。

例：
Device(config)# parameter-map type
web-auth global
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

virtual-ip ipv4 192.0.2.1

仮想ゲートウェイの IPv4 アドレス
を定義します。

例：
Device(config-params-parameter-map)#
virtual-ip ipv4 192.0.2.1

ステップ 3

virtual-ip ipv6 2001:db8::24:2

仮想ゲートウェイの IPv6 アドレス
を定義します。

例：
Device(config-params-parameter-map)#
virtual-ip ipv6 2001:db8::24:2

関連トピック
IPv6 Web 認証の前提条件, （525 ページ）
IPv6 Web 認証の制限, （525 ページ）
Web 認証プロセス, （526 ページ）

WLAN のパラメータ マップのイネーブル化
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1

目的

security web-auth parameter-map <mapname> wlan 用の Web 認証をイネーブルに
し、パラメータ マップを作成しま
例：
す。
Device(config-wlan)# security web-auth
parameter-map webparalocal

関連トピック
Web 認証プロセス, （526 ページ）
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WLAN の認証リストのイネーブル化
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

security web-auth authentication-list
webauthlistlocal

wlan 用の Web 認証をイネーブルにし、
ローカル Web 認証リストを作成しま
す。

例：
Device(config-wlan)# security web-auth

関連トピック
Web 認証プロセス, （526 ページ）

グローバル Web 認証 WLAN パラメータ マップの設定
この例を使用して、グローバル Web 認証 WLAN を設定し、パラメータ マップを追加します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

parameter-map type webauth global

グローバル Web 認証を設定し、パラメータ
マップを追加します。

例：
Device (config)# parameter-map type
webauth global

ステップ 2

virtual-ip ipv6 2001:db8:4::1
例：

認証用のワイヤレスクライアントに表示さ
れる仮想ゲートウェイ IP アドレスを定義し
ます。

Device
(config-params-parameter-map)#
virtual-ip ipv6 2001:db8:4::1

ステップ 3

ratelimit init-state-sessions 120
例：
Device
(config-params-parameter-map)#
ratelimit init-state-sessions 120

ステップ 4

max-https-conns 70
例：

グローバルレート制限を設定して、スイッ
チで Web クライアントが使用できる帯域幅
を制限し、オーバーフラッディング攻撃を
防止します。
オーバーフラッディング攻撃を防止するた
め、スイッチで試行される http 接続の最大
数を設定します。

Device
(config-params-parameter-map)#
max-http-conns 70

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
530

OL-30686-01-J

IPv6 Web 認証の設定方法

関連トピック
Web 認証プロセス, （526 ページ）
WLAN の設定, （531 ページ）

WLAN の設定
はじめる前に
• WLAN は、Vlan が関連付けられている必要があります。デフォルトでは、新しい Wlan は常
に設定要件に応じて変更できる Vlan 1 に関連付けられます。
• WLAN を no shutdown に設定して、イネーブルにします。デフォルトでは、Wlan は shutdown
パラメータで設定され、ディセーブルです。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

wlan 1

wlan を作成し、SSID を割り当てます。

例：
Device(config-wlan)# wlan 1 name
vicweb ssid vicweb

ステップ 2

client vlan interface ID

クライアントを vlan インターフェイス
に割り当てます。

例：
Device(config-wlan)# client vlan
VLAN0136

ステップ 3

security web-auth authentication list
webauthlistlocal

wlan 用の Web 認証を設定します。

例：
Device(config-wlan)# security
web-auth authentication-list
webauthlistlocal

ステップ 4

security web-auth parameter-map global wlan にパラメータ マップを設定しま
す。
例：
Device(config-wlan)# security
web-auth parameter-map global

ステップ 5

no security wpa
例：

wlan のセキュリティ ポリシーを設定し
ます。これにより wlan がイネーブルに
なります。

Device(config-wlan)# no security wpa
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

no shutdown

Wlan を設定して、イネーブルにしま
す。

例：
Device(config-wlan)# no shutdown

ステップ 7

end
例：
Device(config)# end

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

関連トピック
グローバル Web 認証 WLAN パラメータ マップの設定, （530 ページ）
Web 認証プロセス, （526 ページ）
グローバル コンフィギュレーション モードの IPv6 のイネーブル化, （532 ページ）

グローバル コンフィギュレーション モードの IPv6 のイネーブル化
Web 認証用にグローバル コンフィギュレーションの IPv6 をイネーブルにします。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

web-auth global

パラメータ マップのタイプを Web 認証と
してグローバルに設定します。

例：
Device(config)# parameter-map type
webauth global

ステップ 3

virtual IPv6
例：
Device(config-params-parameter-map)#
virtual-ip ipv6

Web 認証用の仮想 IP として IPv6 を選択
します。
（注）
Web 認証用の優先 IP として
IPv4 を選択することもできま
す。

関連トピック
WLAN の設定, （531 ページ）
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Web 認証プロセス, （526 ページ）
パラメータ マップの確認, （533 ページ）

IPv6 Web 認証の確認
パラメータ マップの確認
Wlan に対して設定したパラメータ マップを確認するには、show running configuration コマンド
を使用します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

show running config

スイッチの実行コンフィギュレーション全体を
表示します。パラメータ マップのグレップを
行い結果を表示します。

例：
Deviceshow running config

wlan alpha 2 alpha
no security wpa
no security wpa akm dot1x
no security wpa wpa2
no security wpa wpa2 ciphers aes
security web-auth
security web-auth authentication-list webauthlistlocal
security web-auth parameter-map webparalocal

関連トピック
グローバル コンフィギュレーション モードの IPv6 のイネーブル化, （532 ページ）
Web 認証プロセス, （526 ページ）
認証リストの確認, （533 ページ）

認証リストの確認
Wlan に対して設定した認証リストを確認するには、show running configuration コマンドを使用し
ます。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

show running configuration

Wlan の設定を表示します。
Device# show running-config

例：
Device#show running-config
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

end

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

例：
Device(config)# end

Device#show running-config
..................................
..................................
..................................
wlan alpha 2 alpha
no security wpa
no security wpa akm dot1x
no security wpa wpa2
no security wpa wpa2 ciphers aes
security web-auth
security web-auth authentication-list webauthlistlocal
security web-auth parameter-map webparalocal
..................................
..................................
..................................

関連トピック
パラメータ マップの確認, （533 ページ）
Web 認証プロセス, （526 ページ）

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

IPv6 コマンド リファレンス

IPv6 Command Reference (Catalyst 3850 Switches)

Web 認証設定

Security Configuration Guide (Catalyst 3850
Switches)

エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

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

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

シスコのテクニカル サポート
Link

説明

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

IPv6 Web 認証の機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能をリストし、個別の設定情報へのリンクを示します。
機能

リリース

変更内容

IPv6 Web 認証機能

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導
入されまし
た。
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IPv6 クライアント モビリティの設定
• IPv6 クライアント モビリティの前提条件, 537 ページ
• IPv6 クライアント モビリティの制限, 537 ページ
• IPv6 クライアント モビリティについて, 538 ページ
• IPv6 クライアント モビリティの確認, 542 ページ
• IPv6 クライアント モビリティのモニタリング, 543 ページ
• その他の参考資料, 543 ページ
• IPv6 クライアント モビリティの機能情報, 544 ページ

IPv6 クライアント モビリティの前提条件
ワイヤレス IPv6 クライアント接続をイネーブルにするには、基礎となる有線ネットワークで、
SLAAC または DHCPv6 などの IPv6 ルーティングおよびアドレス割り当て機能をサポートしてい
る必要があります。スイッチは IPv6 ルータに対する L2 隣接関係が必要です。また、VLAN はパ
ケットがスイッチに着信するときにタグを付ける必要があります。AP は、IPv6 ネットワーク上で
接続を必要としません。すべてのトラフィックが AP とスイッチ間の IPv4 CAPWAP トンネル内で
カプセル化されるためです。

IPv6 クライアント モビリティの制限
• IPv6 クライアント モビリティを使用する場合、クライアントはスタティック ステートレス
自動設定（Windows XP クライアントなど）またはステートフル DHCPv6 IP アドレッシング
（Windows 7 クライアントなど）とともに IPv6 をサポートする必要があります。
• ステートフル DHCPv6 IP アドレッシングが円滑に動作できるようにするには、DHCPv6 サー
バとして動作するように設定された DHCP for IPv6 機能をサポートするスイッチまたはルー
タ（スイッチなど）、または組み込み DHCPv6 サーバを備えた Windows 2008 サーバなどの
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専用サーバが必要です。Cisco Catalyst 3850 スイッチおよび Cisco Catalyst 5700 スイッチは、
（内部的に）DHCPv6 サーバとして機能できます。

（注）

Cisco Catalyst 3850 スイッチに SDM IPv6 テンプレートをロードするには、sdm prefer dual-ipv4
および v6 デフォルト コマンドを入力し、スイッチをリセットします。

IPv6 クライアント モビリティについて
スイッチは、IPv6 専用ノードまたはデュアル スタック ノードに対し IPv6 モビリティをサポート
します。IPv6 クライアント モビリティは次のレイヤに分かれます。
• リンク層および
• ネットワーク層
リンク層は、リンク層接続を失うことなく、同じ SSID で識別される同一 BSS（基本サービス セッ
ト）の任意の AP にクライアントがローミングできるようにする 802.11 プロトコルによって処理
されます。
ただし、リンク層モビリティは、ローミング中にワイヤレス クライアントのレイヤ 3 アプリケー
ションがシームレスに動作を継続するには十分ではありません。Cisco IOSd のワイヤレス モビリ
ティモジュールは、モビリティトンネリングを使用して、クライアントが異なるスイッチ上の異
なるサブネット間をローミングするときに、クライアントのレイヤ 3 PoP（Point of Presence）用の
シームレスな接続を維持します。
IPv6 は、プロトコルの TCP/IP スイートの IPv4 に代わることを目的とした次世代ネットワーク層
インターネット プロトコルです。この新しいバージョンでは、一意のグローバル IP アドレスを必
要とするユーザとアプリケーションに対応するためのインターネットグローバルアドレス空間を
増大させます。IPv6 は、128 ビットの送信元アドレスおよび宛先アドレスを組み込むことにより、
32 ビットの IPv4 アドレスよりも格段に多くのアドレスを提供します。
コントローラをまたいだ IPv6 クライアントをサポートするには、IPv6 クライアントが同じレイヤ
3 ネットワーク上にとどまるように、ICMPv6 メッセージを特別に処理する必要があります。ス
イッチは、ICMPv6 メッセージを代行受信することで IPv6 クライアントを追跡し、シームレスな
モビリティを提供して、ネットワーク攻撃からネットワークを保護します。NDP（ネイバー ディ
スカバリ パケット）パケットは、マルチキャストからユニキャストに変換され、クライアントご
とに個別に配信されます。この固有なソリューションによって、ネイバーディスカバリパケット
とルータ アドバタイズメント パケットの VLAN 間でのリークを防止できます。クライアントは、
特定のネイバー ディスカバリ パケットおよびルータ アドバタイズメント パケットを受信するこ
とで IPv6 アドレス指定が適切であることを確認し、不要なマルチキャスト トラフィックを回避し
ます。
IPv6 モビリティの設定は、IPv4 モビリティと同一であり、シームレスなローミングを実現するた
めにクライアント側で別個のソフトウェアを使用する必要はありません。スイッチは、同じモビ
リティ グループに属している必要があります。IPv4 と IPv6 の両クライアント モビリティが、デ
フォルトで有効になります。
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IPv6 クライアント モビリティは次のことに使用されます。
• レイヤ 2 およびレイヤ 3 ローミングでのクライアント IPv6 複数アドレスの維持
• IPv6 ネイバー探索プロトコル（NDP）パケットの管理
• クライアントの IPv6 アドレスの学習

ルータ アドバタイズメントの使用
ネイバー探索プロトコル（NDP）はリンク層で動作し、リンク上の他のノードの検出を行います。
他のノードのリンク層アドレスを特定し、使用可能なルータを検索し、他のアクティブなネイバー
ノードのパスに関する到達可能性情報を維持します。
ルータ アドバタイズメント（RA）は、使用可能なルータを検出し、IPv6 アドレス、リンク MTU
などを生成するネットワーク プレフィクスを取得するためにホストで使用される IPv6 ネイバー探
索プロトコル（NDP）パケットの 1 つです。ルータは、定期的またはホスト ルータ送信要求メッ
セージへの応答として RA を送信します。
IPv6 ワイヤレス クライアント モビリティは IPv6 RA パケットを管理します。集約アクセススイッ
チは、リンクローカル全ノード マルチキャスト RA パケットをローカルおよび RA が受信される
同じ VLAN にマップされたローミング ワイヤレス ノードに転送します。
図 1 では、ワイヤレス ノード モビリティでのリンクローカル全ノード マルチキャスト RA の転送
の問題について説明します。
図 18：ルータ 2 から無効な RA を受け取るローミング クライアント

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

539

IPv6 クライアント モビリティについて

図 2 では、ローミング クライアント「MN」が外部スイッチで VLAN 200 から RA をどのように
受信するか、および新しい IP アドレスを取得してどのように L3 モビリティの PoP（Point of
Presence）に入るかを示しています。
図 19：ルータ 1 から有効な RA を受け取るローミング クライアント

関連トピック
IPv6 クライアント モビリティの確認, （542 ページ）
IPv6 クライアント モビリティのモニタリング, （543 ページ）

RA スロットリングと NS 抑制
頻繁な非請求タイプの定期的 RA による制約を受けないように省電力ワイヤレス クライアントを
保護するため、コントローラで非請求タイプのマルチキャスト RA をスロットルできます。
関連トピック
IPv6 クライアント モビリティの確認, （542 ページ）
IPv6 クライアント モビリティのモニタリング, （543 ページ）

IPv6 アドレス ラーニング
IPv6 クライアントで IPv6 アドレスを取得するには、次の 3 つの方法があります。
• ステートレス アドレス自動設定（SLAAC）
• ステートフル DHCPv6
• 静的設定
これらの方法の場合、IPv6 クライアントは常に NS DAD（重複アドレス検出）要求を送信して、
ネットワークに重複する IP アドレスがないようにします。スイッチはクライアントの NDP およ
び DHCPv6 パケットをスヌープして、そのクライアント IP アドレスについて学習し、コントロー
ラ データベースを更新します。データベースは、クライアントの新しい IP アドレスについて通知
します。
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関連トピック
IPv6 クライアント モビリティの確認, （542 ページ）
IPv6 クライアント モビリティのモニタリング, （543 ページ）

複数の IP アドレスの処理
RUN 状態後に新しい IP アドレスが受信されると、追加の場合も削除の場合も、コントローラは
表示目的でそのローカル データベース上の新しい IP アドレスを更新します。基本的に、IPv6 は
既存または IPv4 の場合と同じ PEM ステート マシン コード フローを使用します。IP アドレスが、
たとえば、外部エンティティによって Prime Infrastructure から要求されると、コントローラは、す
べての使用可能な IP アドレス、IPv4 および IPv6 を外部エンティティへの API/SPI インターフェ
イスに含めます。
IPv6 クライアントは、様々な目的でスタックから複数の IP アドレスを取得できます。たとえば、
リンクローカルトラフィックのリンクローカルアドレスおよびルーティング可能な固有のローカ
ル アドレスまたはグローバル アドレスがあります。
クライアントが DHCP 要求状態にあり、コントローラが IPv4 または IPv6 アドレス用にデータベー
スから最初の IP アドレスの通知を受信すると、PEM はクライアントを RUN 状態に移行させま
す。
RUN 状態後に新しい IP アドレスが受信されるときは、追加の場合も削除の場合も、コントロー
ラは表示目的でそのローカル データベース上の新しい IP アドレスを更新します。
IP アドレスが、たとえば、外部エンティティによって Prime Infrastructure から要求されると、コ
ントローラは、使用可能な IP アドレス、IPv4 および IPv6 を外部エンティティに提供します。
関連トピック
IPv6 クライアント モビリティの確認, （542 ページ）
IPv6 クライアント モビリティのモニタリング, （543 ページ）

IPv6 Configuration
スイッチは IPv4 クライアントと同様にシームレスに IPv6 クライアントをサポートします。管理
者は、IPV6、IPv6 スヌーピングおよびスロットリング機能を有効にするには、Vlan を手動で設定
する必要があります。これにより、スイッチとそのさまざまなクライアント間でのスロットリン
グを NDP パケットで行えます。
関連トピック
IPv6 クライアント モビリティの確認, （542 ページ）
IPv6 クライアント モビリティのモニタリング, （543 ページ）

ハイ アベイラビリティ
スイッチはクライアント IP アドレスが学習しにくいときにワイヤレス クライアントと同期しま
す。スイッチオーバーが発生すると、IPv6 ネイバー バインディング テーブルがスタンバイ ステー
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トに同期されます。ただし、スイッチオーバーが完了し、ネイバーバインディングテーブルがそ
のクライアントの最新情報で更新されると、ワイヤレス クライアント自体はアソシエート解除さ
れ、新しいアクティブ ステートに再アソシエートされます。
再アソシエーション時に、クライアントが他の AP に移動すると、バインディング テーブル内の
元のエントリがしばらくの間ダウンとマークされ、期限切れになります。
別の AP からスイッチを結合する新しいエントリの場合は、新しい IP アドレスが学習されて、コ
ントローラのデータベースに通知されます。

（注）

この機能は、Cisco Catalyst 3850 スイッチでのみ使用できます。
関連トピック
IPv6 クライアント モビリティの確認, （542 ページ）
IPv6 クライアント モビリティのモニタリング, （543 ページ）

IPv6 クライアント モビリティの確認
表 9 に示すコマンドは、IPv6 クライアント モビリティに適用されます。
表 50：Cisco 5760 WLC の IPv6 クライアント モビリティを確認するためのコマンド

コマンド

説明

debug mobility ipv6

すべてのワイヤレス クライアント IPv6 モビリ
ティのデバッグをイネーブルにします。

debug

ワイヤレス クライアントのデバッグを表示しま
す。デバッグ情報の MAC アドレスを入力しま
す。

client
mac-address (mac-addr)

関連トピック
ルータ アドバタイズメントの使用, （539 ページ）
RA スロットリングと NS 抑制, （540 ページ）
IPv6 アドレス ラーニング, （540 ページ）
複数の IP アドレスの処理, （541 ページ）
IPv6 Configuration, （541 ページ）
ハイ アベイラビリティ, （541 ページ）
IPv6 クライアント モビリティのモニタリング, （543 ページ）
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IPv6 クライアント モビリティのモニタリング
表 10 のコマンドは、スイッチスイッチで IPv6 クライアント モビリティをモニタリングするため
に使用されます。
表 51：IPv6 クライアント モビリティ コマンドのモニタリング

コマンド

説明

show wireless client summary

アクティブなクライアントのワイヤレス固有設
定を表示します。

show wireless client mac-address (mac-addr)

アクティブなクライアントのワイヤレス固有設
定をそのMACアドレスに基づいて表示します。

関連トピック
IPv6 クライアント モビリティの確認, （542 ページ）
ルータ アドバタイズメントの使用, （539 ページ）
RA スロットリングと NS 抑制, （540 ページ）
IPv6 アドレス ラーニング, （540 ページ）
複数の IP アドレスの処理, （541 ページ）
IPv6 Configuration, （541 ページ）
ハイ アベイラビリティ, （541 ページ）

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

IPv6 コマンド リファレンス

IPv6 Command Reference (Catalyst 3850 Switches)

モビリティ設定

Mobility Configuration Guide, Cisco IOS XE Release
3SE (Catalyst 3850 Switches)
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エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

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

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

シスコのテクニカル サポート
説明

Link

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

IPv6 クライアント モビリティの機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能をリストし、個別の設定情報へのリンクを示します。
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機能

リリース

変更内容

IPv6 クライアント モビリティ機能

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導
入されまし
た。
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IPv6 モビリティの前提条件
モビリティとその関連のインフラストラクチャを設定して使用できるようにする必要があります。

IPv6 モビリティについて
モビリティ（ローミング）は、できるだけ低遅延で、確実かつスムーズに、あるアクセス ポイン
トから別のアクセス ポイントへのアソシエーションを維持する無線 LAN クライアントの機能で
す。この項では、スイッチが無線ネットワークに存在する場合のモビリティの動作について説明
します。
あるワイヤレス クライアントがアクセス ポイントにアソシエートして認証すると、アクセス ポ
イントのスイッチは、クライアント データベースにそのクライアントに対するエントリを設定し
ます。このエントリには、クライアントの MAC アドレス、IP アドレス、セキュリティ コンテキ
ストおよびアソシエーション、Quality of Service（QoS）コンテキスト、WLAN、およびアソシエー
トされたアクセス ポイントが含まれます。スイッチはこの情報を使用してフレームを転送し、ワ
イヤレス クライアントで送受信されるトラフィックを管理します。
ワイヤレス クライアントがそのアソシエーションをあるアクセス ポイントから別のアクセス ポ
イントへ移動する場合、スイッチは新たにアソシエートするアクセス ポイントでクライアントの
データベースをアップデートするだけです。必要に応じて、新たなセキュリティ コンテキストと
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アソシエーションも確立されます。しかし、クライアントが 1 つのスイッチに接続されたアクセ
スポイントから別のスイッチに接続されたアクセスポイントにローミングする際には、プロセス
はより複雑になります。また、同一のサブネット上でこれらのスイッチが動作しているかどうか
によっても異なります。

コントローラ間ローミング
クライアントが新たなスイッチに接続されたアクセス ポイントへアソシエートする場合、新たな
スイッチはモビリティメッセージを元のスイッチと交換し、スティッキアンカリングがディセー
ブルの場合に、クライアントのデータベース エントリは新たなスイッチに移動されます。
関連トピック
IPv6 モビリティのモニタリング, （548 ページ）

スティッキアンカリングでのサブネット内ローミング、およびサブネット間ローミ
ング
サブネット間ローミングは、スイッチがクライアントのローミングに関するモビリティ メッセー
ジを交換する点でコントローラ間ローミングと似ています。ただし、クライアントのデータベー
スエントリを新しいスイッチに移動するのではなく、元のスイッチのクライアントデータベース
内で該当クライアントに「アンカー」エントリのマークが付けられます。このデータベース エン
トリが新しいスイッチのクライアント データベースにコピーされ、新しいスイッチ内で「外部」
エントリのマークが付けられます。ローミングはワイヤレス クライアントには透過的なまま行わ
れ、クライアントは元の IP アドレスを保持します。
サブネット間ローミングでは、アンカーと外部の両スイッチの WLAN に、ソースベースのルー
ティングやソースベースのファイアウォールは設定せずに同一のネットワーク アクセス権限を設
定する必要があります。そのようにしない場合、ハンドオフ後クライアントにネットワーク接続
上の問題が発生することがあります。
モビリティの設定の詳細については、『Cisco 5700 Wireless LAN Controller Mobility Configuration
Guide, Cisco IOS XE, Release 3.2SE』を参照してください。
関連トピック
IPv6 モビリティのモニタリング, （548 ページ）

IPv6 モビリティの設定方法
IPv6 モビリティのモニタリング
この章では、モビリティ関連 IPv6 設定を表示します。モビリティ関連の設定を確認するには、
『Cisco 5700 Wireless LAN Controller Mobility Configuration Guide, Cisco IOS XE 3.2SE』を参照して
ください。
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手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1

目的

show ipv6 neighbors binding mac C0C1.C06B.C4E2 IPv6 関連のモビリティ設定を表
示します。
例：
Device# show ipv6 neighbors binding mac
C0C1.C06B.C4E2

Device# show ipv6 neighbors binding mac C0C1.C06B.C4E2
Binding Table has 45 entries, 37 dynamic (limit 100)
Codes: L - Local, S - Static, ND - Neighbor Discovery, DH - DHCP, PKT - Other Packet, API
- API created
Preflevel flags (prlvl):
0001:MAC and LLA match
0002:Orig trunk
0004:Orig access
0008:Orig trusted trunk
0010:Orig trusted access
0020:DHCP assigned
0040:Cga authenticated
0080:Cert authenticated
0100:Statically assigned
IPv6 address
state
Time left
L
FE80:20:25::16
REACHABLE
L
FE80:20:24::16
REACHABLE
L
FE80:20:23::16
REACHABLE
ND FE80:20:23::13
REACHABLE 223 s try 0
ND FE80:20:22::17
REACHABLE 92 s try 0
L
FE80:20:22::16
REACHABLE
ND FE80:20:22::13
REACHABLE 136 s try 0
ND FE80:20:22::12
REACHABLE 281 s try 0
ND FE80:20:22::2
REACHABLE 295 s try 0
ND FE80:20:21::17
REACHABLE 60 s try 0
L
FE80:20:21::16
REACHABLE
ND FE80:20:21::13
REACHABLE 252 s try 0
ND FE80:20:21::12
REACHABLE 297 s
ND FE80:20:21::2
REACHABLE 307 s try 0
ND FE80::F866:8BE0:12E4:39CF
REACHABLE 89 s try 0
ND FE80::6D0A:DB33:D69E:91C7
REACHABLE 171 s try 0
ND FE80::985:8189:9937:BB05
REACHABLE 287 s
ND FE80::20:24:13
REACHABLE 145 s try 0
L
2001:20:23::16
REACHABLE
DH 2001:20:22:0:C96C:AF29:5DDC:2689
REACHABLE 286 s try 0(16574
DH 2001:20:22:0:A46B:90B2:F0DB:F952
STALE
32401 s
DH 2001:20:22:0:7DFD:14EC:B1E4:1172
STALE
24394 s

Link-Layer addr Interface vlan prlvl

age

2037.064C.BA71

Vl25

25

0100 3137mn

2037.064C.BA41

Vl24

24

0100 3137mn

2037.064C.BA44

Vl23

23

0100 3137mn

2037.0653.6BC4

Te1/0/1

23

0005

2037.064D.06F6

Te1/0/1

22

0005

2037.064C.BA76

Vl22

22

0100 3137mn

2037.0653.6BF6

Te1/0/1

22

0005

165s

2037.064C.94F6

Te1/0/1

22

0005

23s

0022.550E.8FC3

Te1/0/1

22

0005

18s

2037.064D.06E8

Te1/0/1

21

0005

2037.064C.BA68

Vl21

21

0100 3137mn

2037.0653.6BE8

Te1/0/1

21

0005

57s

2037.064C.94E8

Te1/0/1

21

0005

4s

0022.550E.8FC2

Te1/0/1

21

0005

2s

C0C1.C06B.C4E2

Ca4

21

0005

3mn

0050.B606.A6CE

Te1/0/1

22

0005

135s

8CA9.8295.09CC

Ca0

21

0005

15s

2037.0653.6BC1

Te1/0/1

24

0005

155s

2037.064C.BA44

Vl23

23

0100 3137mn

0050.B606.A6CE

Te1/0/1

22

0024

0050.B606.A6CE

Te1/0/1

22

0024 2339mn

0050.B606.A6CE

Te1/0/1

22

0024 2339mn

85s
3mn

4mn

19s
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DH 2001:20:22:0:7CB3:D6DD:FD6A:50F
STALE
29195 s
DH 2001:20:22:0:6D32:AF24:FDE1:2504
STALE
118821 s
DH 2001:20:22:0:5106:5AD:FE98:A2F0
STALE
31362 s
ND 2001:20:22::201:13
REACHABLE 264 s try 0
L
2001:20:22::16
REACHABLE
ND 2001:20:22::13
REACHABLE 131 s try 0
ND 2001:20:22::2
REACHABLE 274 s try 0
ND 2001:20:21:0:F866:8BE0:12E4:39CF
REACHABLE 21 s try 0
ND 2001:20:21:0:C085:9D4C:4521:B777
REACHABLE 290 s try 0
ND 2001:20:21:0:6233:4BFF:FE1A:744C
REACHABLE 108 s try 0
ND 2001:20:21:0:447E:745D:2F48:1C68
REACHABLE 276 s
ND 2001:20:21:0:3920:DDE8:B29:AD51
REACHABLE 87 s try 0
ND 2001:20:21:0:1016:A333:FAD5:6E66
REACHABLE 18 s try 0
ND 2001:20:21:0:C42:E317:BA9B:EB17
REACHABLE 61 s try 0
ND 2001:20:21:0:985:8189:9937:BB05
REACHABLE 173 s try 0
ND 2001:20:21::201:20
REACHABLE 43 s try 0
ND 2001:20:21::17
REACHABLE 50 s try 0
L
2001:20:21::16
REACHABLE
ND 2001:20:21::13
REACHABLE 237 s try 0
ND 2001:20:21::12
REACHABLE 512 ms try 0
ND 2001:20:21::2
REACHABLE 294 s try 0

0050.B606.A6CE

Te1/0/1

22

0024 2333mn

0050.B606.A6CE

Te1/0/1

22

0024

0050.B606.A6CE

Te1/0/1

22

0024 2328mn

0050.B606.A6CE

Te1/0/1

22

0005

2037.064C.BA76

Vl22

22

0100 3137mn

2037.0653.6BF6

Te1/0/1

22

0005

175s

0022.550E.8FC3

Te1/0/1

22

0005

28s

C0C1.C06B.C4E2

Ca4

21

0005

0021.CC73.AA17

Te1/0/1

21

0005

6033.4B1A.744C

Ca4

21

0005

8CA9.8295.09CC

Ca0

21

0005

C0C1.C06B.C4E2

Ca4

21

0005

3mn

0021.CC73.AA17

Te1/0/1

21

0005

4mn

6033.4B1A.744C

Ca4

21

0005

4mn

8CA9.8295.09CC

Ca0

21

0005

0021.CC73.AA17

Te1/0/1

21

0005

4mn

2037.064D.06E8

Te1/0/1

21

0005

4mn

2037.064C.BA68

Vl21

21

0100 3137mn

2037.0653.6BE8

Te1/0/1

21

0005

2037.064C.94E8

Te1/0/1

21

0005

0022.550E.8FC2

Te1/0/1

21

0005

509mn

49s

4mn
11s
3mn
34s

135s

67s
5mn
12s

関連トピック
コントローラ間ローミング, （548 ページ）
スティッキ アンカリングでのサブネット内ローミング、およびサブネット間ローミング, （
548 ページ）

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

IPv6 コマンド リファレンス

IPv6 Command Reference (Catalyst 3850 Switches)

モビリティ設定

Mobility Configuration Guide, Cisco IOS XE Release
3SE (Catalyst 3850 Switches)
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エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

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

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

シスコのテクニカル サポート
Link

説明

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

IPv6 モビリティの機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能をリストし、個別の設定情報へのリンクを示します。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
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機能

リリース

変更内容

IPv6 モビリティ機能

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導
入されまし
た。
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• IPv6 NetFlow の前提条件, 553 ページ
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• IPv6 NetFlow のモニタリング, 570 ページ
• その他の参考資料, 570 ページ
• IPv6 NetFlow の機能情報, 571 ページ

IPv6 NetFlow の前提条件
ネットワーキング デバイスで、Cisco IOS Flexible NetFlow がサポートされた Cisco IOSd リリース
を実行している必要があります。
IPv6 トラフィック
• 次のいずれかがルータ、および Flexible NetFlow をイネーブルにするインターフェイスでイ
ネーブルになっている必要があります。
• シスコ エクスプレス フォワーディング IPv6
• 分散型シスコ エクスプレス フォワーディング IPv6

IPv6 NetFlow の制限
次の制限は、IPv6 Netflow 設定に適用されます。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
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• ローカルで生成されたトラフィック（Flexible NetFlow 出力アカウンティング機能が設定され
ているルータ、Cisco WLC 5760、によって生成されるトラフィック）は、Output Flexible
NetFlow Accounting 機能のフロー トラフィックとしてカウントされません。
• Flexible NetFlow 出力アカウンティング機能によって、CEF スイッチド パケットのみがカウ
ントされます。プロセス スイッチド中継パケットはカウントされません。

IPv6 NetFlow について
NetFlow は、ネットワーク モニタリング、ユーザのモニタリングとプロファイリング、ネットワー
ク プランニング、セキュリティの分析、課金とアカウンティング、データ ウェアハウジングと
データマイニングのためにカスタマーアプリケーションで使用されるモニタ機能です。アップリ
ンク ポートで Flexible NetFlow を使用すれば、ユーザ定義フローのモニタリング、フロー統計情
報の収集、フロー単位のポリシングの実行が可能です。Flexible NetFlow は、フロー統計情報を収
集してコレクタ デバイスにエクスポートします。

（注）

Flexible NetFlow は、IP ベースまたは IP サービス フィーチャ セットを実行しネットワーク サー
ビスモジュールが装備されている Catalyst 3750-X スイッチおよび 3560-X スイッチだけでサポー
トされます。NPE または LAN ベース イメージを実行しているスイッチではサポートされませ
ん。

（注）

コマンド リファレンスに記載されているすべての Flexible NetFlow コマンドがスイッチで使用
できるわけではありません。サポートされていないコマンドは、表示されないか、入力すると
エラー メッセージが生成されます。

Flexible NetFlow の概要
Flexible NetFlow では、トラフィックが処理され、パケットはフローに分類されます。新しいフ
ローは NetFlow テーブルに挿入され、統計情報は自動的に更新されます。入力および出力 NetFlow
モニタの両方を設定する必要があります。ネットワークサービスモジュールにより、方向ごとに
インターフェイスあたり 1 個のモニタをサポートします。
Flexible NetFlow は、次のコンポーネントで構成されます。
• レコード：Flexible NetFlow モニタをモニタリングして、データの保存に使用されるキャッ
シュを定義するために割り当てられるキーおよび非キー フィールドの組み合わせです。
• フロー モニタ：インターフェイスに適用され、ネットワーク トラフィック モニタリングを
実行します。フロー モニタには、ユーザ定義のレコード、オプションのフロー エクスポー
タ、およびモニタが最初のインターフェイスに適用されるときに自動的に作成されるキャッ
シュで構成されます。スイッチは、設定に従って期限切れになる通常のキャッシュをサポー
トします。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
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• フロー エクスポータ：フロー モニタ キャッシュ内のデータをリモート システム（たとえ
ば、NetFlow コレクタを実行するサーバ）にエクスポートします。
• フロー サンプラー：分析するパケット数を制限することで、トラフィックをモニタするため
に Flexible NetFlow によってネットワーキング デバイスで生じる負荷を軽減します。
単方向フロー（宛先または送信元アドレスベースのフロー）、およびフローエージングを設定で
きます。次の機能が、ネットワーク サービス モジュールでサポートされます。
• レイヤ 2 スイッチング（非ルーティング）トラフィック、レイヤ 3（CAPWAP）IPv4 および
IPv6 トラフィック、レイヤ 4 TCP、IGMP、および ICMP トラフィックの統計情報収集の設
定。
• NetFlow カウント、メンテナンス、トラブルシューティング（デバッグ コマンド）。
• NetFlow 分析は、ネットワーク サービス モジュール上の物理インターフェイスを通るトラ
フィックに対して実行されます。スイッチは、転送判断を実行した後、出力（発信）トラ
フィックを処理します。プライベート VLAN または保護ポートを設定することで、ローカル
にスイッチングまたはルーティングされたトラフィックが、サービス モジュール ポートの
通過を強制されます。
次の NetFlow の特性はサポートされていません。
• Netflow-5 プロトコル
• あらかじめ定義されたフロー レコード
• ISL
• ポリシーベースの NetFlow
• Cisco TrustSec モニタリング
スイッチに取り付けることができる他のモジュールは 1 ギガビットおよび 10 ギガビット アップ
リンク インターフェイスを搭載していますが、NetFlow はネットワーク サービス モジュールだけ
でサポートされます。

IPv6 Netflow
Flexible Netflow（FNF）では、事前定義済みフィールドの大規模なコレクションからフィールドを
選択し、CLI コンフィギュレーション コマンドを使用して、特定のアプリケーションに最適なフ
ロー レコード（対象となるキー、非キー、カウンタ、およびタイムスタンプ フィールドのセッ
ト）を定義することができます。
事前定義されたフィールドのコレクションには次のフィールドが含まれます。
• データリンク層（L2）のヘッダー フィールド
• IPv6 ヘッダーのフィールド
• トランスポート層（L4）のヘッダー フィールド
• アプリケーション層（L5）のヘッダー フィールド

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
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• ルーティング属性（汎用、IPv4、IPv6）
• インターフェイス フィールド
• カウンタ フィールド
• タイムスタンプ フィールド
関連トピック
カスタマイズしたフロー レコードの設定, （556 ページ）
フロー エクスポータの設定, （559 ページ）
カスタマイズしたフロー モニタの設定, （564 ページ）
インターフェイスへのフロー モニタの適用, （566 ページ）
フロー サンプリングの設定およびイネーブル化, （568 ページ）

IPv6 NetFlow の設定方法
カスタマイズしたフロー レコードの設定
フロー レコードの次のフィールドに一致させることができます。
• IPv4 または IPv6 宛先アドレス
• 直接接続されたホストの MAC アドレスを示す、インターフェイスで受信または送信される
トラフィックのレイヤ 2 送信元と宛先アドレスおよび VLAN を識別するデータリンク フィー
ルド。サービス クラス（CoS）および Ethertype データリンク ヘッダー フィールドも使用で
きます。
• アプリケーションのタイプ（ICMP、IGMP、または TCP トラフィック）を識別するトランス
ポート フィールドの送信元および宛先ポート。
フロー レコードの次のフィールドを収集できます。
• 合計バイト数、エクスポータによって送信されるまたはフローまたはパケット（exporter）、
または 64 ビット カウンタのバイト数またはパケット数（long）。最初のパケットの送信時
間または最新（最後）のパケットが見つかった時間からのシステム稼働時間に基づくタイム
スタンプ。
• 入力または出力インターフェイスの SNMP インデックス。サービス モジュールに出入りする
トラフィックのインターフェイスは、スイッチの転送キャッシュに基づいています。この
フィールドは、一般にデータ リンク、IPv4 および IPv6 アドレスとともに使用され、直接接
続されたホストの実際のファースト ホップのインターフェイスを提供します。
◦ 値 0 は、インターフェイス情報がキャッシュにないことを意味します。
◦ 一部の NetFlow コレクタでは、フロー レコードにこの情報が必要です。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
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次の手順で、カスタマイズされたフロー レコードを設定します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバルコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

flow record recordname
例：
Device(config)# flow record
TestRecordName

ステップ 3

description 説明

フロー レコードを作成し、Flexible
NetFlow フロー レコード コンフィギュ
レーション モードを開始します。このコ
マンドで、既存のフロー レコードを変更
することもできます。
（任意）フロー レコードの説明を作成し
ます。

例：
Device(config-flow-record)#
description SampleNetflowDescription

ステップ 4

match{ipv4 | ipv6}{destination | hop-limit フロー レコードの主要 ipv4 および ipv6
| protocol | source | traffic-class| version}
フィールドを設定します。
address
例：
Device(config-flow-record)# match
ipv6 destination address

ステップ 5

match datalink [dot1q | ethertype | mac |
vlan]

フロー レコードの主要データリンク（レ
イヤ 2）フィールドを設定します。

例：
Device(config-flow-record)# match
datalink [dot1q | ethertype | mac |
vlan]

ステップ 6

match transport [destination-port | icmp | フロー レコードの主要トランスポート
source-port]
レイヤ フィールドを設定します。
例：
Device(config-flow-record)# match
transport [destination-port | icmp |
source-port]

ステップ 7

match interface [input |output]

フロー レコードの主要インターフェイス
フィールドを設定します。

例：
Device(config-flow-record)# match
interface input
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

match flow direction

フロー レコードの主要フロー アイデン
ティティ フィールドを設定します。

例：
Device(config-flow-record)# match
flow direction

ステップ 9

collect counter {bytes [ layer2 | long] |
packets [ long]}

フロー レコードのカウンタ主要フィール
ドを設定します。

例：
Device(config-flow-record)#collect
counter bytes layer2 long

ステップ 10

collect timestamp absolute [first | last]

フロー レコードのタイムスタンプ主要
フィールドを設定します。

例：
Device(config-flow-record)# collect
timestamp absolute [first | last ]

ステップ 11

collect interface [input | output]

フロー レコードのインターフェイス主要
フィールドを設定します。

例：
Device(config-flow-record)# collect
interface [input | output]

ステップ 12

collect transport tcp flags {ack | cwr | ece フロー レコードのトランスポート TCP
| fin | psh | rst | syn | urg}
フラグ フィールドを設定します。
例：
Device(config-flow-record)# collect
transport tcp flags ack

ステップ 13

end
例：
Device(config)# end

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

Device(config)# flow record
Device(config-flow-record)# description record to monitor network traffic
Device(config-flow-record)# match ipv6 destination address
Device(config-flow-record)# match datalink [dot1q | ethertype | mac | vlan]
Device(config-flow-record)# match transport [destination-port | icmp |igmp | source-port]
Device(config-flow-record)# match interface input
Device(config-flow-record)# match flow direction
Device(config-flow-record)#collect counter bytes layer2 long
Device(config-flow-record)# collect timestamp absolute first
Device(config-flow-record)# collect interface [input | output]
Device(config-flow-record)# collect transport tcp flags ack
Device(config-flow-record)# end

関連トピック
IPv6 Netflow, （555 ページ）
フロー エクスポータの設定, （559 ページ）
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カスタマイズしたフロー モニタの設定, （564 ページ）
インターフェイスへのフロー モニタの適用, （566 ページ）
フロー サンプリングの設定およびイネーブル化, （568 ページ）

フロー エクスポータの設定
次の手順を使用して NetFlow エクスポータを設定します。

（注）

任意の export-protocol フロー エクスポータ コンフィギュレーション コマンドは、エクスポー
タで使用される NetFlow エクスポート プロトコルを指定します。スイッチは netflow-v9 だけを
サポートします。CLI ヘルプに記載されていますが、netflow-5 はサポートされません。

手順
コマンドまたはアクション
ス
テッ
プ1

configure terminal
例：
Device# configure terminal

ス
テッ
プ2

flow exporter exporter-name
例：
Device(config)# flow exporter TestNetFlowExporterName
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コマンドまたはアクション

ス
テッ
プ3

description 説明
例：
Device(config-flow-exporter)# description SampleNetFlowExporterDescription

ス
テッ
プ4

destination {hostname | ip-address} vrf vrf-name
例：
Device(config-flow-exporter)# destination 198.51.100.120 vrf SampleVrfName

ス
テッ
プ5

dscp <0-63>
例：
Device(config-flow-exporter)# dscp 23
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コマンドまたはアクション

ス
テッ
プ6

source interface-id
例：

Device(config-flow-exporter)# source {
Auto-Template|Capwap|GigabitEthernet|GroupVI|InternalInterface|Loopback|Null|Port-channel|Te

ス
テッ
プ7

option {exporter-stats | interface-table | sampler-table} timeout seconds]
例：
Device(config-flow-exporter)# option exporter-stats timeout 600
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コマンドまたはアクション

ス
テッ
プ8

export-protocolnetflow-v9
例：
Device(config-flow-exporter)# export-protocol netflow-v9

ス
テッ
プ9

template data timeout seconds
例：
Device(config-flow-exporter)# template data timeout 600
Device(config-flow-exporter)#

transport udp udp-port
ス
テッ
プ 10 例：
Device(config-flow-exporter)# transport udp 67
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コマンドまたはアクション

ttl seconds
ス
テッ
プ 11 例：
Device(config-flow-exporter)# ttl 100

end
ス
テッ
プ 12 例：
Device(config)# end

Device(config)# flow exporter
Device(config-flow-exporter)#
Device(config-flow-exporter)#
Device(config-flow-exporter)#
Device(config-flow-exporter)#

QoS-Collector
description QoS Collector Bldg 19
destination 172.20.244.28
source vlan 1
dscp 3
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Device(config-flow-exporter)# transport udp 2055
Device(config-flow-exporter)# end

次の作業
カスタマイズしたフロー モニタの設定。
関連トピック
カスタマイズしたフロー レコードの設定, （556 ページ）
IPv6 Netflow, （555 ページ）
カスタマイズしたフロー モニタの設定, （564 ページ）
インターフェイスへのフロー モニタの適用, （566 ページ）
フロー サンプリングの設定およびイネーブル化, （568 ページ）

カスタマイズしたフロー モニタの設定
次の手順を使用して NetFlow モニタを設定します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

Device(config)# flow monitor
SampleMonitorName

フロー モニタを作成し、Flexible NetFlow フ
ロー モニタ コンフィギュレーション モードを
開始します。このコマンドを使用して既存のフ
ロー モニタを変更することもできます。

description 説明

（任意）フロー モニタの説明を設定します。

flow monitor monitor -name
例：

ステップ 3

例：
Device(config-flow-monitor)#
Description
SampleNetFlowMonitorName

ステップ 4

record
フロー モニタのレコードを指定します。
{TestNetflowRecordName|TestRecord}
例：
Device(config-flow-monitor)#record
TestNetflowRecordName

ステップ 5

cache {timeout [active| inactive|update] （任意）フロー モニタ キャッシュ パラメータ
(seconds) | type (normal)}
（タイムアウト値、キャッシュ エントリ数、
キャッシュ タイプなど）を変更します。
例：
Device(config-flow-monitor)# cache
type normal
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コマンドまたはアクション

目的
• timeout active seconds：アクティブ フロー
タイムアウトを設定します。これは、ト
ラフィック分析の細かさを定義します。
範囲は 1 ～ 604800 秒です。デフォルト値
は 1800 です。一般的な値は 60 または 300
秒です。推奨値については、『Configuring
Data Export for Cisco IOS Flexible NetFlow
with Flow Exporters』を参照してくださ
い。
• type normal：フロー キャッシュからの通
常のフロー削除を設定します。

コマンドラインのヘルプには記載さ
れていますが、entries キーワードと
タイムアウト inactive および update
はサポートされません。
cache {timeout [active| inactive|update] フロー モニタの追加キャッシュ パラメータを
(seconds) | type (normal)}
設定するには、ステップ 5 を繰り返します。
（注）

ステップ 6

例：
Device(config-flow-monitor)# cache
type normal

ステップ 7

exporter TestNetFlowExporterName

（任意）事前に作成されたエクスポータの名前
を指定します。

例：
Device(config-flow-monitor)#
exporter TestNetFlowExporterName

ステップ 8

cache {timeout [active| inactive|update] フロー モニタの追加キャッシュ パラメータを
(seconds) | type (normal)}
設定するには、ステップ 5 を繰り返します。
例：
Device(config-flow-monitor)# cache
type normal

ステップ 9

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

end
例：
Device(config)# end

Device(config)# flow monitor
Device(config-flow-monitor)#
Device(config-flow-monitor)#
Device(config-flow-monitor)#
Device(config-flow-monitor)#
Device(config-flow-monitor)#
Device(config-flow-monitor)#

FLOW-MONITOR-1
Used for ipv6 traffic analysis
record FLOW-RECORD-1
cache timeout active 300
cache type normal
exporter EXPORTER-1
exit
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次の作業
インターフェイスへのフロー モニタの適用
関連トピック
カスタマイズしたフロー レコードの設定, （556 ページ）
フロー エクスポータの設定, （559 ページ）
IPv6 Netflow, （555 ページ）
インターフェイスへのフロー モニタの適用, （566 ページ）
フロー サンプリングの設定およびイネーブル化, （568 ページ）

インターフェイスへのフロー モニタの適用
次の手順を使用して、インターフェイスに NetFlow モニタを設定します。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id
例：
Device(config)# interface
tengigabitEthernet 1/0/1

インターフェイスを指定し、インターフェイス コン
フィギュレーション モードを開始します。Flexible
NetFlow は、サービス モジュールの 1 ギガビットまた
は 10 ギガビット イーサネット インターフェイスのみ
でサポートされます。
ポート チャネル インターフェイスには
NetFlow モニタを接続できません。サービス
モジュールの両方のインターフェイスが
EtherChannel の一部である場合、両方の物理
インターフェイスにモニタを接続する必要が
あります。
WLAN のフロー モニタを設定します。
（注）

ステップ 3

wlan ssid
例：
Device (config)# wlan test
1 test

ステップ 4

[ ip | ipv6 | datalink] flow
monitor monitor -name
sampler [sampler | input |
output]

着信または発信トラフィックを分析するためにインター
フェイスに割り当てることで、作成済みのフロー モニ
タをアクティブにします。
• ip：IPv4 IP アドレスに一致するレコードを入力し
ます。
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コマンドまたはアクション 目的
• ipv6：IPv6 IP アドレスに一致するレコードを入力
例：

します。

Device(config-if)# ipv6
flow monitor
SampleMonitorName input

（注）

このキーワードは、デュアル IPv4/IPv6
Switch Database Management（SDM）テ
ンプレートがスイッチに設定されてい
る場合にだけ表示されます。

• input：入力トラフィックにフロー モニタを適用し
ます。
• output：出力トラフィックにフロー モニタを適用
します。
• sampler：（任意）フロー モニタ サンプラーを適
用します。
ステップ 5

exit

グローバル コンフィギュレーション モードに戻りま
す。

例：
Device(config-if)# exit
Device(config)#

ステップ 6

ステップ 2 および 3 を繰り フロー モニタの追加キャッシュ パラメータを設定しま
返します。
す。
例：

ステップ 7

end
例：

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

Device(config)# end

Device(config)# interface tengigabitethernet 1/0/1
Device(config-if)# ip flow monitor FLOW-MONITOR-1 input
Device(config-if)# ip flow monitor FLOW-MONITOR-2 output
Device(config-if)# end

関連トピック
カスタマイズしたフロー レコードの設定, （556 ページ）
フロー エクスポータの設定, （559 ページ）
カスタマイズしたフロー モニタの設定, （564 ページ）
IPv6 Netflow, （555 ページ）
フロー サンプリングの設定およびイネーブル化, （568 ページ）
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フロー サンプリングの設定およびイネーブル化
次の手順を使用して、フロー サンプリングを設定してイネーブルにします。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

Device(config)# sampler
SampleNameForSAMPLER

フロー モニタを作成し、Flexible NetFlow サ
ンプラー コンフィギュレーション モードを
開始します。このコマンドを使用して既存の
サンプラーを変更することもできます。

description 説明

（任意）サンプラーの説明を設定します。

sampler sampler -name
例：

ステップ 3

例：
Device(config-sampler)#description
SamplerName_1

ステップ 4

mode {deterministic|random} (<1-1>
)out-of <2-1024>
例：

パケットを選択するモードとウィンドウ サ
イズを指定します。ウィンドウ サイズの範
囲は 2 ～ 1024 です。
CLI ヘルプには記載されています
が、mode deterministic キーワード
はサポートされません。
グローバル コンフィギュレーション モード
に戻ります。

Device(config-sampler)#mode random （注）
1 out-of 2

ステップ 5

end
例：
Device(config-sampler)# end

ステップ 6

interface interface-id
例：

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

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

ステップ 7

wlan ssid

WLAN のフロー サンプラーを適用するよう
に設定します。

例：
Device(config)# wlan test 1 test

ステップ 8

{ip | ipv6 | datalink] flow monitor
monitor-name sampler sampler-name
{input | output}

トラフィックを分析するためにインターフェ
イスに割り当てることで、作成済みの IPv4
または IPv6 フロー モニタをアクティブにし
ます。
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コマンドまたはアクション

目的

例：
Device(config-if)# ip flow monitor
FLOW-MONITOR-1 sampler SAMPLE-1
input

ステップ 9

end
例：

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

Device(config)# end

Device(config)# sampler SAMPLER-1
Device(config-sampler)# description Sample at 50
Device(config-sampler)# mode random 1 out-of 2
Device(config-sampler)# exit
Device(config)# interface tengigabitethernet 1/0/1
Device(config)# wlan test 1 test
Device(config-if)# ip flow monitor FLOW-MONITOR-1 sampler SAMPLE-1 input

次の作業
NetFlow v9 for IPv6 の設定方法
関連トピック
カスタマイズしたフロー レコードの設定, （556 ページ）
フロー エクスポータの設定, （559 ページ）
カスタマイズしたフロー モニタの設定, （564 ページ）
インターフェイスへのフロー モニタの適用, （566 ページ）
IPv6 Netflow, （555 ページ）

IPv6 NetFlow の確認
この項では、IPv6 の Netflow 関連の show コマンドについて説明します。次のコマンドが、スイッ
チ上の Netflow の確認に使用できます。
コマンド

目的

show flow record

フロー レコードのステータスを表示します。

show flow ssid <ssid_name>

SSID インターフェイスの情報を表示します。

show flow monitor {monitor name}
{cache|provisioning|statistics}

フロー モニタ情報を表示します。

show flow exporter exporter-name

フロー エクスポータのステータスを表示しま
す。
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コマンド

目的

show flow monitor monitor -name

フロー モニタの現在のステータスを表示しま
す。

show flow interface interface-id

Flexible NetFlow がインターフェイスに設定され
ていることを確認します。

show flow monitor monitor -name cache format フロー モニタ キャッシュ内のデータを表示し
[csv | record | table}
ます。
show sampler sampler -name

フロー サンプラーの現在のステータスを表示し
ます。

IPv6 NetFlow のモニタリング
このセクションでは、IPv6 の Netflow コマンドについて説明します。次のコマンドを使用して、
スイッチ上の NetFlow をモニタリングできます。
コマンド

目的

show running-config flow record

設定済みフロー レコードを表示します。

show running-config flow exporter exporter-name 設定済みフロー エクスポータを確認します。
show running-config flow monitor monitor -name フロー モニタ設定を確認します。

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

IPv6 コマンド リファレンス

IPv6 Command Reference (Catalyst 3850 Switches)

Flexible NetFlow コマンド リファレンス

Cisco Flexible NetFlow Command Reference
(Catalyst 3850 Switches)

Flexible NetFlow 設定

Cisco Flexible NetFlow Configuration Guide
(Catalyst 3850 Switches)
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エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

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

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

シスコのテクニカル サポート
Link

説明

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

IPv6 NetFlow の機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能をリストし、個別の設定情報へのリンクを示します。
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機能

リリース

変更内容

IPv6 NetFlow 機能

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導
入されまし
た。
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• スパニングツリー プロトコルの設定, 575 ページ
• 複数のスパニング ツリー プロトコルの設定, 607 ページ
• オプションのスパニングツリー機能の設定, 649 ページ
• EtherChannel の設定, 677 ページ
• Flex Link および MAC アドレス テーブル移動更新機能の設定, 717 ページ
• 単方向リンク検出の設定, 739 ページ
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スパニングツリー プロトコルの設定
• 機能情報の確認, 575 ページ
• STP の制約事項, 575 ページ
• スパニング ツリー プロトコルに関する情報, 576 ページ
• スパニングツリー機能の設定方法, 591 ページ
• スパニングツリー ステータスのモニタリング, 604 ページ
• スパニング ツリー プロトコルに関する追加情報, 604 ページ
• STP の機能情報, 605 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

STP の制約事項
• ルート スイッチとしてスイッチを設定しようとする場合、ルート スイッチにするために必
要な値が 1 未満だと、失敗します。
• ネットワークが、拡張システム ID をサポートするスイッチとサポートしないものの両方で
構成されている場合、拡張システム ID をサポートするスイッチがルート スイッチになる可
能性は低くなります。古いソフトウェアを実行している接続スイッチのプライオリティより
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VLAN 番号が大きい場合は常に、拡張システム ID によってスイッチ プライオリティ値が増
加します。
• 各スパニングツリー インスタンスのルート スイッチは、バックボーンまたはディストリ
ビューション スイッチでなければなりません。アクセス スイッチをスパニングツリー プラ
イマリ ルートとして設定しないでください。
• Catalyst 3850 および Catalyst 3650 スイッチの組み合わせを含むスイッチ スタックを含めるこ
とはできません。
関連トピック
ルート スイッチの設定（CLI）, （593 ページ）
ブリッジ ID、デバイス プライオリティ、および拡張システム ID, （579 ページ）
スパニングツリー トポロジと BPDU, （577 ページ）
接続を維持するためのエージング タイムの短縮, （586 ページ）

スパニング ツリー プロトコルに関する情報
スパニングツリー プロトコル
スパニングツリー プロトコル（STP）は、ネットワーク内のループを回避しながらパスを冗長化
するためのレイヤ 2 リンク管理プロトコルです。レイヤ 2 イーサネット ネットワークが正常に動
作するには、任意の 2 つのステーション間で存在できるアクティブ パスは 1 つだけです。エンド
ステーション間に複数のアクティブ パスがあると、ネットワークにループが生じます。このルー
プがネットワークに発生すると、エンド ステーションにメッセージが重複して到着する可能性が
あります。スイッチは、複数のレイヤ 2 インターフェイスのエンド ステーション MAC アドレス
を学習する可能性もあります。このような状況によって、ネットワークが不安定になります。ス
パニングツリーの動作は透過的であり、エンド ステーション側で、単一 LAN セグメントに接続
されているのか、複数セグメントからなるスイッチド LAN に接続されているのかを検出すること
はできません。
STP は、スパニングツリー アルゴリズムを使用し、スパニングツリーのルートとして冗長接続
ネットワーク内のスイッチを 1 つ選択します。アルゴリズムは、次に基づき、各ポートにロール
を割り当て、スイッチド レイヤ 2 ネットワークを介して最良のループフリー パスを算出します。
アクティブ トポロジでのポートの役割：
• ルート：スパニングツリー トポロジに対して選定される転送ポート
• 指定：各スイッチド LAN セグメントに対して選定される転送ポート
• 代替：スパニングツリーのルート ブリッジへの代替パスとなるブロック ポート
• バックアップ：ループバック コンフィギュレーションのブロック ポート
すべてのポートに役割が指定されているスイッチ、またはバックアップの役割が指定されている
スイッチはルート スイッチです。 少なくとも 1 つのポートに役割が指定されているスイッチは、
指定スイッチを意味します。
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冗長データ パスはスパニングツリーによって、強制的にスタンバイ（ブロックされた）ステート
にされます。スパニングツリーのネットワーク セグメントでエラーが発生したときに冗長パスが
存在する場合は、スパニングツリーアルゴリズムがスパニングツリートポロジを再計算し、スタ
ンバイ パスをアクティブにします。スイッチは、スパニングツリー フレーム （ブリッジ プロト
コル データ ユニット（BPDU）と呼ばれる）を定期間隔で送受信します。スイッチはこのフレー
ムを転送しませんが、このフレームを使用してループフリー パスを構築します。 BPDU には、ス
イッチおよび MAC アドレス、スイッチの優先順位、ポートの優先順位、およびパス コストを含
む、送信側スイッチとそのポートに関する情報が含まれます。スパニングツリーはこの情報を使
用して、スイッチド ネットワーク用のルート スイッチおよびルート ポートを選定し、さらに、
各スイッチド セグメントのルート ポートおよび指定ポートを選定します。
スイッチの 2 つのポートがループの一部である場合、 spanning-tree および、パス コスト設定は、
どのポートがフォワーディングステートになるか、およびどのポートがブロッキングステートに
なるかを制御します。スパニングツリー ポート プライオリティ値は、ネットワーク トポロジに
おけるポートの位置とともに、トラフィック転送におけるポートの位置がどれだけ適切であるか
を表します。The コスト値は、メディア速度を表します。

（注）

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

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

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
578

OL-30686-01-J

スパニング ツリー プロトコルに関する情報

• LAN セグメントごとに指定スイッチが選択されます。指定スイッチは、その LAN からルー
ト スイッチにパケットを転送するときの最小パス コストを提供します。DP は、指定スイッ
チが LAN に接続されているポートです。
1 つのスタック メンバーがスタック ルート スイッチとして選択されます。スタック ルート スイッ
チには出力ルート ポート（スイッチ 1）が含まれます。
図 20：スイッチ スタックのスパニング ツリー ポート ステート

スイッチドネットワーク上のいずれの地点からもルートスイッチに到達する場合に必要のないパ
スはすべて、スパニングツリー ブロッキング モードになります。
関連トピック
ルート スイッチの設定（CLI）, （593 ページ）
STP の制約事項, （575 ページ）

ブリッジ ID、デバイス プライオリティ、および拡張システム ID
IEEE 802.1D 標準では、それぞれのスイッチに固有のルートスイッチの選択を制御するブリッジ識
別子（ブリッジ ID）が必要です。各 VLAN は PVST+ と Rapid PVST+ によって異なる論理ブリッ
ジと見なされるので、同一のスイッチは設定された各 VLAN とは異なるブリッジ ID を保有して
いる必要があります。スイッチ上の各 VLAN には一意の 8 バイト ブリッジ ID が設定されます。
上位の 2 バイトはスイッチ プライオリティに使用され、残りの 6 バイトがスイッチの MAC アド
レスから取得されます。
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スイッチでは IEEE 802.1t スパニングツリー拡張機能がサポートされ、従来はスイッチ プライオリ
ティに使用されていたビットの一部が VLAN ID として使用されるようになりました。その結果、
スイッチに割り当てられる MAC アドレスが少なくなり、より広い範囲の VLAN ID をサポートで
きるようになり、しかもブリッジ ID の一意性を損なうこともありません。
従来はスイッチ プライオリティに使用されていた 2 バイトが、4 ビットのプライオリティ値と 12
ビットの拡張システム ID 値（VLAN ID と同じ）に割り当てられています。
表 52：デバイス プライオリティ値および拡張システム ID

プライオリティ値
ビッ
ト 16

ビッ
ト 15

拡張システム ID（VLAN ID と同設定）

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

32768 16384 8192 4096 2048 1024 512

256 128 64

32

16

8

4

2

1

スパニングツリーは、ブリッジ ID を VLAN ごとに一意にするために、拡張システム ID、スイッ
チ プライオリティ、および割り当てられたスパニングツリー MAC アドレスを使用します。スイッ
チ スタックは他のネットワークからは単一のスイッチとして認識されるため、スタック内のすべ
てのスイッチは、指定のスパニングツリーに対して同一のブリッジ ID を使用します。スタック
マスターに障害が発生した場合、スタック メンバは新しいスタック マスターの新しい MAC アド
レスに基づいて、実行中のすべてのスパニングツリーのブリッジ ID を再計算します。
拡張システム ID のサポートにより、ルート スイッチ、セカンダリ ルート スイッチ、および VLAN
のスイッチ プライオリティの手動での設定方法に影響が生じます。たとえば、スイッチのプライ
オリティ値を変更すると、スイッチがルート スイッチとして選定される可能性も変更されること
になります。大きい値を設定すると可能性が低下し、値が小さいと可能性が増大します。
指定された VLAN のルート スイッチに 24576 に満たないスイッチ プライオリティが設定されて
いる場合は、スイッチはその VLAN について、自身のプライオリティを最小のスイッチ プライオ
リティより 4096 だけ小さい値に設定します4096 は、表に示すように 4 ビット スイッチ スイッチ
プライオリティ値の最下位ビットの値です。
関連トピック
ルート スイッチの設定（CLI）, （593 ページ）
STP の制約事項, （575 ページ）
ルート スイッチの設定（CLI）, （630 ページ）
ルート スイッチ, （611 ページ）
MST リージョン設定の指定と MSTP のイネーブル化（CLI）, （628 ページ）

ポート プライオリティとパス コスト
ループが発生した場合、スパニングツリーはポート プライオリティを使用して、フォワーディン
グ ステートにするインターフェイスを選択します。最初に選択されるインターフェイスには高い
プライオリティ値（小さい数値）を割り当て、最後に選択されるインターフェイスには低いプラ
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イオリティ値（高い数値）を割り当てることができます。すべてのインターフェイスに同じプラ
イオリティ値が与えられている場合、スパニングツリーはインターフェイス番号が最小のインター
フェイスをフォワーディング ステートにし、他のインターフェイスをブロックします。
スパニングツリー パス コストのデフォルト値は、インターフェイスのメディア速度に基づきま
す。ループが発生した場合、スパニングツリーはコストを使用して、フォワーディング ステート
にするインターフェイスを選択します。最初に選択されるインターフェイスには低いコスト値を
割り当て、最後に選択されるインターフェイスには高いコスト値を割り当てることができます。
すべてのインターフェイスに同じコスト値が与えられている場合、スパニングツリーはインター
フェイス番号が最小のインターフェイスをフォワーディング ステートにし、他のインターフェイ
スをブロックします。
スイッチがスイッチ スタックのメンバーの場合は、最初に選択させたいインターフェイスには小
さいコスト値を与え、最後に選択させたいインターフェイスには（ポート プライオリティを調整
せずに）大きいコスト値を与えます。詳細については、関連項目を参照してください。
関連トピック
ポート プライオリティの設定（CLI）, （596 ページ）
パス コストの設定（CLI）, （597 ページ）

スパニングツリー インターフェイス ステート
プロトコル情報がスイッチド LAN を通過するとき、伝播遅延が生じることがあります。その結
果、スイッチド ネットワークのさまざまな時点および場所でトポロジーの変化が発生します。イ
ンターフェイスがスパニングツリートポロジに含まれていない状態からフォワーディングステー
トに直接移行すると、一時的にデータ ループが形成されることがあります。インターフェイスは
新しいトポロジ情報がスイッチド LAN 上で伝播されるまで待機し、フレーム転送を開始する必要
があります。インターフェイスはさらに、古いトポロジで使用されていた転送フレームのフレー
ム存続時間を満了させることも必要です。
スパニングツリーを使用しているスイッチの各レイヤ 2 インターフェイスは、次のいずれかのス
テートになります。
• ブロッキング：インターフェイスはフレーム転送に関与しません。
• リスニング：インターフェイスをフレーム転送に関与させることをスパニングツリーが決定
した場合、ブロッキング ステートから最初に移行するステートです。
• ラーニング：インターフェイスはフレーム転送に関与する準備をしている状態です。
• フォワーディング：インターフェイスはフレームを転送します。
• ディセーブル：インターフェイスはスパニングツリーに含まれません。シャットダウン ポー
トであるか、ポート上にリンクがないか、またはポート上でスパニングツリー インスタンス
が稼働していないためです。
インターフェイスは次のように、ステートを移行します。
• 初期化からブロッキング
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• ブロッキングからリスニングまたはディセーブル
• リスニングからラーニングまたはディセーブル
• ラーニングからフォワーディングまたはディセーブル
• フォワーディングからディセーブル
インターフェイスはこれらのステート間を移動します。
図 21：スパニングツリー インターフェイス ステート

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

スイッチ またはポートがルート スイッチまたはルート ポートになる仕組み
ネットワーク上のすべてのスイッチがデフォルトのスパニングツリー設定でイネーブルになって
いる場合、最小の MAC アドレスを持つスイッチがルート スイッチになります。
スイッチ A はルート スイッチとして選択されます。すべてのスイッチのスイッチのプライオリ
ティがデフォルト（32768）に設定されており、スイッチ A の MAC アドレスが最も小さいためで
す。ただし、トラフィックパターン、転送インターフェイスの数、またはリンクタイプによって
は、スイッチ A が最適なルート スイッチとは限りません。ルート スイッチになるように、最適
なスイッチのプライオリティを引き上げる（数値を引き下げる）と、スパニングツリーの再計算
が強制的に行われ、最適なスイッチをルートとした新しいトポロジが形成されます。
図 22：スパニングツリー トポロジ

スパニングツリー トポロジがデフォルトのパラメータに基づいて算出された場合、スイッチド
ネットワークの送信元エンドステーションから宛先エンドステーションまでのパスが最適になら
ない場合があります。たとえば、ルート ポートよりプライオリティの高いインターフェイスに高
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速リンクを接続すると、ルート ポートが変更される可能性があります。最高速のリンクをルート
ポートにすることが重要です。
たとえば、スイッチ B のあるポートがギガビット イーサネット リンクで、スイッチ上の別のポー
ト（10/100 リンク）がルート ポートであると仮定します。ネットワーク トラフィックはギガビッ
ト イーサネット リンクに流す方が効率的です。ギガビット イーサネット ポートのスパニングツ
リー ポート プライオリティをルート ポートより高くする（数値を小さくする）と、ギガビット
イーサネット ポートが新しいルート ポートになります。
関連トピック
ポート プライオリティの設定（CLI）, （596 ページ）

スパニングツリーおよび冗長接続
2 つのスイッチ インターフェイスを別の 1 台のデバイス、または 2 台の異なるデバイスに接続す
ることにより、スパニングツリーを使用して冗長バックボーンを作成できます。スパニングツリー
は一方のインターフェイスを自動的にディセーブルにし、他方でエラーが発生した場合にはその
ディセーブルにしていた方をイネーブルにします。一方のリンクが高速で、他方が低速の場合、
必ず、低速の方のリンクがディセーブルになります。速度が同じ場合、ポート プライオリティと
ポート ID が加算され、最大値を持つリンクがスパニングツリーによってディセーブルにされま
す。
図 23：スパニングツリーおよび冗長接続

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

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

接続を維持するためのエージング タイムの短縮
ダイナミック アドレスのエージング タイムはデフォルトで 5 分です。これは、mac address-table
aging-time グローバル コンフィギュレーション コマンドのデフォルトの設定です。ただし、スパ
ニングツリーの再構成により、多数のステーションの位置が変更されることがあります。このよ
うなステーションは、再構成中、5 分以上にわたって到達できないことがあるので、アドレス テー
ブルからステーション アドレスを削除し、改めて学習できるように、アドレス エージング タイ
ムが短縮されます。スパニングツリー再構成時に短縮されるエージング タイムは、転送遅延パラ
メータ値（spanning-tree vlan vlan-id forward-time seconds グローバル コンフィギュレーション コ
マンド）と同じです。
各 VLAN はそれぞれ独立したスパニングツリー インスタンスであるため、スイッチは VLAN 単
位でエージング タイムを短縮します。ある VLAN でスパニングツリーの再構成が行われると、そ
の VLAN で学習されたダイナミック アドレスがエージング タイム短縮の対象になります。他の
VLAN のダイナミック アドレスは影響を受けず、スイッチで設定されたエージング間隔がそのま
ま保持されます。
関連トピック
ルート スイッチの設定（CLI）, （593 ページ）
STP の制約事項, （575 ページ）

スパニングツリー モードおよびプロトコル
このスイッチでサポートされるモードおよびプロトコルは、次のとおりです。
• PVST+：このスパニングツリー モードは、IEEE 802.1D 標準およびシスコ独自の拡張機能に
準拠します。PVST+ はスイッチ上の各 VLAN でサポートされる最大数まで動作し、各 VLAN
にネットワーク上でのループフリー パスを提供します。
PVST+ は、対象となる VLAN にレイヤ 2 ロード バランシングを提供します。ネットワーク
上の VLAN を使用してさまざまな論理トポロジを作成し、特定のリンクに偏らないようにす
べてのリンクを使用できるようにします。VLAN 上の PVST+ インスタンスごとに、それぞ
れ 1 つのルート スイッチがあります。このルート スイッチは、その VLAN に対応するスパ
ニングツリー情報を、ネットワーク上の他のすべてのスイッチに伝送します。このプロセス
により、各スイッチがネットワークに関する共通の情報を持つため、ネットワーク トポロジ
が確実に維持されます。
• Rapid PVST+：このスパニングツリー モードは、IEEE 802.1w 標準に準拠した高速コンバー
ジェンスを使用する以外は PVST+ と同じです。15.2(4)E リリース以降、STP のデフォルト
モードは Rapid PVST+ です。高速コンバージェンスを行うため、Rapid PVST+ はトポロジ変
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更を受信すると、ポート単位でダイナミックに学習した MAC アドレス エントリをただちに
削除します。このような場合、PVST+ では、ダイナミックに学習した MAC アドレス エント
リには短いエージング タイムが使用されます。
Rapid PVST+ は PVST+ と同じ設定を使用しているので（特に明記する場合を除く）、スイッ
チで必要なことは最小限の追加設定のみです。Rapid PVST+ の利点は、大規模な PVST+ のイ
ンストール ベースを Rapid PVST+ に移行する際に、複雑なマルチ スパニングツリー プロト
コル（MSTP）設定の学習やネットワーク再設定の必要がないことです。Rapid PVST+ モー
ドでは、各 VLAN は独自のスパニングツリー インスタンスを最大数実行します。
• MSTP：このスパニングツリー モードは IEEE 802.1s 標準に準拠しています。複数の VLAN
を同一のスパニングツリー インスタンスにマッピングし、多数の VLAN をサポートする場
合に必要となるスパニングツリー インスタンスの数を減らすことができます。MSTP は Rapid
Spanning-Tree Protocol（RSTP）（IEEE 802.1w 準拠）上で実行され、転送遅延を解消し、ルー
ト ポートおよび指定ポートをフォワーディング ステートにすばやく移行することにより、
スパニングツリーの高速コンバージェンスを可能にします。スイッチ スタックでは、クロス
スタック高速移行（CSRT）機能が RSTP と同じ機能を実行します。RSTP または CSRT を使
用しなければ、MSTP は稼働できません。
関連トピック
スパニングツリー モードの変更（CLI）, （591 ページ）

サポートされるスパニングツリー インスタンス
PVST+ または Rapid PVST+ モードでは、スイッチまたはスイッチ スタックは最大 128 のスパニン
グツリー インスタンスをサポートします。
MSTP モードでは、スイッチまたはスイッチ スタックは最大 65 の MST インスタンスをサポート
します。特定の MST インスタンスにマッピング可能な VLAN 数に制限はありません。
関連トピック
スパニング ツリーのディセーブル化（CLI）, （592 ページ）
スパニングツリー機能のデフォルト設定, （590 ページ）
MSTP のデフォルト設定, （627 ページ）

スパニングツリーの相互運用性と下位互換性
MSTP および PVST+ が混在したネットワークでは、Common Spanning-Tree（CST）のルートは
MST バックボーンの内側に配置する必要があり、PVST+ スイッチを複数の MST リージョンに接
続することはできません。
ネットワーク内に Rapid PVST+ を実行しているスイッチと PVST+ を実行しているスイッチが存在
する場合、Rapid PVST+ スイッチと PVST+ スイッチを別のスパニングツリー インスタンスに設定
することを推奨します。Rapid PVST+ スパニングツリー インスタンスでは、ルート スイッチは
Rapid PVST+ スイッチでなければなりません。PVST+ インスタンスでは、ルート スイッチは PVST+
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スイッチでなければなりません。PVST+ スイッチはネットワークのエッジに配置する必要があり
ます。
すべてのスタックメンバーが、同じバージョンのスパニングツリーを実行します（すべてPVST+、
すべて Rapid PVST+、またはすべて MSTP）。
表 53：PVST+、MSTP、Rapid PVST+ の相互運用性と互換性

PVST+

MSTP

Rapid PVST+

PVST+

Yes

あり（制限あり）

あり（PVST+ に戻る）

MSTP

あり（制限あり）

Yes

あり（PVST+ に戻る）

Rapid PVST+

あり（PVST+ に戻る） あり（PVST+ に戻る）

Yes

関連トピック
MST リージョン設定の指定と MSTP のイネーブル化（CLI）, （628 ページ）
MSTP 設定時の注意事項, （610 ページ）
MST リージョン, （612 ページ）

STP および IEEE 802.1Q トランク
VLAN トランクに関する IEEE 802.1Q 規格は、ネットワークのスパニングツリー ストラテジに一
定の制限を設けています。この規格では、トランク上で使用できるすべての VLAN に対して、1
つのスパニングツリー インスタンスしか認められません。ただし、IEEE 802.1Q トランクを介し
て接続される Cisco スイッチのネットワークにおいて、スイッチはトランク上で許容される VLAN
ごとに 1 つのスパニングツリー インスタンスを維持します。
IEEE 802.1Q トランクを介して Cisco スイッチを他社製のデバイスに接続する場合、Cisco スイッ
チは PVST+ を使用してスパニングツリーの相互運用性を実現します。Rapid PVST+ がイネーブル
の場合、スイッチは PVST+ ではなく Rapid PVST+ を使用します。スイッチは、トランクの IEEE
802.1Q VLAN のスパニングツリー インスタンスと他社の IEEE 802.1Q スイッチのスパニングツ
リー インスタンスを結合します。
ただし、PVST+ または Rapid PVST+ の情報はすべて、他社製の IEEE 802.1Q スイッチからなるク
ラウドにより分離された Cisco スイッチによって維持されます。Cisco スイッチを分離する他社製
の IEEE 802.1Q クラウドは、スイッチ間の単一トランク リンクとして扱われます。
PVST+ は IEEE 802.1Q トランクで自動的に有効になるので、ユーザ側で設定する必要はありませ
ん。アクセス ポートおよび ISL（スイッチ間リンク）トランク ポートでの外部スパニングツリー
の動作は、PVST+ の影響を受けません。
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VLAN ブリッジ スパニングツリー
シスコ VLAN ブリッジ スパニングツリーは、フォールバック ブリッジング機能（ブリッジ グルー
プ）で使用し、DECnet などの IP 以外のプロトコルを 2 つ以上の VLAN ブリッジ ドメインまたは
ルーテッド ポート間で伝送します。VLAN ブリッジ スパニングツリーにより、ブリッジ グルー
プは個々の VLAN スパニングツリーの上部にスパニングツリーを形成できるので、VLAN 間で複
数の接続がある場合に、ループが形成されないようにします。また、ブリッジングされている
VLAN からの個々のスパニングツリーが単一のスパニングツリーに縮小しないようにする働きも
します。
VLAN ブリッジ スパニングツリーをサポートするには、一部のスパニングツリー タイマーを増や
します。フォールバック ブリッジング機能を使用するには、スイッチで IP サービス フィーチャ
セットをイネーブルにする必要があります。

スパニング ツリーとスイッチ スタック
スイッチ スタックが PVST+ または Rapid PVST+ モードで動作している場合：
• スイッチ スタックは、ネットワークのその他の部分に対しては単一のスパニングツリー ノー
ドに見え、すべてのスタック メンバーが与えられたスパニングツリーに同一のブリッジ ID
を使用します。ブリッジ ID は、アクティブ スイッチの MAC アドレスから取得されます。
• 新しいスイッチがスタックに加わると、そのスイッチは、アクティブ スイッチのブリッジ
ID を自分のブリッジ ID として設定します。新しく追加されたスイッチの ID が最も小さく、
ルート パス コストがすべてのスタック メンバー間で同じ場合は、新しく追加されたスイッ
チがスタック ルートになります。
• スタック メンバがスタックから除外されると、スタック内でスパニングツリーの再コンバー
ジェンスが発生します（スタック外で発生する場合もあります）。残っているスタック メン
バのうち最も低いスタック ポート ID を持つスタック メンバが、スタック ルートになりま
す。
• スイッチ スタック外にあるネイバー スイッチに障害が発生したか、またはその電源が停止
した場合、通常のスパニングツリー処理が発生します。スパニングツリーの再コンバージェ
ンスは、アクティブなトポロジ内のスイッチが失われたことにより発生する場合もありま
す。
• スイッチ スタック外にある新しい スイッチがネットワークに追加された場合、通常のスパ
ニングツリー処理が発生します。スパニングツリーの再コンバージェンスは、ネットワーク
にスイッチが追加されたことにより発生する場合もあります。
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スパニングツリー機能のデフォルト設定
表 54：スパニングツリー機能のデフォルト設定

機能

デフォルト設定

イネーブル ステート

VLAN 1 上でイネーブル

スパニングツリー モード

Rapid PVST+（PVST+ と MSTP は
ディセーブル）

スイッチ priority

32768

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

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

（注）

Cisco IOS Release 15.2(4)E 以降では、デフォルトの STP モードは Rapid PVST+ です。
関連トピック
スパニング ツリーのディセーブル化（CLI）, （592 ページ）
サポートされるスパニングツリー インスタンス, （587 ページ）

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
590

OL-30686-01-J

スパニングツリー機能の設定方法

スパニングツリー機能の設定方法
スパニングツリー モードの変更（CLI）
スイッチは次の 3 つのスパニングツリー モードをサポートします。Per-VLAN Spanning-Tree Plus
（PVST+）、Rapid PVST+、またはマルチ スパニングツリー プロトコル（MSTP）。デフォルト
では、スイッチは Rapid PVST+ プロトコルを実行します。
デフォルト モード以外のモードをイネーブルにする場合、この手順は必須です。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

spanning-tree mode {pvst |
mst | rapid-pvst}
例：
Device(config)#
spanning-tree mode pvst

スパニングツリー モードを設定します。
すべてのスタック メンバーは、同じバージョンのスパ
ニング ツリーを実行します。
• PVST+ をイネーブルにするには、pvst を選択しま
す。
• MSTP をイネーブルにするには、mst を選択しま
す。
• rapid-pvst を選択して、Rapid PVST+ をイネーブ
ルにします。

ステップ 4

interface interface-id
例：
Device(config)# interface
GigabitEthernet1/0/1

設定するインターフェイスを指定し、インターフェイ
ス コンフィギュレーション モードを開始します。有効
なインターフェイスとしては、物理ポート、VLAN、
ポート チャネルなどがあります。VLAN ID の範囲は
1 ～ 4094 です。指定できるポートチャネルの範囲は 1
～ 48 です。
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コマンドまたはアクション 目的
ステップ 5

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

ステップ 6

end

このポートのリンク タイプがポイントツーポイントで
あることを指定します。
このポート（ローカル ポート）をポイントツーポイン
ト リンクでリモート ポートと接続し、ローカル ポー
トが指定ポートになると、スイッチはリモート ポート
とネゴシエーションし、ローカル ポートをフォワー
ディング ステートにすばやく変更します。
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

ステップ 7

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

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

関連トピック
スパニングツリー モードおよびプロトコル, （586 ページ）

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

注意

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権EXECモードをイネーブルにします。
パスワードを入力します（要求された場
合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

no spanning-tree vlan vlan-id

vlan-id に指定できる範囲は 1 ～ 4094 で
す。

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

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

関連トピック
サポートされるスパニングツリー インスタンス, （587 ページ）
スパニングツリー機能のデフォルト設定, （590 ページ）

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

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

spanning-tree vlan vlan-idroot 指定された VLAN のルートになるように、スイッ
primary [diameter net-diameter チを設定します。
例：
Device(config)# spanning-tree
vlan 20-24 root primary
diameter 4

• vlan-id には、VLAN ID 番号で識別された単一
の VLAN、ハイフンで区切られた範囲の
VLAN、またはカンマで区切られた一連の
VLAN を指定できます。指定できる範囲は 1
～ 4094 です。
• （オプション）diameter net-diameter には、任
意の 2 つのエンド ステーション間の最大ス
イッチ数を指定します。範囲は 2 ～ 7 です。

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

次の作業
スイッチをルート スイッチに設定した後に、hello タイム、転送遅延時間、最大エージング タイ
ムを、spanning-tree vlan vlan-idhello-time、spanning-tree vlan vlan-idforward-time、および
spanning-tree vlan vlan-idmax-age グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して手動で
設定することは推奨しません。
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関連トピック
ブリッジ ID、デバイス プライオリティ、および拡張システム ID, （579 ページ）
スパニングツリー トポロジと BPDU, （577 ページ）
接続を維持するためのエージング タイムの短縮, （586 ページ）
STP の制約事項, （575 ページ）

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

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

spanning-tree vlan vlan-idroot 指定された VLAN のセカンダリ ルートになるよう
secondary [diameter
に、スイッチを設定します。
net-diameter
• vlan-id には、VLAN ID 番号で識別された単一の
VLAN、ハイフンで区切られた範囲の VLAN、
例：
またはカンマで区切られた一連の VLAN を指定
Device(config)#
できます。指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。
spanning-tree vlan 20-24
root secondary diameter 4

• （オプション）diameter net-diameter には、任意
の 2 つのエンド ステーション間の最大スイッチ
数を指定します。指定できる範囲は 2 ～ 7 です。
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コマンドまたはアクション

目的
プライマリ ルート スイッチを設定したときと同じ
ネットワーク直径を使用してください。

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ポート プライオリティの設定（CLI）
（注）

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

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

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

設定するインターフェイスを指定し、インターフェイ
ス コンフィギュレーション モードを開始します。
有効なインターフェイスは、物理ポートおよびポート
チャネル論理インターフェイス（port-channel
port-channel-number）です。
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コマンドまたはアクション 目的
ステップ 4

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

ステップ 5

priority に指定できる範囲は 0 ～ 240 で、16 ずつ増加し
ます。デフォルトは 128 です。有効な値は 0、16、32、
48、64、80、96、112、128、144、160、176、192、208、
224、240 です。その他の値はすべて拒否されます。値
が小さいほど、プライオリティが高くなります。

spanning-treevlan
VLAN のポート プライオリティを設定します。
vlan-idport-priority priority
• vlan-id には、VLAN ID 番号で識別された単一の
VLAN、ハイフンで区切られた範囲の VLAN、ま
例：
たはカンマで区切られた一連の VLAN を指定でき
Device(config-if)#
ます。指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。
spanning-tree vlan 20-25
port-priority 0

• priority に指定できる範囲は 0 ～ 240 で、16 ずつ増
加します。デフォルトは 128 です。有効な値は 0、
16、32、48、64、80、96、112、128、144、160、
176、192、208、224、240 です。その他の値はす
べて拒否されます。値が小さいほど、プライオリ
ティが高くなります。

ステップ 6

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

関連トピック
ポート プライオリティとパス コスト, （580 ページ）
スイッチ またはポートがルート スイッチまたはルート ポートになる仕組み, （584 ページ）

パス コストの設定（CLI）
この手順は任意です。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクショ
ン

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure
terminal

ステップ 3

interface interface-id

Device(config)# interface
gigabitethernet1/0/1

設定するインターフェイスを指定し、インターフェイス
コンフィギュレーション モードを開始します。有効な
インターフェイスは、物理ポートおよびポート チャネ
ル論理インターフェイス（port-channel
port-channel-number）です。

spanning-tree cost cost

インターフェイスのコストを設定します。

例：

ステップ 4

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

ループが発生した場合、スパニングツリーはパス コス
トを使用して、フォワーディング ステートにするイン
ターフェイスを選択します。低いパス コストは高速送
信を表します。
cost の範囲は 1 ～ 200000000 です。デフォルト値はイン
ターフェイスのメディア速度から派生します。

ステップ 5

spanning-tree vlan
vlan-idcost cost
例：
Device(config-if)#
spanning-tree vlan
10,12-15,20 cost 300

VLAN のコストを設定します。
ループが発生した場合、スパニングツリーはパス コス
トを使用して、フォワーディング ステートにするイン
ターフェイスを選択します。低いパス コストは高速送
信を表します。
• vlan-id には、VLAN ID 番号で識別された単一の
VLAN、ハイフンで区切られた範囲の VLAN、また
はカンマで区切られた一連の VLAN を指定できま
す。指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。
• cost の範囲は 1 ～ 200000000 です。デフォルト値は
インターフェイスのメディア速度から派生します。
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ステップ 6

コマンドまたはアクショ
ン

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

show spanning-treeinterface interface-id 特権 EXEC コマンドによって表示されるのは、リンク アッ
プ動作可能状態のポートの情報だけです。そうでない場合は、show running-config 特権 EXEC コ
マンドを使用して設定を確認してください。
関連トピック
ポート プライオリティとパス コスト, （580 ページ）

VLAN のデバイス プライオリティの設定（CLI）
スイッチプライオリティを設定して、スタンドアロンスイッチまたはスタックにあるスイッチが
ルート スイッチとして選択される可能性を高めることができます。

（注）

このコマンドの使用には注意してください。多くの場合、spanning-tree vlan vlan-idroot primary
および spanning-tree vlan vlan-idroot secondary グローバル コンフィギュレーション コマンド
を使用して、スイッチのプライオリティを変更することを推奨します。
この手順は任意です。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

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

spanning-tree vlan
vlan-idpriority priority
例：
Device(config)#
spanning-tree vlan 20
priority 8192

VLAN のスイッチ プライオリティの設定
• vlan-id には、VLAN ID 番号で識別された単一の
VLAN、ハイフンで区切られた範囲の VLAN、ま
たはカンマで区切られた一連の VLAN を指定でき
ます。指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。
• priority の範囲は 0 ～ 61440 で、4096 ずつ増加しま
す。デフォルトは32768です。この値が低いほど、
スイッチがルート スイッチとして選択される可能
性が高くなります。
有効なプライオリティ値は 4096、8192、12288、
16384、20480、24576、28672、32768、36864、
40960、45056、49152、53248、57344、61440 で
す。その他の値はすべて拒否されます。

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

hello タイムの設定（CLI）
helloタイムはルート スイッチによって設定メッセージが生成されて送信される時間の間隔です。
この手順は任意です。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

spanning-tree vlan
vlan-idhello-time seconds
例：

VLAN の hello タイムを設定します。hello タイムはルー
ト スイッチによって設定メッセージが生成されて送信
される時間の間隔です。このメッセージは、スイッチ
が活動中であることを表します。

Device(config)#
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コマンドまたはアクション 目的
• vlan-id には、VLAN ID 番号で識別された単一の

spanning-tree vlan 20-24
hello-time 3

VLAN、ハイフンで区切られた範囲の VLAN、ま
たはカンマで区切られた一連の VLAN を指定でき
ます。指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。
• seconds に指定できる範囲は 1 ～ 10 です。デフォ
ルトは 2 です。

ステップ 3

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

VLAN の転送遅延時間の設定（CLI）
この手順は任意です。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

spanning-tree vlan
vlan-idforward-time seconds
例：
Device(config)#
spanning-tree vlan 20,25
forward-time 18

VLAN の転送時間を設定します。転送遅延時間は、
スパニングツリー ラーニング ステートおよびリスニ
ング ステートからフォワーディング ステートに移行
するまでに、インターフェイスが待機する秒数です。
• vlan-id には、VLAN ID 番号で識別された単一の
VLAN、ハイフンで区切られた範囲の VLAN、
またはカンマで区切られた一連の VLAN を指定
できます。指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。
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コマンドまたはアクション 目的
• seconds に指定できる範囲は 4 ～ 30 です。デフォ
ルトは 15 です。
ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

VLAN の最大エージング タイムの設定（CLI）
この手順は任意です。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

spanning-tree vlan
vlan-idmax-age seconds
例：
Device(config)#
spanning-tree vlan 20
max-age 30

VLAN の最大エージング タイムを設定します。最大
エージング タイムは、スイッチが再設定を試す前に
スパニングツリー設定メッセージを受信せずに待機
する秒数です。
• vlan-id には、VLAN ID 番号で識別された単一の
VLAN、ハイフンで区切られた範囲の VLAN、
またはカンマで区切られた一連の VLAN を指定
できます。指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。
• seconds に指定できる範囲は 6 ～ 40 です。デフォ
ルトは 20 です。
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

転送保留カウントの設定（CLI）
転送保留カウント値を変更することで、BPDU のバースト サイズを設定できます。

（注）

このパラメータをより高い値に変更すると、（特に Rapid PVST+ モードで）CPU の使用率に
大きく影響します。逆に、この値を低く設定すると、セッションによってはコンバージェンス
を抑えることができます。この値は、デフォルト設定で使用することを推奨します。
この手順は任意です。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
パスワードを入力します（要求された場
合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

spanning-tree transmit hold-count 1 秒間停止する前に送信できる BPDU 数を設
value
定します。
例：

value に指定できる範囲は 1 ～ 20 です。デ
フォルト値は 6 です。

Device(config)# spanning-tree
transmit hold-count 6
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

スパニングツリー ステータスのモニタリング
表 55：スパニングツリー ステータス表示用のコマンド

show spanning-tree active

アクティブ インターフェイスに関するスパニングツリー
情報だけを表示します。

show spanning-tree detail

インターフェイス情報の詳細サマリーを表示します。

show spanning-tree vlan vlan-id

指定した VLAN のスパニング ツリー情報を表示します。

show spanning-tree interface
interface-id

指定したインターフェイスのスパニングツリー情報を表
示します。

show spanning-tree interface
interface-id portfast

指定したインターフェイスのスパニングツリー portfast 情
報を表示します。

show spanning-tree summary [totals]

インターフェイス ステートのサマリーを表示します。ま
たはSTPステートセクションのすべての行を表示します。

スパニングツリー カウンタをクリアするには、clear spanning-tree [interface interface-id] 特権 EXEC
コマンドを使用します。

スパニング ツリー プロトコルに関する追加情報
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

スパニング ツリー プロトコル コマンド

LAN Switching Command
Reference, Cisco IOS XE Release
3SE（Catalyst 3850 Switches）
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標準および RFC
標準/RFC

Title

なし

—

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

シスコのテクニカル サポート
Link

説明

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

STP の機能情報
リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

MSTP の前提条件
• 2 つ以上のスイッチを同じマルチ スパニングツリー（MST）リージョンに設定するには、そ
の 2 つに同じ VLAN/インスタンス マッピング、同じコンフィギュレーション リビジョン番
号、同じ名前を設定しなければなりません。
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• 2 つ以上のスタックされたスイッチを同じ MST リージョンに設定するには、その 2 つのス
イッチに同じ VLAN/インスタンス マッピング、同じコンフィギュレーション リビジョン番
号、同じ名前を設定しなければなりません。
• ネットワーク内の冗長パスでロード バランシングを機能させるには、すべての VLAN/イン
スタンス マッピングの割り当てが一致している必要があります。一致していないと、すべて
のトラフィックが 1 つのリンク上で伝送されます。パス コストを手動で設定することで、ス
イッチ スタック全体にわたりロード バランシングを実現できます。
• Per-VLAN Spanning-Tree Plus（PVST+）と MST クラウドの間、または Rapid- PVST+ と MST
クラウドの間でロード バランシングが機能するためには、すべての MST 境界ポートがフォ
ワーディングでなければなりません。MST クラウドの内部スパニング ツリー（IST）マス
ターが共通スパニング ツリー（CST）のルートである場合、MST 境界ポートはフォワーディ
ングです。MST クラウドが複数の MST リージョンから構成されている場合、いずれかの
MST リージョンに CST ルートを含める必要があり、その他すべての MST リージョンに、
PVST+ クラウドまたは高速 PVST+ クラウドを通るパスよりも、MST クラウド内に含まれる
ルートへのパスが良くする必要があります。クラウド内のスイッチを手動で設定しなければ
ならない場合もあります。
関連トピック
MST リージョン設定の指定と MSTP のイネーブル化（CLI）, （628 ページ）
MSTP 設定時の注意事項, （610 ページ）
MST リージョン, （612 ページ）

MSTP の制約事項
• Catalyst 3850 および Catalyst 3650 スイッチの組み合わせを含むスイッチ スタックを含めるこ
とはできません。
• スイッチ スタックは最大 65 の MST インスタンスをサポートします。特定の MST インスタ
ンスにマッピング可能な VLAN 数に制限はありません。
• PVST+、Rapid PVST+、および MSTP はサポートされますが、アクティブにできるのは 1 つ
のバージョンだけです（たとえば、すべての VLAN で PVST+ を実行する、すべての VLAN
で Rapid PVST+ を実行する、またはすべての VLAN で MSTP を実行します）。
• すべてのスタック メンバーは同一のスパニングツリー バージョンを実行する必要がありま
す（すべての PVST+、Rapid PVST+、または MSTP）。
• MST コンフィギュレーションの VLAN トランキング プロトコル（VTP）伝搬はサポートさ
れません。ただし、コマンドライン インターフェイス（CLI）または簡易ネットワーク管理
プロトコル（SNMP）サポートを通じて、MST リージョン内の各スイッチで MST コンフィ
ギュレーション（リージョン名、リビジョン番号、および VLAN とインスタンスのマッピン
グ）を手動で設定することは可能です。
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• ネットワークを多数のリージョンに分割することは推奨できません。ただし、どうしても分
割せざるを得ない場合は、スイッチド LAN をルータまたは非レイヤ 2 デバイスで相互接続
された小規模な LAN に分割することを推奨します。
• リージョンは、同じ MST コンフィギュレーションを持つ 1 つまたは複数のメンバーで構成
されます。リージョンの各メンバーは高速スパニングツリー プロトコル（RSTP）ブリッジ
プロトコル データ ユニット（BPDU）を処理する機能を備えている必要があります。ネット
ワーク内の MST リージョンの数には制限はありませんが、各リージョンがサポートできる
スパニングツリー インスタンスの数は 65 までです。VLAN には、一度に 1 つのスパニング
ツリー インスタンスのみ割り当てることができます。
• スイッチをルート スイッチとして設定した後に、spanning-tree mst hello-time、spanning-tree
mst max-age、および spanning-tree mst forward-time グローバル コンフィギュレーション コ
マンドを使用して、hello タイム、転送遅延時間、最大エージング タイムを手動で設定する
ことは推奨できません。
表 56：PVST+、MSTP、Rapid PVST+ の相互運用性と互換性

PVST+

MSTP

Rapid PVST+

PVST+

Yes

あり（制限あり）

あり（PVST+ に戻る）

MSTP

あり（制限あり）

Yes

あり（PVST+ に戻る）

Rapid PVST+

あり（PVST+ に戻る） あり（PVST+ に戻る）

Yes

関連トピック
MST リージョン設定の指定と MSTP のイネーブル化（CLI）, （628 ページ）
MSTP 設定時の注意事項, （610 ページ）
MST リージョン, （612 ページ）
ルート スイッチの設定（CLI）, （630 ページ）
ルート スイッチ, （611 ページ）
MST リージョン設定の指定と MSTP のイネーブル化（CLI）, （628 ページ）

MSTP について
MSTP の設定
高速コンバージェンスのために RSTP を使用する MSTP では、複数の VLAN をグループ化して同
じスパニングツリー インスタンスにマッピングすることが可能で、多くの VLAN をサポートする
のに必要なスパニングツリー インスタンスの数を軽減できます。MSTP は、データ トラフィック
に複数の転送パスを提供し、ロード バランシングを実現して、多数の VLAN をサポートするのに

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

609

MSTP について

必要なスパニングツリー インスタンスの数を減らすことができます。MSTP を使用すると、1 つ
のインスタンス（転送パス）で障害が発生しても他のインスタンス（転送パス）は影響を受けな
いので、ネットワークのフォールトトレランスが向上します。

（注）

マルチ スパニングツリー（MST）実装は IEEE 802.1s 標準に準拠しています。
MSTP を導入する場合、最も一般的なのは、レイヤ 2 スイッチド ネットワークのバックボーンお
よびディストリビューション レイヤへの導入です。MSTP の導入により、サービス プロバイダー
環境に求められる高可用性ネットワークを実現できます。
スイッチが MST モードの場合、IEEE 802.1w 準拠の RSTP が自動的にイネーブルになります。
RSTP は、IEEE 802.1D の転送遅延を軽減し、ルート ポートおよび指定ポートをフォワーディング
ステートにすばやく移行する明示的なハンドシェイクによって、スパニングツリーの高速コンバー
ジェンスを実現します。
MSTP と RSTP は、既存のシスコ独自の Multiple Instance STP（MISTP）、および既存の Cisco
PVST+ と Rapid Per-VLAN Spanning-Tree plux（Rapid PVST+）を使用して、スパニングツリーの動
作を改善し、（オリジナルの）IEEE 802.1D スパニング ツリーに準拠した機器との下位互換性を
保持しています。
スイッチスタックは、ネットワークのその他の部分に対しては単一のスパニングツリーノードに
見え、すべてのスタック メンバーが同一のスイッチ ID を使用します。

MSTP 設定時の注意事項
• spanning-tree mode mst グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、MST をイ
ネーブルにすると、RSTP が自動的にイネーブルになります。
• UplinkFast、BackboneFast、クロススタック UplinkFast の設定のガイドラインについては、関
連項目のセクションの該当するセクションを参照してください。
• スイッチが MST モードの場合は、パス コスト値の計算に、ロング パス コスト計算方式（32
ビット）が使用されます。ロング パス コスト計算方式では、次のパス コスト値がサポート
されます。
速度

パス コスト値

10 Mb/s

2,000,000

100 Mb/s

200,000

1 Gb/s

20,000

10 Gb/s

2,000

100 Gb/s

200
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関連トピック
MST リージョン設定の指定と MSTP のイネーブル化（CLI）, （628 ページ）
MSTP の前提条件, （607 ページ）
MSTP の制約事項, （608 ページ）
スパニングツリーの相互運用性と下位互換性, （587 ページ）
オプションのスパニングツリー設定時の注意事項
BackboneFast, （657 ページ）
UplinkFast, （652 ページ）

ルート スイッチ
スイッチは、マッピングされている VLAN グループのスパニングツリー インスタンスを保持して
います。スイッチ ID は、スイッチのプライオリティおよびスイッチの MAC アドレスで構成され
ており、各インスタンスに関連付けられます。VLAN のグループでは、最小のスイッチ ID をもつ
スイッチがルート スイッチになります。
スイッチをルートとして設定する場合は、スイッチ プライオリティをデフォルト値（32768）か
らそれより大幅に低い値に変更し、スイッチが、指定したスパニングツリーインスタンスのルー
ト スイッチになるようにします。このコマンドを入力すると、スイッチはルート スイッチのス
イッチ プライオリティをチェックします。拡張システム ID をサポートしているため、24576 とい
う値でスイッチが指定したスパニングツリー インスタンスのルートとなる場合、そのスイッチは
指定したインスタンスに対する自身のプライオリティを 24576 に設定します。
指定されたインスタンスのルート スイッチに 24576 に満たないスイッチ プライオリティが設定さ
れている場合は、スイッチは自身のプライオリティを最小のスイッチ プライオリティより 4096
だけ小さい値に設定します（4096 は 4 ビット スイッチ プライオリティの最下位ビットの値で
す）。詳細については、関連項目の「ブリッジ ID、スイッチ プライオリティ、および拡張システ
ム IDスイッチ」リンクを参照してください。
ネットワークが、拡張システム ID をサポートするスイッチとサポートしないものの両方で構成さ
れている場合、拡張システム ID をサポートするスイッチがルート スイッチになる可能性は低く
なります。古いソフトウェアを実行している接続スイッチのプライオリティより VLAN 番号が大
きい場合は常に、拡張システム ID によってスイッチ プライオリティ値が増加します。
各スパニングツリー インスタンスのルート スイッチは、バックボーンまたはディストリビュー
ション スイッチでなければなりません。アクセス スイッチをスパニングツリー プライマリ ルー
トとして設定しないでください。
レイヤ 2 ネットワークの直径（つまり、レイヤ 2 ネットワーク上の任意の 2 つのエンド ステー
ション間の最大スイッチ ホップ カウント）を指定するには、diameter キーワード（MST インス
タンスが 0 の場合のみ使用できる）を指定します。ネットワーク直径を指定すると、スイッチは
その直径を持つネットワークに最適な hello タイム、転送遅延時間、および最大エージング タイ
ムを自動的に設定します。その結果、コンバージェンスに要する時間が大幅に短縮されます。hello
キーワードを使用して、自動的に計算される hello タイムを上書きすることができます。
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関連トピック
ルート スイッチの設定（CLI）, （630 ページ）
MSTP の制約事項, （608 ページ）
ブリッジ ID、デバイス プライオリティ、および拡張システム ID, （579 ページ）

MST リージョン
スイッチを MST インスタンスに加入させるには、同じ MST コンフィギュレーション情報を使用
して矛盾のないようにスイッチを設定する必要があります。同じ MST 設定の相互接続スイッチの
集まりによって MST リージョンが構成されます。
MST 設定では、それぞれのスイッチが属する MST リージョンが制御されます。この設定には、
領域の名前、バージョン番号、MST VLAN とインスタンスの割り当てマップが含まれます。その
中で MST リージョンの設定を指定することにより、リージョンのスイッチを設定します。MST
インスタンスに VLAN をマッピングし、リージョン名を指定して、リビジョン番号を設定できま
す。手順と例については、関連項目の「MST リージョン設定の指定と MSTP のイネーブル化」リ
ンクをクリックします。
リージョンには、同一の MST コンフィギュレーションを持った 1 つまたは複数のメンバが必要で
す。さらに、各メンバは、RSTP ブリッジ プロトコル データ ユニット（BPDU）を処理できる必
要があります。ネットワーク内の MST リージョンの数には制限はありませんが、各リージョンが
サポートできるスパニングツリー インスタンスの数は 65 までです。インスタンスは、0 ～ 4094
の範囲の任意の番号で識別できます。VLAN には、一度に 1 つのスパニングツリー インスタンス
のみ割り当てることができます。
関連トピック
MST リージョンの図, （615 ページ）
MST リージョン設定の指定と MSTP のイネーブル化（CLI）, （628 ページ）
MSTP の前提条件, （607 ページ）
MSTP の制約事項, （608 ページ）
スパニングツリーの相互運用性と下位互換性, （587 ページ）
オプションのスパニングツリー設定時の注意事項
BackboneFast, （657 ページ）
UplinkFast, （652 ページ）

IST、CIST、CST
すべてのスパニングツリー インスタンスが独立している PVST+ および Rapid PVST+ とは異なり、
MSTP は次の 2 つのタイプのスパニングツリーを確立して保持しています。
• Internal Spanning-Tree（IST）は、1 つの MST リージョン内で稼働するスパニングツリーで
す。
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各 MST リージョン内の MSTP は複数のスパニングツリー インスタンスを維持しています。
インスタンス 0 は、リージョンの特殊なインスタンスで、IST と呼ばれています。その他す
べての MSTI には、1 ～ 4094 の番号が付きます。
IST は、BPDU を送受信する唯一のスパニングツリー インスタンスです。他のスパニングツ
リーの情報はすべて、MSTP BPDU 内にカプセル化されている M レコードに格納されていま
す。MSTP BPDU はすべてのインスタンスの情報を伝送するので、複数のスパニングツリー
インスタンスをサポートする処理が必要な BPDU の数を大幅に減少できます。
同一リージョン内の すべての MST インスタンスは同じプロトコル タイマーを共有します
が、各 MST インスタンスは独自のトポロジ パラメータ（ルート スイッチ ID、ルート パス
コストなど）を持っています。デフォルトでは、すべての VLAN が IST に割り当てられま
す。
MSTI はリージョンにローカルです。たとえばリージョン A およびリージョン B が相互接続
されていても、リージョン A の MSTI 1 は、リージョン B の MSTI 1 に依存しません。
• Common and Internal Spanning-Tree（CIST）は、各 MST リージョン内の IST と、MST リージョ
ンおよびシングル スパニングツリーを相互接続する Common Spanning-Tree（CST）の集合で
す。
1 つのリージョン内で計算されたスパニングツリーは、スイッチド ドメイン全体を網羅する
CST のサブツリーと見なされます。CIST は、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、および IEEE 802.1D
標準をサポートするスイッチ間で実行されるスパニングツリー アルゴリズムによって形成さ
れます。MST リージョン内の CIST は、リージョン外の CST と同じです。

MST リージョン内の動作
IST は 1 つのリージョン内のすべての MSTP スイッチを接続します。IST が収束すると、IST の
ルートは、CIST リージョナル ルート（IEEE 802.1s 標準が実装される以前は IST マスターと呼ば
れた）になります。これは、リージョン内で最も小さいスイッチ ID、および CIST ルートに対す
るパス コストをもつスイッチです。ネットワークに領域が 1 つしかない場合、CIST リージョナル
ルートは CIST ルートにもなります。CIST ルートがリージョンの外部にある場合、リージョンの
境界に位置する MSTP スイッチの 1 つが CIST リージョナル ルートとして選択されます。
MSTP スイッチは初期化時に、自身が CIST のルートおよび CIST リージョナル ルートであること
を主張するために CIST ルートと CIST リージョナル ルートへのパス コストがいずれもゼロに設
定された BPDU を送信します。スイッチはすべての MSTI を初期化し、そのすべてのルートであ
ることを主張します。スイッチは、ポート用に現在保存されているものより上位の MST ルート情
報（低いスイッチ ID、低いパス コストなど）を受信した場合、CIST リージョナル ルートとして
の主張を放棄します。
リージョンには、初期化中に多くのサブ リージョンが含まれて、それぞれに独自の CIST リージョ
ナル ルートが含まれることがあります。スイッチは、優位の IST 情報を受信すると、古いサブ
リージョンを脱退して、真の CIST リージョナル ルートが含まれている新しいサブリージョンに
加入します。真の CIST リージョナル ルートが含まれている以外のサブリージョンは、すべて縮
小します。
正常な動作のためには、MST リージョン内のすべてのスイッチが同じ CIST リージョナル ルート
を承認する必要があります。共通の CIST リージョナル ルートに収束する場合、そのリージョン
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内にある 2 つのスイッチは、1 つの MST インスタンスに対するポートの役割のみを同期させま
す。
関連トピック
MST リージョンの図, （615 ページ）

MST リージョン間の動作
ネットワーク内に複数のリージョンまたはレガシー IEEE 802.1D スイッチが混在している場合、
MSTP は、ネットワーク内のすべての MST リージョンとすべてのレガシー STP スイッチから構成
される CST を構築して保持します。MSTI は、リージョンの境界にある IST と組み合わさり、CST
になります。
IST はリージョン内のすべての MSTP スイッチを接続し、スイッチド ドメイン全体を囲む CIST
のサブツリーとして認識されます。サブツリーのルートは CIST リージョナル ルートです。MST
リージョンは、隣接する STP スイッチおよび MST リージョンへの仮想スイッチとして認識され
ます。
CST インスタンスのみが BPDU を送受信し、MST インスタンスはスパニングツリー情報を BPDU
に追加して隣接するスイッチと相互作用し、最終的なスパニングツリー トポロジを算出します。
したがって、BPDU 伝送に関連するスパニングツリー パラメータ（hello タイム、転送時間、最大
エージング タイム、最大ホップ カウントなど）は、CST インスタンスだけで設定されますが、そ
の影響はすべての MST インスタンスに及びます。スパニングツリー トポロジに関連するパラメー
タ（スイッチ プライオリティ、ポート VLAN コスト、ポート VLAN プライオリティなど）は、
CST インスタンスと MST インスタンスの両方で設定できます。
MSTP スイッチは、バージョン 3 RSTP BPDU または IEEE 802.1D STP BPDU を使用して、レガシー
IEEE 802.1D スイッチと通信します。MSTP スイッチは、MSTP BPDU を使用して MSTP スイッチ
と通信します。
関連トピック
MST リージョンの図, （615 ページ）

IEEE 802.1s の用語
シスコの先行標準実装で使用される一部の MST 命名規則は、一部の内部パラメータまたはリー
ジョン パラメータを識別するように変更されました。これらのパラメータは、ネットワーク全体
に関連している外部パラメータと違い、MST リージョン内でのみ影響があります。CIST はネッ
トワーク全体を網羅するスパニングツリー インスタンスのため、CIST パラメータのみ、内部修飾
子やリージョナル修飾子ではなく外部修飾子が必要です。
• CIST ルートは、ネットワーク全体を網羅する一意のインスタンスのためのルート スイッチ
です。
• CIST 外部ルート パス コストは、CIST ルートまでのコストです。このコストは MST 領域内
で変化しません。MST リージョンは、CIST への単一スイッチと見なすことに注意してくだ
さい。CIST 外部ルート パス コストは、これらの仮想スイッチ、およびどのリージョンにも
属さないスイッチの間で算出されるルート パス コストです。
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• CIST リージョナル ルートは、準規格の実装で IST マスターと呼ばれていました。CIST ルー
トが領域内にある場合、CIST リージョナル ルートは CIST ルートです。CIST ルートがリー
ジョン内にない場合、CIST リージョナル ルートは、リージョン内の CIST ルートに最も近い
スイッチです。CIST リージョナル ルートは、IST のルート スイッチとして動作します。
• CIST 内部ルート パス コストは、領域内の CIST リージョナル ルートまでのコストです。こ
のコストは、IST つまりインスタンス 0 だけに関連します。
表 57：準規格と規格の用語

IEEE 標準

シスコ先行標準

シスコ標準

CIST リージョナル ルート

IST マスター

CIST リージョナル ルート

CIST 内部ルート パス コスト

IST マスター パス コスト

CIST 内部パス コスト

CIST 外部ルート パス コスト

ルート パス コスト

ルート パス コスト

MSTI リージョナル ルート

インスタンス ルート

インスタンス ルート

MSTI 内部ルート パス コスト

ルート パス コスト

ルート パス コスト

MST リージョンの図
この図は、3 個の MST リージョンとレガシー IEEE 802.1D スイッチ（D）を示しています。リー
ジョン 1 の CIST リージョナル ルート（A）は、CIST ルートでもあります。リージョン 2 の CIST
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リージョナル ルート（B）、およびリージョン 3 の CIST リージョナル ルート（C）は、CIST 内
のそれぞれのサブツリーのルートです。RSTP はすべてのリージョンで稼働しています。
図 24：MST リージョン、CIST マスター、および CST ルート

関連トピック
MST リージョン, （612 ページ）
MST リージョン内の動作, （613 ページ）
MST リージョン間の動作, （614 ページ）

ホップ カウント
IST および MST インスタンスは、スパニングツリー トポロジの計算に、コンフィギュレーション
BPDU のメッセージ有効期間と最大エージング タイムの情報を使用しません。その代わりに、IP
Time To Live（TTL）メカニズムに似た、ルートまでのパス コストおよびホップ カウント メカニ
ズムを使用します。
spanning-tree mst max-hops グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用することにより、
リージョン内の最大ホップを設定し、その値をリージョン内の IST インスタンスとすべての MST
インスタンスに適用できます。ホップカウントは、メッセージエージ情報と同じ結果になります
（再設定を開始）。インスタンスのルート スイッチは、コストが 0 でホップ カウントが最大値に
設定されている BPDU（M レコード）を常に送信します。スイッチは、この BPDU を受信する
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と、受信した残りのホップ カウントから 1 を引き、生成する BPDU で残りのホップ カウントとし
てこの値を伝播します。カウントがゼロに達すると、スイッチは BPDU を廃棄し、ポート用に維
持されている情報を期限切れにします。
BPDU の RSTP 部分に格納されているメッセージ有効期間と最大エージング タイムの情報は、リー
ジョン全体で同じままであり、そのリージョンの境界に位置する指定ポートによって同じ値が伝
播されます。

境界ポート
シスコ先行標準の実装では、境界ポートは、RSTP が稼働する単一のスパニングツリー リージョ
ン、PVST+ または Rapid PVST+ が稼働する単一のスパニングツリー リージョン、または異なる
MST コンフィギュレーションを持つ別の MST リージョンに MST リージョンを接続します。境界
ポートは、LAN、単一のスパニングツリー スイッチまたは MST 設定が異なるスイッチの指定ス
イッチにも接続します。
IEEE 802.1s 標準では、境界ポートの定義はなくなりました。IEEE 802.1Q-2002 標準では、ポート
が受信できる 2 種類のメッセージを識別します。
• 内部（同一リージョンから）
• 外部（別のリージョンから）
メッセージが内部の場合、CIST の部分は CIST によって受信されるので、各 MST インスタンスは
個々の M レコードだけを受信します。
メッセージが外部である場合、CIST だけが受信します。CIST の役割がルートや代替ルートの場
合、または外部 BPDU のトポロジが変更された場合は、MST インスタンスに影響する可能性があ
ります。
MST リージョンには、スイッチおよび LAN の両方が含まれます。セグメントは、DP のリージョ
ンに属します。そのため、セグメントの指定ポートではなく異なるリージョンにあるポートは境
界ポートになります。この定義では、リージョン内部の 2 つのポートが、別のリージョンに属す
るポートとセグメントを共有し、内部メッセージおよび外部メッセージの両方を 1 つのポートで
受信できるようになります。
シスコ先行標準の実装との主な違いは、STP 互換モードを使用している場合、指定ポートが境界
ポートとして定義されない点です。

（注）

レガシー STP スイッチがセグメントに存在する場合、メッセージは常に外部と見なされます。
シスコ先行標準の実装から他に変更された点は、送信スイッチ ID を持つ RSTP またはレガシー
IEEE 802.1Q スイッチの部分に、CIST リージョナル ルート スイッチ ID フィールドが加えられた
ことです。リージョン全体は、一貫した送信者スイッチ ID をネイバー スイッチに送信し、単一
仮想スイッチのように動作します。この例では、A または B がセグメントに指定されているかど
うかに関係なく、ルートの一貫した送信者スイッチ ID が同じである BPDU をスイッチ C が受信
します。
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IEEE 802.1s の実装
シスコの IEEE MST 標準の実装には、標準の要件を満たす機能だけでなく、すでに公開されてい
る標準には含まれていない一部の（要望されている）先行標準の機能が含まれています。

ポートの役割名の変更
境界の役割は最終的に MST 標準に含まれませんでしたが、境界の概念自体はシスコの実装に投影
されています。ただし、リージョン境界にある MST インスタンスのポートは、対応する CIST
ポートのステートに必ずしも従うわけではありません。現在、2 つの境界の役割が存在していま
す。
• 境界ポートが CIST リージョナル ルートのルート ポートである場合：CIST インスタンス ポー
トを提案されて同期中の場合、対応するすべての MSTI ポートの同期を取り終わった後であ
れば（その後フォワーディングします）、その場合のみ合意を返信してフォワーディング ス
テートに移行できます。MSTI ポートには、特別なマスターの役割があります。
• 境界ポートが CIST リージョナル ルートのルート ポートでない：MSTI ポートは、CIST ポー
トのステートおよび役割に従います。標準では提供される情報が少ないため、MSTI ポート
が BPDU（M レコード）を受信しない場合、MSTI ポートが BPDU を代わりにブロックでき
る理由がわかりにくい場合があります。この場合、境界の役割自体は存在していませんが、
show コマンドで見ると、出力される type カラムで、ポートが境界ポートとして認識されて
いることがわかります。

レガシーおよび規格スイッチの相互運用
準規格スイッチの自動検出はエラーになることがあるので、インターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを使用して準規格ポートを識別できます。スイッチの規格と準規格の間にリー
ジョンを形成することはできませんが、CIST を使用して相互運用することができます。このよう
な特別な方法を採用しても、失われる機能は、異なるインスタンス上のロード バランシングだけ
です。ポートが先行標準の BPDU を受信すると、CLI（コマンドライン インターフェイス）には
ポートの設定に応じて異なるフラグが表示されます。スイッチが準規格 BPDU 送信用に設定され
ていないポートで準規格 BPDU を初めて受信したときは、Syslog メッセージも表示されます。
A が規格のスイッチで、B が準規格のスイッチとして、両方とも同じリージョンに設定されてい
るとします。A は CIST のルート スイッチです。B のセグメント X にはルート ポート（BX）、セ
グメント Y には代替ポート（BY）があります。セグメント Y がフラップして BY のポートが代
替になってから準規格 BPDU を 1 つ送信すると、AY は準規格スイッチが Y に接続されているこ
とを検出できず、規格 BPDU の送信を続けます。ポート BY は境界に固定され、A と B との間で
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のロード ランシングは不可能になります。セグメント X にも同じ問題がありますが、B はトポロ
ジの変更であれば送信する場合があります。
図 25：規格および準規格のスイッチの相互運用

（注）

規格 MST 実装と準規格 MST 実装間の相互作用を最低限に抑えることを推奨します。

単一方向リンク障害の検出
IEEE MST 標準にはこの機能が存在していませんが、Cisco IOS Release には加えられています。ソ
フトウェアは、受信した BPDU でポートのロールおよびステートの一貫性をチェックし、ブリッ
ジング ループの原因となることがある単方向リンク障害を検出します。
指定ポートは、矛盾を検出すると、そのロールを維持しますが、廃棄ステートに戻ります。一貫
性がない場合は、接続を中断した方がブリッジング ループを解決できるからです。
次の図に、ブリッジング ループの一般的な原因となる単方向リンク障害を示します。スイッチ A
はルート スイッチであり、スイッチ B へのリンクで BPDU は失われます。RSTP および MST BPDU
には、送信側ポートの役割とステートが含まれます。スイッチ A はこの情報を使用し、ルータ A
が送信する上位 BPDU にスイッチ B が反応しないこと、およびスイッチ B がルート スイッチで
はなく指定ブリッジであることを検出できます。この結果、スイッチ A は、そのポートをブロッ
クし（またはブロックし続け）、ブリッジング ループが防止されます。
図 26：単一方向リンク障害の検出
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MSTP およびスイッチ スタック
スイッチスタックは、ネットワークのその他の部分に対しては単一のスパニングツリーノードに
見え、すべてのスタック メンバーが与えられたスパニングツリーに同一のブリッジ ID を使用し
ます。ブリッジ ID は、アクティブ スイッチの MAC アドレスから取得されます。
MSTP をサポートしていないスイッチが、MSTP またはリバースをサポートしているスイッチ ス
タックに追加されると、スイッチはバージョンが不一致の状態になります。可能な場合、スイッ
チは、スイッチ スタックで実行中のソフトウェアと同じバージョンに自動的にアップグレードま
たはダウングレードされます。

IEEE 802.1D STP との相互運用性
MSTP が稼働しているスイッチは、IEEE 802.1D 準拠のレガシー スイッチとの相互運用を可能に
する組み込み型のプロトコル移行メカニズムをサポートします。このスイッチは、レガシー IEEE
802.1D コンフィギュレーション BPDU（プロトコルバージョンが 0 に設定されている BPDU）を
受信すると、そのポート上では IEEE 802.1D BPDU のみを送信します。また、MSTP スイッチは、
レガシー BPDU、別のリージョンに関連付けられている MSTP BPDU（バージョン 3）、または
RSTP BPDU（バージョン 2）を受信することによって、ポートがリージョンの境界に位置してい
ることを検出できます。
ただし、スイッチが IEEE 802.1D BPDU を受信していない場合は、自動的に MSTP モードに戻り
ません。これはレガシースイッチが指定スイッチでない限り、レガシースイッチがリンクから削
除されたかどうか検出できないためです。このスイッチが接続するスイッチがリージョンに加入
していると、スイッチはポートに境界の役割を割り当て続ける場合があります。プロトコル移行
プロセスを再開するには（強制的にネイバー スイッチと再びネゴシエーションするには）、clear
spanning-tree detected-protocols 特権 EXEC コマンドを使用します。
リンク上のすべてのレガシー スイッチが RSTP スイッチであれば、これらのスイッチは、RSTP
BPDU 同様に MSTP BPDU を処理できます。したがって、MSTP スイッチは、バージョン 0 コン
フィギュレーションと TCN BPDU またはバージョン 3 MSTP BPDU のいずれかを境界ポートで送
信します。境界ポートは、LAN、単一スパニングツリー スイッチまたは MST 設定が異なるスイッ
チのいずれかの指定のスイッチに接続します。

RSTP 概要
RSTP は、ポイントツーポイントの配線を利用して、スパニングツリーの高速コンバージェンスを
実現します。また、1 秒未満の間に、スパニングツリーを再構成できます（IEEE 802.1D スパニン
グツリーのデフォルトに設定されている 50 秒とは異なります）。

ポートの役割およびアクティブ トポロジ
RSTP は、ポートに役割を割り当てて、アクティブ トポロジを学習することによって高速コンバー
ジェンスを実現します。RSTP は スイッチ をルート スイッチとして最も高いスイッチ プライオリ
ティ（プライオリティの数値が一番小さい）に選択するために、IEEE 802.1D STP 上に構築されま
す。RSTP は、次のうちいずれかのポートの役割をそれぞれのポートに割り当てます。
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• ルート ポート：スイッチ がルートスイッチ にパケットを転送するとき、最適なパス（最低
コスト）を提供します。
• 指定ポート：指定スイッチに接続し、その LAN からルート スイッチにパケットを転送する
とき、パス コストを最低にします。DP は、指定スイッチが LAN に接続されているポートで
す。
• 代替ポート：現在のルート ポートが提供したパスに代わるルート スイッチへの代替パスを
提供します。
• バックアップ ポート：指定ポートが提供した、スパニングツリーのリーフに向かうパスの
バックアップとして機能します。バックアップ ポートは、2 つのポートがループバック内で
ポイントツーポイント リンクによって接続されるか、共有 LAN セグメントとの複数の接続
がスイッチにある場合に限って存在できます。
• ディセーブル ポート：スパニングツリーの動作において何も役割が与えられていません。
ルート ポートまたは指定ポートのロールを持つポートは、アクティブなトポロジに含まれます。
代替ポートまたはバックアップポートのロールがあるポートは、アクティブトポロジから除外さ
れます。
ネットワーク全体のポートの役割に矛盾のない安定したトポロジでは、RSTP は、すべてのルート
ポートおよび指定ポートがただちにフォワーディング ステートに移行し、代替ポートとバック
アップ ポートが必ず廃棄ステート（IEEE 802.1D のブロッキング ステートと同じ）になるように
保証します。ポートのステートにより、転送処理および学習処理の動作が制御されます。
表 58：ポート ステートの比較

Operational Status

STP ポート ステー RSTP ポート ステー ポートがアクティブトポロジに
ト（IEEE 802.1D） ト
含まれているか

イネーブル

Blocking

廃棄

いいえ

イネーブル

リスニング

廃棄

いいえ

イネーブル

ラーニング

ラーニング

Yes

イネーブル

Forwarding

Forwarding

Yes

ディセーブル

ディセーブル

廃棄

いいえ

Cisco STP の実装との一貫性を保つため、このマニュアルでは、ポート ステートを廃棄ではなく
ブロッキングとして定義します。DP はリスニング ステートから開始します。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

621

MSTP について

高速コンバージェンス
RSTP は、スイッチ、スイッチ ポート、LAN のうちいずれかの障害のあと、接続の高速回復を提
供します。エッジ ポート、新しいルート ポート、ポイントツーポイント リンクで接続したポー
トに、高速コンバージェンスが次のように提供されます。
• エッジ ポート：spanning-tree portfast インターフェイス コンフィギュレーション コマンド
を使用して RSTP スイッチでエッジ ポートとしてポートを設定した場合、エッジ ポートは
フォワーディング ステートにすぐに移行します。エッジ ポートは Port Fast 対応ポートと同
じであり、単一エンド ステーションに接続しているポートだけでイネーブルにする必要があ
ります。
• ルート ポート：RSTP は、新しいルート ポートを選択した場合、古いルート ポートをブロッ
クし、新しいルート ポートをフォワーディング ステートにすぐに移行します。
• ポイントツーポイント リンク：ポイントツーポイント リンクによってあるポートと別のポー
トを接続することでローカル ポートが指定ポートになると、提案合意ハンドシェイクを使用
して他のポートと急速な移行がネゴシエートされ、トポロジにループがなくなります。
スイッチ A がスイッチ B にポイントツーポイント リンクで接続され、すべてのポートはブ
ロッキング ステートになっています。スイッチ A のプライオリティがスイッチ B のプライ
オリティよりも数値的に小さいとします。スイッチ A は提案メッセージ（提案フラグを設定
した設定 BPDU）をスイッチ B に送信し、指定スイッチとしてそれ自体を提案します。
スイッチ B は、提案メッセージの受信後、提案メッセージを受信したポートを新しいルート
ポートとして選択し、エッジ以外のすべてのポートを強制的にブロッキング ステートにし
て、新しいルート ポートを介して合意メッセージ（合意フラグを設定した BPDU）を送信し
ます。
スイッチ A も、スイッチ B の合意メッセージの受信後、指定ポートをフォワーディング ス
テートにすぐに移行します。スイッチ B はすべてのエッジ以外のポートをブロックし、ス
イッチ A およびルータ B の間にポイントツーポイント リンクがあるので、ネットワークに
ループは形成されません。
スイッチ C がスイッチ B に接続すると、同様のセットのハンドシェーク メッセージが交換
されます。スイッチ C はスイッチ B に接続されているポートをルート ポートとして選択し、
両端がフォワーディング ステートにすぐに移行します。このハンドシェーク処理を繰り返し
て、もう 1 つのスイッチがアクティブ トポロジーに加わります。ネットワークが収束する
と、この提案/合意ハンドシェイクがルートからスパニングツリーのリーフへと進みます。
スイッチ スタックでは、Cross-Stack Rapid Transition（CSRT）機能を使用すると、ポートが
フォワーディング ステートに移行する前に、スタック メンバで、提案/合意ハンドシェイク
中にすべてのスタック メンバーから確認メッセージを受信できます。スイッチが MST モー
ドの場合、CSRT は自動的にイネーブルにされます。
スイッチはポートのデュプレックス モードによってリンク タイプを学習します。全二重ポー
トはポイントツーポイント接続と見なされ、半二重接続は共有接続と見なされます。
spanning-tree link-type インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用すると、
デュプレックス設定によって制御されるデフォルト設定を無効にすることができます。
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図 27：高速コンバージェンスの提案と合意のハンドシェイク

ポート ロールの同期
スイッチがそのルータのポートの 1 つで提案メッセージを受信し、そのポートが新しいルート
ポートとして選択されると、RSTP によってその他すべてのポートが新しいルートの情報と強制的
に同期化します。
その他すべてのポートが同期化されている場合、スイッチはルート ポートで受信した上位ルート
情報で同期化されます。スイッチのそれぞれのポートは、次のような場合に同期化します。
• ポートがブロッキング ステートである。
• エッジ ポートである（ネットワークのエッジに存在するように設定されたポート）。
指定ポートがフォワーディング ステートでエッジ ポートとして設定されていない場合、RSTP に
よって新しいルート情報と強制的に同期されると、その指定ポートはブロッキング ステートに移
行します。一般的に RSTP がルート情報でポートを強制的に同期化し、ポートが上の条件を満た
していない場合、そのポート ステートはブロッキングに設定されます。
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スイッチは、すべてのポートが同期化されたことを確認した後で、ルート ポートに対応する指定
スイッチに合意メッセージを送信します。ポイントツーポイント リンクで接続されたスイッチが
ポートの役割で合意すると、RSTP はポート ステートをフォワーディングにすぐに移行します。
図 28：高速コンバージェンス中のイベントのシーケンス

ブリッジ プロトコル データ ユニットの形式および処理
RSTP BPDU のフォーマットは、プロトコル バージョンが 2 に設定されている点を除き、IEEE
802.1D BPDU のフォーマットと同じです。新しい 1 バイトのバージョン 1 の Length フィールドは
0 に設定されます。これはバージョン 1 のプロトコルの情報がないことを示しています。
表 59：RSTP BPDU フラグ

ビット

機能

0

トポロジーの変化（TC）

1

提案

2 ～ 3:

ポートの役割：

00

不明（Unknown）

01

Alternate port

10

Root port

11

Designated port

4

ラーニング
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ビット

機能

5

Forwarding

6

合意

7

トポロジー変更確認応答（TCA）

送信側スイッチは RSTP BPDU の提案フラグを設定し、そのLAN の指定スイッチとして自分自身
を提案します。提案メッセージのポートの役割は、常に DP に設定されます。
送信側スイッチは、RSTP BPDU の合意フラグを設定して以前の提案を受け入れます。合意メッ
セージ内のポート ロールは、常にルート ポートに設定されます。
RSTP には個別のトポロジ変更通知（TCN）BPDU はありません。TC フラグが使用されて、TC が
示されます。ただし、IEEE 802.1D スイッチとの相互運用性を保つために、RSTP スイッチは TCN
BPDU の処理と生成を行います。
ラーニングフラグおよびフォワーディングフラグは、送信側ポートのステートに従って設定され
ます。
優位 BPDU 情報の処理
ポートに現在保存されているルート情報よりも優位のルート情報（小さいスイッチ ID、低いパス
コストなど）をポートが受け取ると、RSTP は再構成を開始します。ポートが新しいルート ポー
トとして提案されて選択されると、RSTP は強制的にその他すべてのポートを同期化します。
受信した BPDU が、提案フラグが設定されている RSTP BPDU である場合、スイッチはその他す
べてのポートが同期化されてから合意メッセージを送信します。BPDU が IEEE 802.1D BPDU の
場合、スイッチは提案フラグを設定せずに、そのポートの転送遅延タイマーを起動します。新し
いルート ポートでは、フォワーディング ステートに移行するために、2 倍の転送遅延時間が必要
となります。
ポートで優位の情報が受信されたために、そのポートがバックアップ ポートまたは代替ポートに
なる場合、RSTP はそのポートをブロッキング ステートに設定し、合意メッセージは送信しませ
ん。DP は、転送遅延タイマーが失効するまで、提案フラグを設定して BPDU を送信し続け、転送
遅延タイマーの失効時に、ポートはフォワーディング ステートに移行します。
下位 BPDU 情報の処理
指定ポートの役割を持つ下位 BPDU（そのポートに現在保存されている値より大きいスイッチ ID
、高いパス コストなど）を指定ポートが受信した場合、その指定ポートはただちに現在の自身の
情報で応答します。

トポロジの変更
ここでは、スパニングツリー トポロジの変更処理について、RSTP と IEEE 802.1D の相違を説明
します。
• 検出：IEEE 802.1D では、どのようなブロッキング ステートとフォワーディング ステートと
の間の移行でもトポロジの変更が発生しますが、RSTP でトポロジの変更が発生するのは、
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ブロッキング ステートからフォワーディング ステートに移行する場合だけです（トポロジ
の変更と見なされるのは、接続数が増加する場合だけです）。エッジ ポートにおけるステー
ト変更は、TC の原因になりません。RSTP スイッチは、TC を検出すると、TCN を受信した
ポートを除く、エッジ以外のすべてのポートで学習した情報を削除します。
• 通知：IEEE 802.1D は TCN BPDU を使用しますが、RSTP は使用しません。ただし、IEEE
802.1D との相互運用性を保つために、RSTP スイッチは TCN BPDU の処理と生成を行いま
す。
• 確認：RSTP スイッチは、指定ポートで IEEE 802.1D スイッチから TCN メッセージを受信し
た場合、TCA ビットが設定された IEEE 802.1D コンフィギュレーション BPDU で応答しま
す。ただし、IEEE 802.1D スイッチに接続されたルート ポートで TC 時間タイマー（IEEE
802.1D のトポロジ変更タイマーと同じ）がアクティブであり、TCA ビットが設定されたコン
フィギュレーション BPDU が受信された場合、TC 時間タイマーはリセットされます。
この処理は、IEEE 802.1D スイッチをサポートする目的でのみ必要とされます。RSTP BPDU
は TCA ビットが設定されていません。
• 伝播：RSTP スイッチは、DP またはルート ポートを介して別のスイッチから TC メッセージ
を受信すると、エッジ以外のすべての DP、およびルート ポート（TC メッセージを受信した
ポートを除く）に変更を伝播します。スイッチはこのようなすべてのポートで TC-while タイ
マーを開始し、そのポートで学習した情報を消去します。
• プロトコルの移行：IEEE 802.1D スイッチとの下位互換性を保つため、RSTP は IEEE 802.1D
コンフィギュレーション BPDU および TCN BPDU をポート単位で必要に応じて送信します。
ポートが初期化されると、移行遅延タイマーが開始され（RSTP BPDU が送信される最低時
間を指定）、RSTP BPDU が送信されます。このタイマーがアクティブである間、スイッチ
はそのポートで受信したすべての BPDU を処理し、プロトコル タイプを無視します。
スイッチはポートの移行遅延タイマーが満了した後に IEEE 802.1D BPDU を受信した場合、
IEEE 802.1D スイッチに接続されていると想定し、IEEE 802.1D BPDU のみの使用を開始しま
す。ただし、RSTP スイッチが 1 つのポートで IEEE 802.1D BPDU を使用していて、タイマー
が満了した後に RSTP BPDU を受信した場合、タイマーが再起動し、そのポートで RSTP
BPDU の使用が開始されます。

プロトコル移行プロセス
MSTP が稼働しているスイッチは、IEEE 802.1D 準拠のレガシー スイッチとの相互運用を可能に
する組み込み型のプロトコル移行メカニズムをサポートします。このスイッチは、レガシー IEEE
802.1D コンフィギュレーション BPDU（プロトコルバージョンが 0 に設定されている BPDU）を
受信すると、そのポート上では IEEE 802.1D BPDU のみを送信します。また、MST スイッチは、
レガシー BPDU、別のリージョンに関連付けられている MSTP BPDU（バージョン 3）、または
RSTBPDU（バージョン 2）を受信することによって、ポートがリージョンの境界に位置している
ことを検出できます。
ただし、スイッチが IEEE 802.1D BPDU を受信していない場合は、自動的に MSTP モードに戻り
ません。これはレガシースイッチが指定スイッチでない限り、レガシースイッチがリンクから削
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除されたかどうか検出できないためです。また、接続するスイッチがリージョンに加入している
と、スイッチはポートに境界の役割を割り当て続ける場合があります。
関連トピック
プロトコルの移行プロセスの再開（CLI）, （644 ページ）

MSTP のデフォルト設定
表 60：MSTP のデフォルト設定

機能

デフォルト設定

スパニングツリー モード

MSTP

スイッチ プライオリティ（CIST ポートごとに設定可能） 32768
スパニングツリー ポート プライオリティ（CIST ポート 128
単位で設定可能）
スパニングツリー ポート コスト（CIST ポート単位で設 1000 Mb/s：20000
定可能）
100 Mb/s：20000
10 Mb/s：20000
1000 Mb/s：20000
100 Mb/s：20000
10 Mb/s：20000
hello タイム

3秒

転送遅延時間

20 秒

最大エージング タイム

20 秒

最大ホップ カウント

20 ホップ

関連トピック
サポートされるスパニングツリー インスタンス, （587 ページ）
MST リージョン設定の指定と MSTP のイネーブル化（CLI）, （628 ページ）
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MSTP 機能の設定方法
MST リージョン設定の指定と MSTP のイネーブル化（CLI）
2 つ以上のスイッチを同じ MST リージョンに設定するには、その 2 つのスイッチに同じ VLAN/イ
ンスタンスマッピング、同じコンフィギュレーションリビジョン番号、同じ名前を設定しなけれ
ばなりません。
リージョンには、MST 設定が同一である、1 つ以上のメンバーを含めることができます。各メン
バーでは、RSTP BPDU を処理できる必要があります。ネットワーク内の MST リージョンの数に
は制限はありませんが、各リージョンがサポートできるスパニングツリーインスタンスの数は65
までです。VLAN には、一度に 1 つのスパニングツリー インスタンスのみ割り当てることができ
ます。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

spanning-tree mst
configuration

MST コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)#
spanning-tree mst
configuration

ステップ 4

instance instance-idvlan
vlan-range
例：
Device(config-mst)#
instance 1 vlan 10-20

VLAN を MSTI にマップします。
• instance-id に指定できる範囲は、0 ～ 4094 です。
• vlanvlanに指定できる範囲は、1 ～ 4094 です。
VLAN を MSTI にマップする場合、マッピング
は増加され、コマンドに指定した VLAN は、以
前マッピングした VLAN に追加されるか、そこ
から削除されます。
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コマンドまたはアクション 目的
VLAN の範囲を指定するには、ハイフンを使用しま
す。たとえば instance 1 vlan 1-63 では、VLAN 1 ～
63 が MST インスタンス 1 にマップされます。
一連のVLANを指定するには、カンマを使用します。
たとえば instance 1 vlan 10, 20, 30 と指定すると、
VLAN 10、20、30 が MST インスタンス 1 にマップさ
れます。
ステップ 5

name name
例：

コンフィギュレーション名を指定します。name 文字
列の最大の長さは 32 文字であり、大文字と小文字が
区別されます。

Device(config-mst)# name
region1

ステップ 6

revision version

設定リビジョン番号を指定します。指定できる範囲
は 0 ～ 65535 です。

例：
Device(config-mst)#
revision 1

ステップ 7

show pending

保留中の設定を表示し、設定を確認します。

例：
Device(config-mst)# show
pending

ステップ 8

exit

すべての変更を適用し、グローバルコンフィギュレー
ション モードに戻ります。

例：
Device(config-mst)# exit

ステップ 9

spanning-tree mode mst
例：
Device(config)#
spanning-tree mode mst

MSTP をイネーブルにします。RSTP もイネーブルに
なります。
スパニングツリー モードを変更すると、すべてのス
パニングツリー インスタンスは以前のモードである
ため停止し、新しいモードで再起動するので、トラ
フィックを中断させる可能性があります。
MSTP と PVST+ または MSTP と Rapid PVST+ を同時
に実行することはできません。

ステップ 10

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end
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関連トピック
MSTP 設定時の注意事項, （610 ページ）
MST リージョン, （612 ページ）
MSTP の前提条件, （607 ページ）
MSTP の制約事項, （608 ページ）
スパニングツリーの相互運用性と下位互換性, （587 ページ）
オプションのスパニングツリー設定時の注意事項
BackboneFast, （657 ページ）
UplinkFast, （652 ページ）
MSTP のデフォルト設定, （627 ページ）
ルート スイッチの設定（CLI）, （630 ページ）
MSTP の制約事項, （608 ページ）
ブリッジ ID、デバイス プライオリティ、および拡張システム ID, （579 ページ）
セカンダリ ルート スイッチの設定（CLI）, （631 ページ）
ポート プライオリティの設定（CLI）, （633 ページ）
パス コストの設定（CLI）, （634 ページ）
スイッチ プライオリティの設定（CLI）, （636 ページ）
hello タイムの設定（CLI）, （637 ページ）
転送遅延時間の設定（CLI）, （638 ページ）
最大エージング タイムの設定（CLI）, （639 ページ）
最大ホップ カウントの設定（CLI）, （640 ページ）
高速移行を確実にするためのリンク タイプの指定（CLI）, （641 ページ）
ネイバー タイプの設定（CLI）, （643 ページ）
プロトコルの移行プロセスの再開（CLI）, （644 ページ）

ルート スイッチの設定（CLI）
この手順は任意です。

はじめる前に
マルチ スパニングツリー（MST）が、スイッチで指定されて有効になっている必要があります。
詳細については、関連項目を参照してください。
指定された MST インスタンス ID も把握する必要があります。この例のステップ 2 では、インス
タンス ID として 0 を使用します。これは「関連項目」で示されている手順によって設定されたイ
ンスタンス ID が 0 であるためです。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

spanning-tree mst instance-id root ルート スイッチとしてスイッチを設定します。
primary
• instance-id には、単一のインスタンス、ハ
イフンで区切られた範囲のインスタンス、
例：
またはカンマで区切られた一連のインスタ
Device(config)# spanning-tree
ンスを指定できます。指定できる範囲は 0
mst 0 root primary
～ 4094 です。

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

関連トピック
ルート スイッチ, （611 ページ）
MST リージョン設定の指定と MSTP のイネーブル化（CLI）, （628 ページ）
MSTP の制約事項, （608 ページ）
ブリッジ ID、デバイス プライオリティ、および拡張システム ID, （579 ページ）
セカンダリ ルート スイッチの設定（CLI）, （631 ページ）

セカンダリ ルート スイッチの設定（CLI）
拡張システム ID をサポートするスイッチをセカンダリ ルートとして設定する場合、スイッチ プ
ライオリティはデフォルト値（32768）から 28672 に修正されます。プライマリ ルート スイッチ
で障害が発生した場合は、このスイッチが指定インスタンスのルート スイッチになる可能性があ
ります。ここでは、その他のネットワークスイッチが、デフォルトのスイッチプライオリティの
32768 を使用しているためにルート スイッチになる可能性が低いことが前提となっています。
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このコマンドを複数のスイッチに対して実行すると、複数のバックアップルートスイッチを設定
できます。spanning-tree mst instance-idroot primary グローバル コンフィギュレーション コマン
ドでプライマリ ルート スイッチを設定したときと同じネットワーク直径および hello タイム値を
使用してください。
この手順は任意です。

はじめる前に
マルチ スパニングツリー（MST）が、スイッチで指定されて有効になっている必要があります。
詳細については、関連項目を参照してください。
指定された MST インスタンス ID も把握する必要があります。この例では、インスタンス ID とし
て 0 を使用します。これは「関連項目」で示されている手順によって設定されたインスタンス ID
が 0 であるためです。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

spanning-tree mst instance-idroot セカンダリ ルート スイッチとしてスイッチを設
secondary
定します。
例：
Device(config)# spanning-tree
mst 0 root secondary

ステップ 4

end

• instance-id には、単一のインスタンス、ハ
イフンで区切られた範囲のインスタンス、
またはカンマで区切られた一連のインスタ
ンスを指定できます。指定できる範囲は 0
～ 4094 です。
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end
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関連トピック
MST リージョン設定の指定と MSTP のイネーブル化（CLI）, （628 ページ）
ルート スイッチの設定（CLI）, （630 ページ）

ポート プライオリティの設定（CLI）
ループが発生した場合、MSTP はポート プライオリティを使用して、フォワーディング ステート
にするインターフェイスを選択します。最初に選択されるインターフェイスには高いプライオリ
ティ値（小さい数値）を割り当て、最後に選択されるインターフェイスには低いプライオリティ
値（高い数値）を割り当てることができます。すべてのインターフェイスに同じプライオリティ
値が与えられている場合、MSTP はインターフェイス番号が最小のインターフェイスをフォワー
ディング ステートにし、他のインターフェイスをブロックします。

（注）

スイッチがスイッチ スタックのメンバーの場合、spanning-tree mst [instance-id] port-priority
priority インターフェイス コンフィギュレーション コマンドの代わりに、spanning-tree mst
[instance-id] cost cost インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用し、フォワー
ディング ステートにするインターフェイスを選択する必要があります。最初に選択させたい
ポートには、より小さいコスト値を割り当て、最後に選択させたいポートには、より大きいコ
スト値を割り当てることができます。詳細については、関連項目の下に表示されるパス コス
トのトピックを参照してください。
この手順は任意です。

はじめる前に
マルチ スパニングツリー（MST）が、スイッチで指定されて有効になっている必要があります。
詳細については、関連項目を参照してください。
指定された MST インスタンス ID と使用されるインターフェイスも把握する必要があります。こ
の例では、インスタンス ID として 0 を使用し、インターフェイスとして GigabitEthernet1/0/1 を使
用します。これは「関連トピック」で示されている手順によってインスタンス ID とインターフェ
イスがそのように設定されているためです。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id

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

例：
Device(config)# interface
GigabitEthernet1/0/1

ステップ 4

spanning-tree mst
ポート プライオリティを設定します。
instance-idport-priority priority
• instance-id には、単一のインスタンス、ハイフ
ンで区切られた範囲のインスタンス、またはカ
例：
ンマで区切られた一連のインスタンスを指定で
Device(config-if)#
きます。指定できる範囲は 0 ～ 4094 です。
spanning-tree mst 0
port-priority 64

• priority 値の範囲は 0 ～ 240 で、16 ずつ増加し
ます。デフォルト値は 128 です。値が小さいほ
ど、プライオリティが高くなります。
使用可能な値は、0、16、32、48、64、80、96、
112、128、144、160、176、192、208、224、240
だけです。その他の値はすべて拒否されます。

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

show spanning-tree mstinterface interface-id 特権 EXEC コマンドは、ポートがリンク アップ動作可
能状態であるかどうかの情報のみ表示します。ポートがリンクアップ動作状態になっていない場
合は、show running-config interface 特権 EXEC コマンドを使用して設定を確認できます。
関連トピック
MST リージョン設定の指定と MSTP のイネーブル化（CLI）, （628 ページ）
パス コストの設定（CLI）, （634 ページ）

パス コストの設定（CLI）
MSTP パス コストのデフォルト値は、インターフェイスのメディア速度に基づきます。ループが
発生した場合、MSTP はコストを使用して、フォワーディング ステートにするインターフェイス
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を選択します。最初に選択されるインターフェイスには低いコスト値を割り当て、最後に選択さ
れるインターフェイスには高いコスト値を割り当てることができます。すべてのインターフェイ
スに同じコスト値が与えられている場合、MSTP はインターフェイス番号が最小のインターフェ
イスをフォワーディング ステートにし、他のインターフェイスをブロックします。
この手順は任意です。

はじめる前に
マルチ スパニングツリー（MST）が、スイッチで指定されて有効になっている必要があります。
詳細については、関連項目を参照してください。
指定された MST インスタンス ID と使用されるインターフェイスも把握する必要があります。こ
の例では、インスタンス ID として 0 を使用し、インターフェイスとして GigabitEthernet1/0/1 を使
用します。これは「関連トピック」で示されている手順によってインスタンス ID とインターフェ
イスがそのように設定されているためです。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

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

ステップ 4

spanning-tree mst
instance-idcost cost
例：
Device(config-if)#
spanning-tree mst 0 cost
17031970

設定するインターフェイスを指定し、インターフェイ
ス コンフィギュレーション モードを開始します。有効
なインターフェイスには、物理ポートとポート チャネ
ル論理インターフェイスがあります。指定できるポー
トチャネルの範囲は 1 ～ 48 です。
コストを設定します。
ループが発生した場合、MSTP はパス コストを使用し
て、フォワーディング ステートにするインターフェイ
スを選択します。低いパス コストは高速送信を表しま
す。
• instance-id には、単一のインスタンス、ハイフン
で区切られた範囲のインスタンス、またはカンマ
で区切られた一連のインスタンスを指定できま
す。指定できる範囲は 0 ～ 4094 です。
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コマンドまたはアクション 目的
• cost の範囲は 1 ～ 200000000 です。デフォルト値
はインターフェイスのメディア速度から派生しま
す。
ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

show spanning-tree mst interface interface-id 特権 EXEC コマンドによって表示されるのは、リンク
アップ動作可能状態のポートの情報だけです。そうでない場合は、show running-config 特権 EXEC
コマンドを使用して設定を確認してください。
関連トピック
ポート プライオリティの設定（CLI）, （633 ページ）
MST リージョン設定の指定と MSTP のイネーブル化（CLI）, （628 ページ）

スイッチ プライオリティの設定（CLI）
スイッチのプライオリティを変更すると、スタンドアロン スイッチまたはスタック内のスイッチ
であるかに関係なく、ルートスイッチとして選択される可能性が高くなります。

（注）

このコマンドの使用には注意してください。通常のネットワーク設定では、spanning-tree mst
instance-idroot primary および spanning-tree mst instance-idroot secondary グローバル コンフィ
グレーション コマンドを使用し、スイッチをルートまたはセカンダリ ルート スイッチに指定
することを推奨します。これらのコマンドが動作しない場合にのみスイッチプライオリティを
変更する必要があります。
この手順は任意です。

はじめる前に
マルチ スパニングツリー（MST）が、スイッチで指定されて有効になっている必要があります。
詳細については、関連項目を参照してください。
使用する指定された MST インスタンス ID も把握する必要があります。この例では、インスタン
ス ID として 0 を使用します。これは「関連項目」で示されている手順によって設定されたインス
タンス ID が 0 であるためです。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
636

OL-30686-01-J

MSTP 機能の設定方法

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure
terminal

ステップ 3

spanning-tree mst
instance-idpriority priority
例：
Device(config)#
spanning-tree mst 0
priority 40960

スイッチのプライオリティを設定します。
• instance-id には、単一のインスタンス、ハイフン
で区切られた範囲のインスタンス、またはカンマ
で区切られた一連のインスタンスを指定できます。
指定できる範囲は 0 ～ 4094 です。
• priority の範囲は 0 ～ 61440 で、4096 ずつ増加し
ます。デフォルトは 32768 です。この値が低いほ
ど、スイッチがルート スイッチとして選択される
可能性が高くなります。
使用可能な値は、0、4096、8192、12288、16384、
20480、24576、28672、32768、36864、40960、
45056、49152、53248、57344、61440 です。これ
らは唯一の許容値です。

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

関連トピック
MST リージョン設定の指定と MSTP のイネーブル化（CLI）, （628 ページ）

hello タイムの設定（CLI）
helloタイムはルート スイッチによって設定メッセージが生成されて送信される時間の間隔です。
この手順は任意です。
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はじめる前に
マルチ スパニングツリー（MST）が、スイッチで指定されて有効になっている必要があります。
詳細については、関連項目を参照してください。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

spanning-tree mst hello-time
seconds
例：
Device(config)#
spanning-tree mst hello-time
4

ステップ 4

end

すべての MST インスタンスについて、hello タイ
ムを設定します。hello タイムはルート スイッチに
よって設定メッセージが生成されて送信される時
間の間隔です。このメッセージは、スイッチが活
動中であることを表します。
seconds に指定できる範囲は 1 ～ 10 です。デフォ
ルトは 3 です。
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

関連トピック
MST リージョン設定の指定と MSTP のイネーブル化（CLI）, （628 ページ）

転送遅延時間の設定（CLI）
はじめる前に
マルチ スパニングツリー（MST）が、スイッチで指定されて有効になっている必要があります。
詳細については、関連項目を参照してください。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

spanning-tree mst forward-time すべての MST インスタンスについて、転送時間
seconds
を設定します。転送遅延時間は、スパニングツリー
ラーニング ステートおよびリスニング ステートか
例：
らフォワーディング ステートに移行するまでに、
ポートが待機する秒数です。
Device(config)#
spanning-tree mst
forward-time 25

ステップ 4

end

seconds に指定できる範囲は 4 ～ 30 です。デフォ
ルトは 20 です。
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

関連トピック
MST リージョン設定の指定と MSTP のイネーブル化（CLI）, （628 ページ）

最大エージング タイムの設定（CLI）
はじめる前に
マルチ スパニングツリー（MST）が、スイッチで指定されて有効になっている必要があります。
詳細については、関連項目を参照してください。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

spanning-tree mst max-age
seconds
例：

ステップ 4

すべての MST インスタンスについて、最大経過
時間を設定します。最大エージング タイムは、
スイッチが再設定を試す前にスパニングツリー設
定メッセージを受信せずに待機する秒数です。

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

seconds に指定できる範囲は 6 ～ 40 です。デフォ
ルトは 20 です。

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

関連トピック
MST リージョン設定の指定と MSTP のイネーブル化（CLI）, （628 ページ）

最大ホップ カウントの設定（CLI）
この手順は任意です。

はじめる前に
マルチ スパニングツリー（MST）が、スイッチで指定されて有効になっている必要があります。
詳細については、関連項目を参照してください。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

spanning-tree mst max-hops
hop-count
例：
Device(config)# spanning-tree
mst max-hops 25

ステップ 4

end

BPDU を廃棄してポート用に保持していた情報
を期限切れにするまでの、リージョンでのホッ
プ数を設定します。
hop-count に指定できる範囲は 1 ～ 255 です。
デフォルト値は 20 です。
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

関連トピック
MST リージョン設定の指定と MSTP のイネーブル化（CLI）, （628 ページ）

高速移行を確実にするためのリンク タイプの指定（CLI）
ポイントツーポイント リンクでポート間を接続し、ローカル ポートが DP になると、RSTP は提
案と合意のハンドシェークを使用して別のポートと高速移行をネゴシエーションし、ループがな
いトポロジを保証します。
デフォルトの場合、リンク タイプはインターフェイスのデュプレックス モードから制御されま
す。全二重ポートはポイントツーポイント接続、半二重ポートは共有接続と見なされます。MSTP
を実行しているリモート スイッチの単一ポートに、半二重リンクを物理的にポイントツーポイン
トで接続した場合は、リンクタイプのデフォルト設定を無効にして、フォワーディングステート
への高速移行をイネーブルにすることができます。
この手順は任意です。
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はじめる前に
マルチ スパニングツリー（MST）が、スイッチで指定されて有効になっている必要があります。
詳細については、関連項目を参照してください。
指定された MST インスタンス ID と使用されるインターフェイスも把握する必要があります。こ
の例では、インスタンス ID として 0 を使用し、インターフェイスとして GigabitEthernet1/0/1 を使
用します。これは「関連トピック」で示されている手順によってインスタンス ID とインターフェ
イスがそのように設定されているためです。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id
例：
Device(config)# interface
GigabitEthernet1/0/1

ステップ 4

spanning-tree link-type
point-to-point

設定するインターフェイスを指定し、インター
フェイス コンフィギュレーション モードを開始
します。有効なインターフェイスには、物理ポー
ト、VLAN、およびポートチャネル論理インター
フェイスがあります。VLAN ID の範囲は 1 ～
4094 です。指定できるポートチャネルの範囲は
1 ～ 48 です。
ポートのリンク タイプがポイントツーポイント
であることを指定します。

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

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end
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関連トピック
MST リージョン設定の指定と MSTP のイネーブル化（CLI）, （628 ページ）

ネイバー タイプの設定（CLI）
トポロジには、先行標準に準拠したデバイスと IEEE 802.1s 標準準拠のデバイスの両方を加えるこ
とができます。デフォルトの場合、ポートは準規格デバイスを自動的に検出できますが、規格
BPDU および準規格 BPDU の両方を受信できます。デバイスとそのネイバーの間に不一致がある
場合は、CIST だけがインターフェイスで動作します。
準規格 BPDU だけを送信するようにポートを設定できます。ポートが STP 互換モードになってい
ても、すべての show コマンドで準規格フラグが表示されます。
この手順は任意です。

はじめる前に
マルチ スパニングツリー（MST）が、スイッチで指定されて有効になっている必要があります。
詳細については、関連項目を参照してください。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パ
スワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id
例：
Device(config)# interface
GigabitEthernet1/0/1

ステップ 4

spanning-tree mst pre-standard

設定するインターフェイスを指定し、イン
ターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを開始します。有効なインターフェイスに
は、物理ポートが含まれます。
ポートが準規格 BPDU だけを送信できること
を指定します。

例：
Device(config-if)# spanning-tree
mst pre-standard

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

643

MSTP 機能の設定方法

ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

関連トピック
MST リージョン設定の指定と MSTP のイネーブル化（CLI）, （628 ページ）

プロトコルの移行プロセスの再開（CLI）
この手順では、プロトコル移行プロセスを再開し、ネイバー スイッチとの再ネゴシエーションを
強制します。また、スイッチを MST モードに戻します。これは、IEEE 802.1D BPDU の受信後に
スイッチがそれらを受信しない場合に必要です。
スイッチでプロトコルの移行プロセスを再開する（隣接するスイッチで再ネゴシエーションを強
制的に行う）手順については、これらの手順に従ってください。

はじめる前に
マルチ スパニングツリー（MST）が、スイッチで指定されて有効になっている必要があります。
詳細については、関連項目を参照してください。
コマンドのインターフェイス バージョンを使用する場合は、使用する MST インターフェイスが
分かっている必要があります。この例では、インターフェイスとして GigabitEthernet1/0/1 を使用
します。それが「関連項目」で示されている手順によって設定されたインターフェイスであるか
らです。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにし
ます。パスワードを入力します（要
求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

次のいずれかのコマンドを入力します。
• clear spanning-tree detected-protocols

スイッチが MSTP モードに戻り、プ
ロトコルの移行プロセスが再開され
ます。

• clear spanning-tree
detected-protocolsinterface interface-id
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コマンドまたはアクション

目的

例：
Device# clear spanning-tree
detected-protocols

または
Device# clear spanning-tree
detected-protocols interface
GigabitEthernet1/0/1

次の作業
この手順は、スイッチでさらにレガシー IEEE 802.1D コンフィギュレーション BPDU（プロトコ
ル バージョンが 0 に設定された BPDU）を受信する場合に、繰り返しが必要なことがあります。
関連トピック
MST リージョン設定の指定と MSTP のイネーブル化（CLI）, （628 ページ）
プロトコル移行プロセス, （626 ページ）

MST の設定およびステータスのモニタリング
表 61：MST ステータスを表示するコマンド

show spanning-tree mst configuration MST リージョンの設定を表示します。
show spanning-tree mst configuration 現在の MSTCI に含まれる MD5 ダイジェストを表示しま
digest
す。
このコマンドは、リンク アップ動作 すべてのインスタンスの MST 情報を表示します。
可能状態のポートの情報を表示しま （注）
このコマンドは、リンク アップ動作可能状態の
す。
ポートの情報を表示します。
show spanning-tree mst instance-id

指定インスタンスの MST 情報を表示します。
（注）

show spanning-tree mstinterface
interface-id

このコマンドは、ポートがリンク アップ動作可
能状態の場合にのみ情報を表示します。

指定インターフェイスの MST 情報を表示します。
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MSTP に関する追加情報
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

スパニング ツリー プロトコル コマンド

LAN Switching Command
Reference, Cisco IOS XE Release
3SE（Catalyst 3850 Switches）

標準および RFC
標準/RFC

Title

なし

—

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs
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シスコのテクニカル サポート
Link

説明

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

MSTP の機能情報
リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

オプションのスパニング ツリー機能の制約事項
• PortFast は、スパニング ツリーがコンバージェンスするまでにインターフェイスが待機する
時間を最短にするため、これはエンド ステーションに接続されているインターフェイスで使
用される場合のみ有用です。他のスイッチに接続するインターフェイスで PortFast をイネー
ブルにすると、スパニングツリーのループが生じることがあります。
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• Catalyst 3850 および Catalyst 3650 スイッチの組み合わせを含むスイッチ スタックを含めるこ
とはできません。
関連トピック
PortFast のイネーブル化（CLI）, （661 ページ）
PortFast, （650 ページ）

オプションのスパニングツリー機能について
PortFast
PortFast 機能を使用すると、アクセス ポートまたはトランク ポートとして設定されているインター
フェイスが、リスニング ステートおよびラーニング ステートを経由せずに、ブロッキング ステー
トから直接フォワーディング ステートに移行します。
1 台のワークステーションまたはサーバに接続されているインターフェイス上で PortFast を使用す
ると、スパニングツリーが収束するのを待たずにデバイスをすぐにネットワークに接続できます。
図 29：PortFast がイネーブルなインターフェイス

1 台のワークステーションまたはサーバに接続されたインターフェイスがブリッジ プロトコル
データ ユニット（BPDU）を受信しないようにする必要があります。スイッチを再起動すると、
PortFast がイネーブルに設定されているインターフェイスは通常のスパニングツリー ステータス
の遷移をたどります。
インターフェイスまたはすべての非トランク ポートでイネーブルにして、この機能をイネーブル
にできます。
関連トピック
PortFast のイネーブル化（CLI）, （661 ページ）
オプションのスパニング ツリー機能の制約事項, （649 ページ）
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BPDU ガード
ブリッジ プロトコル データ ユニット（BPDU）ガード機能はスイッチ上でグローバルにイネーブ
ルにすることも、ポート単位でイネーブルにすることもできます。ただし、これらの動作は次の
点で異なります。
PortFast エッジ対応ポート上でグローバル レベルで BPDU ガードをイネーブルにすると、スパニ
ング ツリーは、BPDU が受信されると、PortFast エッジ動作ステートのポートをシャット ダウン
します。有効な設定では、PortFast エッジ対応ポートは BPDU を受信しません。PortFast エッジ対
応ポートが BPDU を受信した場合は、許可されていないデバイスの接続などの無効な設定が存在
することを示しており、BPDU ガード機能によってポートは error-disabled ステートになります。
この状態になると、スイッチは違反が発生したポート全体をシャットダウンします。
PortFast エッジ機能をイネーブルにせずにインターフェイス レベルでポート上の BPDU ガードを
イネーブルにした場合、ポートが BPDU を受信すると、error-disabled ステートになります。
インターフェイスを手動で再び動作させなければならない場合、無効な設定を防ぐには、BPDU
ガード機能が役に立ちます。サービスプロバイダーネットワーク内でアクセスポートがスパニン
グツリーに参加しないようにするには、BPDU ガード機能を使用します。
関連トピック
BPDU ガードのイネーブル化（CLI）, （663 ページ）

BPDU フィルタリング
BPDU フィルタリング機能はスイッチ上でグローバルにイネーブルにすることも、インターフェ
イス単位でイネーブルにすることもできます。ただし、これらの動作は次の点で異なります。
グローバル レベルでは、PortFast エッジ対応インターフェイスで BPDU フィルタリングをイネー
ブルにすると、PortFast エッジ動作ステートにあるインターフェイスでの BPDU の送受信が防止
されます。ただし、リンクが確立してからスイッチが発信 BPDU のフィルタリングを開始するま
での間に、このインターフェイスから BPDU がいくつか送信されます。これらのインターフェイ
スに接続されたホストが BPDU を受信しないようにするには、スイッチ上で BPDU フィルタリン
グをグローバルにイネーブルにする必要があります。PortFast エッジ対応インターフェイスでは、
BPDU を受信すると、PortFast エッジ動作ステートが解除され、BPDU フィルタリングがディセー
ブルになります。
PortFast エッジ機能をイネーブルにせずに、インターフェイスで BPDU フィルタリングをイネー
ブルにすると、インターフェイスでの BPDU の送受信が防止されます。

注意

BPDU フィルタリングを特定のインターフェイス上でイネーブルにすることは、そのインター
フェイス上でスパニングツリーをディセーブルにすることと同じであり、スパニングツリー
ループが発生することがあります。
スイッチ全体または 1 つのインターフェイスで BPDU フィルタリング機能をイネーブルにできま
す。
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関連トピック
BPDU フィルタリングのイネーブル化（CLI）, （665 ページ）

UplinkFast
階層型ネットワークに配置されたスイッチは、バックボーン スイッチ、ディストリビューション
スイッチ、およびアクセス スイッチに分類できます。この複雑なネットワークには、ディストリ
ビューション スイッチとアクセス スイッチがあり、ループを防止するために、スパニング ツリー
がブロックする冗長リンクが少なくとも 1 つあります。
図 30：階層型ネットワークのスイッチ

スイッチの接続が切断されると、スイッチはスパニングツリーが新しいルート ポートを選択する
と同時に代替パスの使用を開始します。リンクやスイッチに障害が発生した場合、またはスパニ
ングツリーが UplinkFast のイネーブル化によって自動的に再設定された場合に、新しいルート ポー
トを短時間で選択できます。ルート ポートは、通常のスパニングツリー手順とは異なり、リスニ
ング ステートおよびラーニング ステートを経由せず、ただちにフォワーディング ステートに移
行します。
スパニングツリーが新規ルート ポートを再設定すると、他のインターフェイスはネットワークに
マルチキャスト パケットをフラッディングし、インターフェイス上で学習した各アドレスにパ
ケットを送信します。max-update-rate パラメータの値を小さくすることで、これらのマルチキャ
スト トラフィックのバーストを制限できます（このパラメータはデフォルトで毎秒 150 パケット
です）。ただし、0 を入力すると、ステーション学習フレームが生成されないので、接続切断後
スパニングツリー トポロジがコンバージェンスする速度が遅くなります。
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（注）

UplinkFast は、ネットワークのアクセスまたはエッジに位置する、ワイヤリング クローゼット
のスイッチで非常に有効です。バックボーン デバイスには適していません。他のアプリケー
ションにこの機能を使用しても、有効とは限りません。
UplinkFast は、直接リンク障害発生後に高速コンバージェンスを行い、アップリンク グループを
使用して、冗長レイヤ 2 リンク間でロード バランシングを実行します。アップリンク グループ
は、（VLAN ごとの）レイヤ 2 インターフェイスの集合であり、いかなるときも、その中の 1 つ
のインターフェイスだけが転送を行います。つまり、アップリンク グループは、（転送を行う）
ルート ポートと、（セルフループを行うポートを除く）ブロックされたポートの集合で構成され
ます。アップリンク グループは、転送中のリンクで障害が起きた場合に代替パスを提供します。
このトポロジにはリンク障害がありません。ルート スイッチであるスイッチ A は、リンク L1 を
介してスイッチ B に、リンク L2 を介してスイッチ C に直接接続されています。スイッチ B に直
接接続されているスイッチ C のレイヤ 2 インターフェイスは、ブロッキング ステートです。
図 31：直接リンク障害が発生する前の UplinkFast の例

スイッチ C が、ルート ポートの現在のアクティブ リンクである L2 でリンク障害（直接リンク障
害）を検出すると、UplinkFast がスイッチ C でブロックされていたインターフェイスのブロック
を解除し、リスニングステートおよびラーニングステートを経由せずに、直接フォワーディング
ステートに移行させます。この切り替えに必要な時間は、約 1 ～ 5 秒です。
図 32：直接リンク障害が発生したあとの UplinkFast の例
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関連トピック
MST リージョン設定の指定と MSTP のイネーブル化（CLI）, （628 ページ）
MSTP 設定時の注意事項, （610 ページ）
MST リージョン, （612 ページ）
冗長リンクで使用するための UplinkFast のイネーブル化（CLI）, （666 ページ）
高速コンバージェンスを発生させるイベント, （656 ページ）

クロススタック UplinkFast
クロススタック UplinkFast（CSUF）は、スイッチ スタック全体にスパニングツリー高速移行（通
常のネットワーク状態の下では 1 秒未満の高速コンバージェンス）を提供します。高速移行の間
は、スタック上の代替冗長リンクがフォワーディング ステートになり、一時的なスパニングツ
リー ループもバックボーンへの接続の損失も発生させません。一部の設定では、この機能によ
り、冗長性と復元力を備えたネットワークが得られます。CSUF は UplinkFast 機能をイネーブルに
すると、自動的にイネーブルになります。
CSUF で高速移行が得られない場合もあります。この場合は、通常のスパニングツリー移行が発
生し、30 ～ 40 秒以内に完了します。詳細については、「関連項目」を参照してください。
関連トピック
冗長リンクで使用するための UplinkFast のイネーブル化（CLI）, （666 ページ）
高速コンバージェンスを発生させるイベント, （656 ページ）

クロススタック UplinkFast の動作
クロススタック UplinkFast（CSUF）によって、ルートへのパスとしてスタック内で 1 つのリンク
が確実に選択されます。
スイッチ 1 のスタックルート ポートは、スパニングツリーのルートへパスを提供しています。ス
イッチ 2 およびスイッチ 3 の代替スタックルート ポートは、現在のスタックルート スイッチに障
害が発生したか、またはそのスパニングツリー ルートへのリンクに障害が発生した場合に、スパ
ニングツリー ルートへの代替パスを提供できます。
ルート リンクである Link 1 は、スパニングツリー フォワーディング ステートになっています。
Link 2 と Link 3 は、スパニングツリー ブロッキング ステートになっている代替冗長リンクです。
スイッチ 1 に障害が発生したか、そのスタック ルート ポートに障害が発生したか、または Link 1
に障害が発生した場合には、CSUF が、1 秒未満でスイッチ 2 またはスイッチ 3 のいずれかにある
代替スタックルート ポートを選択して、それをフォワーディング ステートにします。
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図 33：クロススタック UplinkFast トポロジ

特定のリンク損失またはスパニングツリー イベントが発生した場合（次のトピックを参照）、Fast
Uplink Transition Protocol は、ネイバー リストを使用して、高速移行要求をスタック メンバーに送
信します。
高速移行要求を送信するスイッチは、ルート ポートとして選択されたポートをフォワーディング
ステートへ高速移行する必要があります。また、高速移行を実行するには、事前に各スタックか
ら確認応答を取得しておく必要があります。
スタック内の各スイッチが、ルート、コスト、およびブリッジ ID を比較することにより、このス
パニングツリーインスタンスのスタックルートとなるよりも送信スイッチの方がよりよい選択肢
であるかどうかを判断します。スタック ルートとして送信スイッチが最も良い選択である場合
は、スタック内の各スイッチが確認応答を返します。それ以外の場合は、高速移行要求を送信し
ます。この時点では、送信スイッチは、すべてのスタック スイッチから確認応答を受け取ってい
ません。
すべてのスタック スイッチから確認応答を受け取ると、送信スイッチの Fast Uplink Transition
Protocol は代替スタックルート ポートをすぐにフォワーディング ステートに移行させます。送信
スイッチがすべてのスタック スイッチからの確認応答を取得しなかった場合、通常のスパニング
ツリー移行（ブロッキング、リスニング、ラーニング、およびフォワーディング）が行われ、ス
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パニングツリー トポロジが通常のレート（2 × 転送遅延時間 + 最大エージング タイム）で収束し
ます。
Fast Uplink Transition Protocol は、VLAN ごとに実装されており、一度に 1 つのスパニングツリー
インスタンスにしか影響しません。
関連トピック
冗長リンクで使用するための UplinkFast のイネーブル化（CLI）, （666 ページ）
高速コンバージェンスを発生させるイベント, （656 ページ）

高速コンバージェンスを発生させるイベント
CSUF 高速コンバージェンスは、ネットワーク イベントまたはネットワーク障害に応じて、発生
する場合もあれば発生しない場合もあります。
高速コンバージェンス（通常のネットワーク状態で 1 秒未満）は、次のような状況で発生します。
• スタック ルート ポート リンクに障害が発生した。
スタック内の 2 つのスイッチがルートへの代替パスを持つ場合、それらのスイッチの片方だ
けが高速移行を行います。
• スタック ルートをスパニングツリー ルートに接続するリンクに障害が発生し、回復した。
• ネットワークの再設定により、新しいスタックルート スイッチが選択された。
• ネットワークの再設定により、現在のスタックルート スイッチ上で新しいポートがスタック
ルート ポートとして選択された。

（注）

複数のイベントが同時に発生すると、高速移行が行われなくなる場合もあり
ます。たとえば、スタック メンバの電源がオフになり、それと同時にスタッ
ク ルートをスパニングツリー ルートに接続しているリンクが回復した場合、
通常のスパニングツリー コンバージェンスが発生します。

通常のスパニングツリー コンバージェンス（30 ～ 40 秒）は、次のような状況で発生します。
• スタック ルート スイッチの電源がオフになったか、またはソフトウェアに障害が発生した。
• 電源がオフになっていたか、または障害が発生していたスタック ルート スイッチの電源が
入った。
• スタック ルートになる可能性のある新しいスイッチがスタックに追加された。
関連トピック
冗長リンクで使用するための UplinkFast のイネーブル化（CLI）, （666 ページ）
UplinkFast, （652 ページ）
クロススタック UplinkFast, （654 ページ）
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クロススタック UplinkFast の動作, （654 ページ）

BackboneFast
BackboneFast は、バックボーンのコアにおける間接障害を検出します。BackboneFast は、UplinkFast
機能を補完するテクノロジーです。UplinkFast は、アクセス スイッチに直接接続されたリンクの
障害に対応します。BackboneFast は、最大エージング タイマーを最適化します。最大エージング
タイマーによって、スイッチがインターフェイスで受信したプロトコル情報を保存しておく時間
の長さが制御されます。スイッチが別のスイッチの指定ポートから下位 BPDU を受信した場合、
BPDU は他のスイッチでルートまでのパスが失われた可能性を示すシグナルとなり、BackboneFast
はルートまでの別のパスを見つけようとします。
スイッチのルート ポートまたはブロックされたインターフェイスが、指定スイッチから下位 BPDU
を受け取ると、BackboneFast が開始します。下位 BPDU は、ルート ブリッジと指定スイッチの両
方を宣言しているスイッチを識別します。スイッチが下位 BPDU を受信した場合、そのスイッチ
が直接接続されていないリンク（間接リンク）で障害が発生したことを意味します（指定スイッ
チとルート スイッチ間の接続が切断されています）。スパニングツリーのルールに従い、スイッ
チは最大エージング タイム（デフォルトは 20 秒）の間、下位 BPDU を無視します。
スイッチは、ルート スイッチへの代替パスの有無を判別します。下位 BPDU がブロック インター
フェイスに到達した場合、スイッチ上のルート ポートおよび他のブロック インターフェイスが
ルート スイッチへの代替パスになります（セルフループ ポートはルート スイッチの代替パスと
は見なされません）。下位 BPDU がルート ポートに到達した場合には、すべてのブロック イン
ターフェイスがルート スイッチへの代替パスになります。下位 BPDU がルート ポートに到達し、
しかもブロックインターフェイスがない場合、スイッチはルートスイッチへの接続が切断された
ものと見なし、ルートポートの最大エージングタイムが経過するまで待ち、通常のスパニングツ
リー ルールに従ってルート スイッチになります。
スイッチが代替パスでルート スイッチに到達できる場合、スイッチはその代替パスを使用して、
Root Link Query（RLQ）要求を送信します。スイッチは、スタック メンバーがルート スイッチへ
の代替ルートを持つかどうかを学習するために、すべての代替パスに RLQ要求を送信し、ネット
ワーク内およびスタック内の他のスイッチからの RLQ応答を待機します。スイッチは、すべての
代替パスに RLQ 要求を送信し、ネットワーク内の他のスイッチからの RLQ 応答を待機します。
スタック メンバが、ブロック インターフェイス上の非スタック メンバから RLQ 応答を受信し、
その応答が他の非スタックスイッチ宛てのものであった場合、そのスタックメンバは、スパニン
グツリー インターフェイス ステートに関係なく、その応答パケットを転送します。
スタック メンバが非スタック メンバから RLQ 応答を受信し、その応答がスタック宛てのもので
あった場合、そのスタックメンバは、他のすべてのスタックメンバがその応答を受信するように
その応答を転送します。
ルートへの代替パスがまだ存在していると判断したスイッチは、下位 BPDU を受信したインター
フェイスの最大エージングタイムが経過するまで待ちます。ルートスイッチへのすべての代替パ
スが、スイッチとルート スイッチ間の接続が切断されていることを示している場合、スイッチは
RLQ 応答を受信したインターフェイスの最大エージング タイムを満了させます。1 つまたは複数
の代替パスからルート スイッチへ引き続き接続できる場合、スイッチは下位 BPDU を受信したす
べてのインターフェイスを指定ポートにして、（ブロッキング ステートになっていた場合）ブ
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ロッキング ステートを解除し、リスニング ステート、ラーニング ステートを経てフォワーディ
ング ステートに移行させます。
これは、リンク障害が発生していないトポロジ例です。ルート スイッチであるスイッチ A はリン
ク L1 を介してスイッチ B に、リンク L2 を介してスイッチ C に直接接続されています。スイッチ
B に直接接続されているスイッチ C のレイヤ 2 インターフェイスは、ブロッキング ステートで
す。
図 34：間接リンク障害が発生する前の BackboneFast の例

リンク L1 で障害が発生した場合、スイッチ C はリンク L1 に直接接続されていないので、この障
害を検出できません。一方スイッチ B は、L1 によってルート スイッチに直接接続されているた
め障害を検出し、スイッチ B 自身をルートとして選定して、自らをルートとして特定した状態で
BPDU をスイッチ C へ送信し始めます。スイッチ B から下位 BPDU を受信したスイッチ C は、間
接障害が発生していると見なします。この時点で、BackboneFast は、スイッチ C のブロック イン
ターフェイスを、インターフェイスの最大エージング タイムが満了するまで待たずに、ただちに
リスニング ステートに移行させます。BackboneFast は、次に、スイッチ C のレイヤ 2 インター
フェイスをフォワーディング ステートに移行させ、スイッチ B からスイッチ A へのパスを提供し
ます。ルートスイッチの選択には約 30 秒必要です。これは転送遅延時間がデフォルトの 15 秒に
設定されていればその倍の時間です。BackboneFast がリンク L1 で発生した障害に応じてトポロジ
を再設定します。
図 35：間接リンク障害が発生したあとの BackboneFast の例
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新しいスイッチがメディア共有型トポロジに組み込まれた場合、認識された指定スイッチ（スイッ
チ B）から下位 BPDU が届いていないので、BackboneFast はアクティブになりません。新しいス
イッチは、自身がルート スイッチであることを伝える下位 BPDU の送信を開始します。ただし、
他のスイッチはこれらの下位 BPDU を無視し、新しいスイッチはスイッチ B がルート スイッチで
あるスイッチ A への指定スイッチであることを学習します。
図 36：メディア共有型トポロジにおけるスイッチの追加

関連トピック
MST リージョン設定の指定と MSTP のイネーブル化（CLI）, （628 ページ）
MSTP 設定時の注意事項, （610 ページ）
MST リージョン, （612 ページ）
BackboneFast をイネーブル化（CLI）, （669 ページ）

EtherChannel ガード
EtherChannel ガードを使用すると、スイッチと接続したデバイス間での EtherChannel の設定の矛
盾を検出できます。スイッチ インターフェイスは EtherChannel として設定されているものの、も
う一方のデバイスのインターフェイスではその設定が行われていない場合、設定の矛盾が発生し
ます。また、EtherChannel の両端でチャネルのパラメータが異なる場合にも、設定の矛盾が発生
します。
スイッチが、他のデバイス上で設定の矛盾を検出した場合、EtherChannel ガードは、スイッチの
インターフェイスを errdisable ステートにし、エラー メッセージを表示します。
関連トピック
EtherChannel ガードのイネーブル化（CLI）, （670 ページ）
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ルート ガード
サービス プロバイダー（SP）のレイヤ 2 ネットワークには、SP 以外が所有するスイッチへの接
続が多く含まれている場合があります。このようなトポロジでは、スパニングツリーが再構成さ
れ、カスタマースイッチをルートスイッチとして選択する可能性があります。この状況を防ぐに
は、カスタマー ネットワーク内のスイッチに接続する SP スイッチ インターフェイス上でルート
ガード機能をイネーブルに設定します。スパニングツリーの計算によってカスタマー ネットワー
ク内のインターフェイスがルートポートとして選択されると、ルートガードがそのインターフェ
イスを root-inconsistent（ブロッキング）ステートにして、カスタマーのスイッチがルート スイッ
チにならないようにするか、ルートへのパスに組み込まれないようにします。
図 37：サービス プロバイダー ネットワークのルート ガード

SP ネットワーク外のスイッチがルート スイッチになると、インターフェイスがブロックされ
（root-inconsistent ステートになり）、スパニングツリーが新しいルート スイッチを選択します。
カスタマーのスイッチがルート スイッチになることはありません。ルートへのパスに組み込まれ
ることもありません。
スイッチが MST モードで動作している場合、ルート ガードが強制的にそのインターフェイスを
指定ポートにします。また、境界ポートがルート ガードによって Internal Spanning-Tree（IST）イ
ンスタンスでブロックされている場合にも、このインターフェイスはすべての MST インスタンス
でもブロックされます。境界ポートは、指定スイッチが IEEE 802.1D スイッチまたは異なる MST
リージョン設定を持つスイッチのいずれかである LAN に接続されるインターフェイスです。
1 つのインターフェイス上でルート ガードをイネーブルにすると、そのインターフェイスが所属
するすべての VLAN にルート ガードが適用されます。VLAN は、MST インスタンスに対してグ
ループ化された後、マッピングされます。
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注意

ルート ガード機能を誤って使用すると、接続が切断されることがあります。

関連トピック
ルート ガードのイネーブル化（CLI）, （671 ページ）

ループ ガード
ループガードを使用すると、代替ポートまたはルートポートが、単一方向リンクの原因となる障
害によって指定ポートになることを防ぎます。この機能は、スイッチド ネットワーク全体でイ
ネーブルにした場合に最も効果があります。ループ ガードによって、代替ポートおよびルート
ポートが指定ポートになることが防止され、スパニングツリーがルート ポートまたは代替ポート
で BPDU を送信することはありません。
スイッチが PVST+ または Rapid PVST+ モードで動作している場合、ループ ガードによって、代
替ポートおよびルート ポートが指定ポートになることが防止され、スパニングツリーがルート
ポートまたは代替ポートで BPDU を送信することはありません。
スイッチが MST モードで動作しているとき、ループ ガードによってすべての MST インスタンス
でインターフェイスがブロックされている場合でのみ、非境界ポートで BPDU を送信しません。
境界ポートでは、ループ ガードがすべての MST インスタンスでインターフェイスをブロックし
ます。
関連トピック
ループ ガードのイネーブル化（CLI）, （672 ページ）

オプションのスパニングツリー機能の設定方法
PortFast のイネーブル化（CLI）
PortFast 機能がイネーブルに設定されているインターフェイスは、標準の転送遅延時間の経過を待
たずに、すぐにスパニングツリー フォワーディング ステートに移行されます。
音声 VLAN 機能をイネーブルにすると、PortFast 機能が自動的にイネーブルになります。音声
VLAN をディセーブルにしても、PortFast 機能は自動的にディセーブルになりません。
スイッチで PVST+、Rapid PVST+、または MSTP が稼働している場合、この機能をイネーブルに
できます。
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注意

PortFast を使用するのは、1 つのエンド ステーションがアクセス ポートまたはトランク ポート
に接続されている場合に限定されます。スイッチまたはハブに接続するインターフェイス上で
この機能をイネーブルにすると、スパニングツリーがネットワーク ループを検出または阻止
できなくなり、その結果、ブロードキャスト ストームおよびアドレス ラーニングの障害が起
きる可能性があります。
この手順は任意です。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクショ
ン

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure
terminal

ステップ 3

interface interface-id

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

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

ステップ 4

spanning-tree portfast
[trunk]

単一ワーク ステーションまたはサーバに接続されたア
クセス ポート上で PortFast をイネーブルにします。

例：

trunk キーワードを指定すると、トランク ポート上で
PortFast をイネーブルにできます。

Device(config-if)#
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コマンドまたはアクショ
ン

目的

spanning-tree portfast
trunk

（注）

トランク ポートで PortFast をイネーブルにす
るには、spanning-tree portfast trunk インター
フェイス コンフィギュレーション コマンドを
使用する必要があります。spanning-tree
portfast コマンドは、トランク ポート上では
機能しないためです。

トランク ポート上で PortFast をイネーブルに
する場合は、事前に、トランク ポートとワー
クステーションまたはサーバの間にループが
ないことを確認してください。
デフォルトでは、PortFast はすべてのインターフェイス
でディセーブルです。
ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

次の作業
spanning-tree portfast default グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用すると、すべて
の非トランク ポート上で PortFast 機能をグローバルにイネーブルにできます。
関連トピック
PortFast, （650 ページ）
オプションのスパニング ツリー機能の制約事項, （649 ページ）

BPDU ガードのイネーブル化（CLI）
スイッチで PVST+、Rapid PVST+、または MSTP が稼働している場合、BPDU ガード機能をイネー
ブルにできます。

注意

PortFast エッジは、エンド ステーションに接続するインターフェイスのみに設定します。それ
以外に設定すると、予期しないトポロジ ループが原因でデータのパケット ループが発生し、
スイッチおよびネットワークの動作が妨げられることがあります。
この手順は任意です。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
パスワードを入力します（要求された場
合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

spanning-tree portfast edge
bpduguard default

BPDU ガードをグローバルにイネーブルに
します。

例：

BPDU ガードは、デフォルトではディセー
ブルに設定されています。

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

ステップ 4

interface interface-id
例：

エンド ステーションに接続するインター
フェイスを指定し、インターフェイス コン
フィギュレーション モードを開始します。

Device(config)# interface
gigabitethernet1/0/2

ステップ 5

spanning-tree portfast edge

PortFast エッジ機能をイネーブルにします。

例：
Device(config-if)# spanning-tree
portfast edge

ステップ 6

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

次の作業
ポートのシャットダウンを防ぐには、errdisable detect cause bpduguard shutdown vlan グローバル
コンフィギュレーションコマンドを使用すると、違反の発生時にポートで問題になっているVLAN
のみをシャットダウンできます。
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PortFast エッジ機能をイネーブルにしなくても、spanning-tree bpduguard enable インターフェイ
ス コンフィギュレーション コマンドを使用して、任意のポートで BPDU ガードをイネーブルにす
ることもできます。BPDU を受信したポートは、errdisable ステートになります。
関連トピック
BPDU ガード, （651 ページ）

BPDU フィルタリングのイネーブル化（CLI）
PortFast エッジ機能をイネーブルにしなくても、spanning-tree bpdufilter enable インターフェイス
コンフィギュレーション コマンドを使用して、任意のインターフェイスで BPDU フィルタリング
をイネーブルにすることもできます。このコマンドを実行すると、インターフェイスは BPDU を
送受信できなくなります。

注意

BPDU フィルタリングを特定のインターフェイス上でイネーブルにすることは、そのインター
フェイス上でスパニングツリーをディセーブルにすることと同じであり、スパニングツリー
ループが発生することがあります。
スイッチで PVST+、Rapid PVST+、または MSTP が稼働している場合、BPDU フィルタリング機
能をイネーブルにできます。

注意

PortFast エッジは、エンド ステーションに接続するインターフェイスのみに設定します。それ
以外に設定すると、予期しないトポロジ ループが原因でデータのパケット ループが発生し、
スイッチおよびネットワークの動作が妨げられることがあります。
この手順は任意です。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パ
スワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

spanning-tree portfast edge
bpdufilter default

BPDU フィルタリングをグローバルにイネー
ブルにします。

例：

BPDU フィルタリングは、デフォルトでは
ディセーブルに設定されています。

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

ステップ 4

interface interface-id
例：

エンドステーションに接続するインターフェ
イスを指定し、インターフェイス コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

Device(config)# interface
gigabitethernet1/0/2

ステップ 5

spanning-tree portfast edge

指定したインターフェイスで PortFast エッジ
機能をイネーブルにします。

例：
Device(config-if)# spanning-tree
portfast edge

ステップ 6

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

関連トピック
BPDU フィルタリング, （651 ページ）

冗長リンクで使用するための UplinkFast のイネーブル化（CLI）
（注）

UplinkFast をイネーブルにすると、スイッチまたはスイッチ スタックのすべての VLAN に影
響します。個々の VLAN について UplinkFast を設定することはできません。
Rapid PVST+ または MSTP に対して UplinkFast または Cross-Stack UplinkFast（CSUF）機能を設定
できますが、この機能は、スパニングツリーのモードを PVST+ に変更するまではディセーブル
（非アクティブ）になったままです。
この手順は任意です。UplinkFast および CSUF をイネーブルにするには、次の手順に従います。

はじめる前に
スイッチ プライオリティが設定されている VLAN 上で UplinkFast をイネーブルにすることはでき
ません。スイッチ プライオリティが設定されている VLAN 上で UplinkFast をイネーブルにする場
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合は、最初に no spanning-tree vlan vlan-idpriority グローバル コンフィギュレーション コマンドを
使用することによって、VLAN のスイッチ プライオリティをデフォルト値に戻す必要がありま
す。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

spanning-tree uplinkfast
[max-update-rate
pkts-per-second]

UplinkFast をイネーブルにします。

例：

0 を入力すると、ステーション学習フレームが生成
されないので、接続切断後スパニングツリー トポ
ロジがコンバージェンスする速度が遅くなります。

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

（任意）pkts-per-second に指定できる範囲は毎秒 0
～ 32000 パケットです。デフォルト値は 150 です。

このコマンドを入力すると、すべての非スタック
ポート インターフェイス上で CSUF もイネーブル
になります。
ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

UplinkFast をイネーブルにすると、すべての VLAN のスイッチ プライオリティは 49152 に設定さ
れます。UplinkFast をイネーブルにする場合、または UplinkFast がすでにイネーブルに設定されて
いる場合に、パス コストを 3000 未満の値に変更すると、すべてのインターフェイスおよび VLAN
トランクのパス コストが 3000 だけ増加します（パス コストを 3000 以上の値に変更した場合、パ
ス コストは変更されません）。スイッチ プライオリティおよびパス コストを変更すると、スイッ
チがルート スイッチになる可能性が低くなります。
デフォルト値を変更していない場合、UplinkFast をディセーブルにすると、すべての VLAN のス
イッチ プライオリティとすべてのインターフェイスのパス コストがデフォルト値に設定されま
す。
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次の手順に従って UplinkFast 機能をイネーブルにすると、CSUF は非スタック ポート インターフェ
イスで自動的にグローバルにイネーブルになります。
関連トピック
UplinkFast, （652 ページ）
クロススタック UplinkFast, （654 ページ）
クロススタック UplinkFast の動作, （654 ページ）
高速コンバージェンスを発生させるイベント, （656 ページ）

UplinkFast のディセーブル化（CLI）
この手順は任意です。
UplinkFast および Cross-Stack UplinkFast（SUF）をディセーブルにするには、次の手順に従いま
す。

はじめる前に
UplinkFast を有効にする必要があります。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
パスワードを入力します（要求された場
合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

no spanning-tree uplinkfast
例：

スイッチおよびそのスイッチのすべての
VLAN で UplinkFast および CSUF をディセー
ブルにします。

Device(config)# no spanning-tree
uplinkfast

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end
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デフォルト値を変更していない場合、UplinkFast をディセーブルにすると、すべての VLAN のス
イッチ プライオリティとすべてのインターフェイスのパス コストがデフォルト値に設定されま
す。
次の手順に従って UplinkFast 機能をディセーブルにすると、CSUF は非スタック ポート インター
フェイスで自動的にグローバルにディセーブルになります。

BackboneFast をイネーブル化（CLI）
BackboneFast をイネーブルにすると、間接リンク障害を検出し、スパニングツリーの再構成をよ
り早く開始できます。
Rapid PVST+ または MSTP に対して BackboneFast 機能を設定できます。ただし、スパニングツリー
モードを PVST+ に変更するまで、この機能はディセーブル（非アクティブ）のままです。
この手順は任意です。スイッチ上で BackboneFast をイネーブルにするには、次の手順に従います。

はじめる前に
BackboneFast を使用する場合は、ネットワーク上のすべてのスイッチでイネーブルする必要があ
ります。BackboneFast は、トークンリング VLAN ではサポートされません。この機能は他社製ス
イッチでの使用にサポートされています。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権EXECモードをイネーブルにします。
パスワードを入力します（要求された場
合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

spanning-tree backbonefast

BackboneFast をイネーブルにします。

例：
Device(config)# spanning-tree
backbonefast

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end
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関連トピック
BackboneFast, （657 ページ）

EtherChannel ガードのイネーブル化（CLI）
スイッチで PVST+、Rapid PVST+、または MSTP が稼働している場合、EtherChannel の設定の矛
盾を検出する EtherChannel ガード機能をイネーブルにできます。
この手順は任意です。
スイッチで EtherChannel ガードをイネーブルにするには、次の手順に従います。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにしま
す。パスワードを入力します（要求され
た場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバルコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

spanning-tree etherchannel guard
misconfig

EtherChannel ガードをイネーブルにしま
す。

例：
Device(config)# spanning-tree
etherchannel guard misconfig

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

次の作業
show interfaces status err-disabled 特権 EXEC コマンドを使用することで、EtherChannel の設定矛
盾が原因でディセーブルになっているスイッチ ポートを表示できます。リモート デバイス上で
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は、show etherchannel summary 特権 EXEC コマンドを使用して、EtherChannel の設定を確認でき
ます。
設定を修正した後、誤って設定していたポート チャネル インターフェイス上で、shutdown およ
び no shutdown インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力してください。
関連トピック
EtherChannel ガード, （659 ページ）

ルート ガードのイネーブル化（CLI）
1 つのインターフェイス上でルート ガードをイネーブルにすると、そのインターフェイスが所属
するすべての VLAN にルート ガードが適用されます。UplinkFast 機能が使用するインターフェイ
スで、ルート ガードをイネーブルにしないでください。UplinkFast を使用すると、障害発生時に
（ブロック ステートの）バックアップ インターフェイスがルート ポートになります。ただし、
同時にルート ガードもイネーブルになっていた場合は、UplinkFast 機能が使用するすべてのバッ
クアップ インターフェイスが root-inconsistent（ブロック）ステートになり、フォワーディング ス
テートに移行できなくなります。

（注）

ルート ガードとループ ガードの両方を同時にイネーブルにすることはできません。
スイッチで PVST+、Rapid PVST+、または MSTP が稼働している場合、この機能をイネーブルに
できます。
この手順は任意です。
スイッチ上でルート ガードをイネーブルにするには、次の手順に従います。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パ
スワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

interface interface-id

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

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

ステップ 4

spanning-tree guard root
例：
Device(config-if)#
spanning-tree guard root

ステップ 5

end

インターフェイス上でルート ガードをイネー
ブルにします。
デフォルトでは、ルート ガードはすべてのイ
ンターフェイスでディセーブルです。
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

関連トピック
ルート ガード, （660 ページ）

ループ ガードのイネーブル化（CLI）
ループガードを使用すると、代替ポートまたはルートポートが、単一方向リンクの原因となる障
害によって指定ポートになることを防ぎます。この機能は、スイッチド ネットワーク全体に設定
した場合に最も効果があります。ループ ガードは、スパニングツリーがポイントツーポイントと
見なすインターフェイス上でのみ動作します。

（注）

ループ ガードとルート ガードの両方を同時にイネーブルにすることはできません。
スイッチで PVST+、Rapid PVST+、または MSTP が稼働している場合、この機能をイネーブルに
できます。
この手順は任意です。スイッチでループ ガードをイネーブルにするには、次の手順に従います。

手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1

目的

次のいずれかのコマンドを入力します。 どのインターフェイスが代替ポートま
たはルート ポートであるかを確認しま
• show spanning-tree active
す。
• show spanning-tree mst
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コマンドまたはアクション

目的

例：
Device# show spanning-tree active

または
Device# show spanning-tree mst

ステップ 2

グローバル コンフィギュレーション
モードを開始します。

configure terminal
例：
Device# configure terminal

ステップ 3

spanning-tree loopguard default

ループ ガードをイネーブルにします。

例：

ループ ガードは、デフォルトではディ
セーブルに設定されています。

Device(config)# spanning-tree
loopguard default

ステップ 4

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Device(config)# end

関連トピック
ループ ガード, （661 ページ）

スパニングツリー ステータスのモニタリング
表 62：スパニングツリー ステータスをモニタリングするコマンド

コマンド

目的

show spanning-tree active

アクティブインターフェイスに関するスパニングツリー
情報だけを表示します。

show spanning-tree detail

インターフェイス情報の詳細サマリーを表示します。

show spanning-tree interface interface-id 指定したインターフェイスのスパニングツリー情報を表
示します。
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コマンド

目的

show spanning-tree mst interface
interface-id

指定インターフェイスの MST 情報を表示します。

show spanning-tree summary [totals]

インターフェイス ステートのサマリーを表示します。
またはスパニングツリー ステート セクションのすべて
の行を表示します。

show spanning-tree mst interface
interface-idportfast edge

指定したインターフェイスのスパニングツリー portfast
情報を表示します。

オプションのスパニング ツリー機能に関する追加情報
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

スパニング ツリー プロトコル コマンド

LAN Switching Command Reference,
Cisco IOS XE Release 3SE ( Catalyst 3850
Switches).

標準および RFC
標準/RFC

Title

なし

—

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs
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シスコのテクニカル サポート
Link

説明

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

オプションのスパニングツリー機能の機能情報
リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

EtherChannel の制約事項
次に、EtherChannels の制約事項を示します。
• EtherChannel のすべてのポートは同じ VLAN に割り当てるか、またはトランク ポートとして
設定する必要があります。
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• LAN Base ライセンス フィーチャ セットを実行している場合は、レイヤ 3 EtherChannels はサ
ポートされません。
• Catalyst 3850 および Catalyst 3650 スイッチの組み合わせを含むスイッチ スタックを含めるこ
とはできません。

EtherChannel について
EtherChannel の概要
EtherChannel は、スイッチ、ルータ、およびサーバ間にフォールトトレラントな高速リンクを提
供します。EtherChannel を使用して、ワイヤリング クローゼットとデータセンター間の帯域幅を
増やすことができます。さらに、ボトルネックが発生しやすいネットワーク上のあらゆる場所に
EtherChannel を配置できます。EtherChannel は、他のリンクに負荷を再分散させることによって、
リンク切断から自動的に回復します。リンク障害が発生した場合、EtherChannel は自動的に障害
リンクからチャネル内の他のリンクにトラフィックをリダイレクトします。
EtherChannel は、単一の論理リンクにバンドルする個別のイーサネット リンクで構成されます。
図 38：一般的な EtherChannel 構成

EtherChannel は、スイッチ間またはスイッチとホスト間に、最大 8 Gb/s（ギガビット EtherChannel）
または 80 Gb/s（10 ギガビット EtherChannel）の全二重帯域幅を提供します。
各 EtherChannel は、互換性のある設定のイーサネット ポートを 8 つまで使用して構成できます。
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EtherChannel の最大数は 128 に制限されています。
LAN Base フィーチャ セットでは、最大 24 個の EtherChannel をサポートします。
各 EtherChannel 内のすべてのポートは、レイヤ 2 またはレイヤ 3 ポートのいずれかとして設定す
る必要があります。EtherChannel レイヤ 3 ポートは、ルーテッド ポートで構成されます。ルーテッ
ド ポートは、no switchport インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用してレイ
ヤ 3 モードに設定された物理ポートです。詳細については、「インターフェイス特性の設定」を
参照してください。
関連トピック
レイヤ 2 EtherChannel の設定 （CLI）, （697 ページ）
EtherChannel 設定時の注意事項, （694 ページ）
EtherChannel のデフォルト設定, （692 ページ）
レイヤ 2 EtherChannel 設定時の注意事項, （696 ページ）

EtherChannel のモード
EtherChannel は、ポート集約プロトコル（PAgP）、Link Aggregation Control Protocol（LACP）、
または On のいずれかのモードに設定できます。EtherChannel の両端は同じモードで設定します。
• EtherChannel の一方の端を PAgP または LACP モードに設定すると、システムはもう一方の
端とネゴシエーションし、アクティブにするポートを決定します。リモート ポートが
EtherChannel とネゴシエーションができない場合、ローカル ポートは独立ステートになり、
他の単一リンクと同様にデータ トラフィックを引き続き伝送します。ポート設定は変更され
ませんが、ポートは EtherChannel に参加しません。
• EtherChannel を on モードに設定すると、ネゴシエーションは実行されません。スイッチは
EtherChannel 内で互換性のあるすべてのポートを強制的にアクティブにします。EtherChannel
のもう一方の端（他のスイッチ上）も、同じように on モードに設定する必要があります。
それ以外を設定した場合、パケットの損失が発生する可能性があります。
関連トピック
レイヤ 2 EtherChannel の設定 （CLI）, （697 ページ）
EtherChannel 設定時の注意事項, （694 ページ）
EtherChannel のデフォルト設定, （692 ページ）
レイヤ 2 EtherChannel 設定時の注意事項, （696 ページ）
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スイッチ上の EtherChannel
スイッチ上、スタックの単一スイッチ上、またはスタックの複数スイッチ上（クロススタック
EtherChannel とも呼ぶ）で EtherChannel を作成できます。
図 39：単一スイッチ EtherChannel

図 40：クロススタック EtherChannel
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関連トピック
レイヤ 2 EtherChannel の設定 （CLI）, （697 ページ）
EtherChannel 設定時の注意事項, （694 ページ）
EtherChannel のデフォルト設定, （692 ページ）
レイヤ 2 EtherChannel 設定時の注意事項, （696 ページ）

EtherChannel リンクのフェールオーバー
EtherChannel 内のリンクで障害が発生すると、それまでその障害リンクで伝送されていたトラ
フィックが EtherChannel 内の残りのリンクに切り替えられます。スイッチでトラップがイネーブ
ルになっている場合、スイッチ、EtherChannel、および失敗したリンクを区別したトラップが送信
されます。EtherChannel の 1 つのリンク上の着信ブロードキャストおよびマルチキャスト パケッ
トは、EtherChannel の他のリンクに戻らないようにブロックされます。
関連トピック
レイヤ 2 EtherChannel の設定 （CLI）, （697 ページ）
EtherChannel 設定時の注意事項, （694 ページ）
EtherChannel のデフォルト設定, （692 ページ）
レイヤ 2 EtherChannel 設定時の注意事項, （696 ページ）

チャネル グループおよびポートチャネル インターフェイス
EtherChannel は、チャネル グループとポートチャネル インターフェイスから構成されます。チャ
ネルグループはポートチャネルインターフェイスに物理ポートをバインドします。ポートチャネ
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ルインターフェイスに適用した設定変更は、チャネルグループにまとめてバインドされるすべて
の物理ポートに適用されます。
channel-group コマンドは、物理ポートおよびポートチャネル インターフェイスをまとめてバイ
ンドします。各 EtherChannel には 1 ～ 128 までの番号が付いたポートチャネル論理インターフェ
イスがあります。このポートチャネル インターフェイス番号は、channel-group インターフェイ
ス コンフィギュレーション コマンドで指定した番号に対応しています。
図 41：物理ポート、チャネル グループおよびポートチャネル インターフェイスの関係

• レイヤ 2 ポートの場合は、channel-group インターフェイス コンフィギュレーション コマン
ドを使用して、ポートチャネル インターフェイスを動的に作成します。
また、interface port-channel port-channel-number グローバル コンフィギュレーション コマン
ドを使用して、ポートチャネル論理インターフェイスを手動で作成することもできます。た
だし、その場合、論理インターフェイスを物理ポートにバインドするには、channel-group
channel-group-number コマンドを使用する必要があります。channel-group-number は
port-channel-number と同じ値に設定することも、違う値を使用することもできます。新しい
番号を使用した場合、channel-group コマンドは動的に新しいポート チャネルを作成します。
• レイヤ 3 ポートの場合は、interface port-channel グローバル コンフィギュレーション コマン
ド、およびそのあとに no switchport インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを
使用して、論理インターフェイスを手動で作成する必要があります。その後、channel-group
インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して、手動で EtherChannel にイ
ンターフェイスを割り当てます。
• レイヤ 3 ポートでレイヤ 3 インターフェイスとしてインターフェイスを設定するには、no
switchport インターフェイス コマンドを使用した上で channel-group インターフェイス コン
フィギュレーション コマンドを使用して動的にポートチャネル インターフェイスを作成し
ます。
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関連トピック
ポートチャネル論理インターフェイスの作成 （CLI）
EtherChannel 設定時の注意事項, （694 ページ）
EtherChannel のデフォルト設定, （692 ページ）
レイヤ 2 EtherChannel 設定時の注意事項, （696 ページ）
物理インターフェイスの設定（CLI）
EtherChannel 設定時の注意事項, （694 ページ）
EtherChannel のデフォルト設定, （692 ページ）
レイヤ 2 EtherChannel 設定時の注意事項, （696 ページ）

Port Aggregation Protocol; ポート集約プロトコル
ポート集約プロトコル（PAgP）はシスコ独自のプロトコルで、Cisco スイッチおよび PAgP をサ
ポートするベンダーによってライセンス供与されたスイッチでのみ稼働します。PAgP を使用する
と、イーサネット ポート間で PAgP パケットを交換することにより、EtherChannel を自動的に作
成できます。PAgP はクロススタック EtherChannel でイネーブルにできます。
スイッチまたはスイッチ スタックは PAgP を使用することによって、PAgP をサポートできるパー
トナーの識別情報、および各ポートの機能を学習します。次に、設定が類似している（スタック
内の単一スイッチ上の）ポートを、単一の論理リンク（チャネルまたは集約ポート）に動的にグ
ループ化します。設定が類似しているポートをグループ化する場合の基準は、ハードウェア、管
理、およびポート パラメータ制約です。たとえば、PAgP は速度、デュプレックス モード、ネイ
ティブ VLAN、VLAN 範囲、トランキング ステータス、およびトランキング タイプが同じポート
をグループとしてまとめます。リンクを EtherChannel にグループ化した後で、PAgP は単一スイッ
チ ポートとして、スパニングツリーにそのグループを追加します。

PAgP モード
PAgP モードは、PAgP ネゴシエーションを開始する PAgP パケットをポートが送信できるか、ま
たは受信した PAgP パケットに応答できるかを指定します。
表 63：EtherChannel PAgP モード

モード

説明

auto

ポートをパッシブ ネゴシエーション ステートにします。この場合、ポートは受
信する PAgP パケットに応答しますが、PAgP パケット ネゴシエーションを開始
することはありません。これにより、PAgP パケットの送信は最小限に抑えられ
ます。

desirable

ポートをアクティブ ネゴシエーション ステートにします。この場合、ポートは
PAgP パケットを送信することによって、相手ポートとのネゴシエーションを開
始します。EtherChannel メンバが、スイッチ スタックにある異なるスイッチから
（クロススタック EtherChannel）の場合、このモードがサポートされます。
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スイッチ ポートは、auto モードまたは desirable モードに設定された相手ポートとだけ PAgP パ
ケットを交換します。on モードに設定されたポートは、PAgP パケットを交換しません。
auto モードおよび desirable モードはともに、相手ポートとネゴシエーションして、ポート速度な
どの条件に基づいて（レイヤ 2 EtherChannel の場合は、トランク ステートおよび VLAN 番号など
の基準に基づいて）、ポートで EtherChannel を形成できるようにします。
PAgP モードが異なっていても、モード間で互換性がある限り、ポートは EtherChannel を形成でき
ます。次に例を示します。
• desirable モードのポートは、desirable モードまたは auto モードの別のポートとともに
EtherChannel を形成できます。
• auto モードのポートは、desirable モードの別のポートとともに EtherChannel を形成できま
す。
どのポートも PAgP ネゴシエーションを開始しないため、auto モードのポートは、auto モードの
別のポートとは EtherChannel を形成できません。
関連トピック
レイヤ 2 EtherChannel の設定 （CLI）, （697 ページ）
EtherChannel 設定時の注意事項, （694 ページ）
EtherChannel のデフォルト設定, （692 ページ）
レイヤ 2 EtherChannel 設定時の注意事項, （696 ページ）
ポートチャネル論理インターフェイスの作成 （CLI）
EtherChannel 設定時の注意事項, （694 ページ）
EtherChannel のデフォルト設定, （692 ページ）
レイヤ 2 EtherChannel 設定時の注意事項, （696 ページ）
物理インターフェイスの設定（CLI）
EtherChannel 設定時の注意事項, （694 ページ）
EtherChannel のデフォルト設定, （692 ページ）
レイヤ 2 EtherChannel 設定時の注意事項, （696 ページ）
サイレント モード
PAgP 対応のデバイスにスイッチを接続する場合、non-silent キーワードを使用すると、非サイレ
ント動作としてスイッチ ポートを設定できます。auto モードまたは desirable モードとともに
non-silent を指定しなかった場合は、サイレント モードが指定されていると見なされます。
サイレント モードを使用するのは、PAgP 非対応で、かつほとんどパケットを送信しないデバイ
スにスイッチを接続する場合です。サイレント パートナーの例は、トラフィックを生成しない
ファイル サーバ、またはパケット アナライザなどです。この場合、サイレント パートナーに接
続された物理ポート上で PAgP を稼働させると、このスイッチ ポートが動作しなくなります。た
だし、サイレントを設定すると、PAgP が動作してチャネル グループにポートを結合し、このポー
トが伝送に使用されます。
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関連トピック
レイヤ 2 EtherChannel の設定 （CLI）, （697 ページ）
EtherChannel 設定時の注意事項, （694 ページ）
EtherChannel のデフォルト設定, （692 ページ）
レイヤ 2 EtherChannel 設定時の注意事項, （696 ページ）
ポートチャネル論理インターフェイスの作成 （CLI）
EtherChannel 設定時の注意事項, （694 ページ）
EtherChannel のデフォルト設定, （692 ページ）
レイヤ 2 EtherChannel 設定時の注意事項, （696 ページ）
物理インターフェイスの設定（CLI）
EtherChannel 設定時の注意事項, （694 ページ）
EtherChannel のデフォルト設定, （692 ページ）
レイヤ 2 EtherChannel 設定時の注意事項, （696 ページ）

PAgP 学習方式およびプライオリティ
ネットワーク デバイスは、PAgP 物理ラーナーまたは集約ポート ラーナーに分類されます。物理
ポートによってアドレスを学習し、その知識に基づいて送信を指示するデバイスは物理ラーナー
です。集約（論理）ポートによってアドレスを学習するデバイスは、集約ポート ラーナーです。
学習方式は、リンクの両端で同一の設定にする必要があります。
デバイスとそのパートナーが両方とも集約ポート ラーナーの場合、論理ポートチャネル上のアド
レスを学習します。デバイスは EtherChannel のいずれかのポートを使用することによって、送信
元にパケットを送信します。集約ポート ラーナーの場合、どの物理ポートにパケットが届くかは
重要ではありません。
PAgP は、パートナー デバイスが物理ラーナーの場合およびローカル デバイスが集約ポート ラー
ナーの場合には自動検出できません。したがって、物理ポートでアドレスを学習するには、ロー
カル デバイスに手動で学習方式を設定する必要があります。また、負荷の分散方式を送信元ベー
ス分散に設定して、指定された送信元 MAC アドレスが常に同じ物理ポートに送信されるように
する必要もあります。
グループ内の 1 つのポートですべての伝送を行うように設定して、他のポートをホット スタンバ
イに使用することもできます。選択された 1 つのポートでハードウェア信号が検出されなくなっ
た場合は、数秒以内に、グループ内の未使用のポートに切り替えて動作させることができます。
パケット伝送用に常に選択されるように、ポートを設定するには、pagp port-priority インターフェ
イスコンフィギュレーションコマンドを使用してプライオリティを変更します。プライオリティ
が高いほど、そのポートが選択される可能性が高まります。
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（注）

CLI で physical-port キーワードを指定した場合でも、スイッチがサポートするのは、集約ポー
ト上でのアドレス ラーニングのみです。pagp learn-method コマンドおよび pagp port-priority
コマンドは、スイッチのハードウェアには作用しませんが、Catalyst 1900 スイッチなどの物理
ポートによるアドレス ラーニングだけをサポートするデバイスと PAgP の相互運用性を確保す
るために必要です。
スイッチのリンク パートナーが物理ラーナーである場合、pagp learn-method physical-port イ
ンターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して物理ポート ラーナーとしてス
イッチを設定することを推奨します。送信元 MAC アドレスに基づいて負荷の分散方式を設定
するには、port-channel load-balance src-mac グローバル コンフィギュレーション コマンドを
使用します。すると、スイッチは送信元アドレスを学習した EtherChannel 内の同じポートを使
用して、物理ラーナーにパケットを送信します。pagp learn-method コマンドは、このような
場合のみ使用してください。

関連トピック
PAgP 学習方式およびプライオリティの設定 （CLI）, （705 ページ）
EtherChannel 設定時の注意事項, （694 ページ）
EtherChannel のデフォルト設定, （692 ページ）
EtherChannel、PAgP、および LACP ステータスのモニタ, （712 ページ）
レイヤ 2 EtherChannel 設定時の注意事項, （696 ページ）

PAgP と他の機能との相互作用
ダイナミック トランキング プロトコル（DTP）および Cisco Discovery Protocol（CDP）は、
EtherChannel の物理ポートを使用してパケットを送受信します。トランク ポートは、番号が最も
小さい VLAN 上で PAgP プロトコル データ ユニット（PDU）を送受信します。
レイヤ 2 EtherChannel では、チャネル内で最初に起動するポートが EtherChannel に MAC アドレス
を提供します。このポートがバンドルから削除されると、バンドル内の他のポートの 1 つが
EtherChannel に MAC アドレスを提供します。レイヤ 3 EtherChannel の場合は、（interface
port-channel グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して）ポートが作成された直後
に、アクティブなスイッチによって MAC アドレスが割り当てられます。
PAgP が PAgP PDU を送受信するのは、PAgP が auto モードまたは desirable モードでイネーブルに
なっている、稼働状態のポート上だけです。

Link Aggregation Control Protocol
LACP は IEEE 802.3ad で定義されており、Cisco スイッチが IEEE 802.3ad プロトコルに適合したス
イッチ間のイーサネット チャネルを管理できるようにします。LACP を使用すると、イーサネッ
ト ポート間で LACP パケットを交換することにより、EtherChannel を自動的に作成できます。
スイッチまたはスイッチ スタックは LACP を使用することによって、LACP をサポートできるパー
トナーの識別情報、および各ポートの機能を学習します。次に、設定が類似しているポートを単
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一の倫理リンク（チャネルまたは集約ポート）に動的にグループ化します。設定が類似している
ポートをグループ化する場合の基準は、ハードウェア、管理、およびポート パラメータ制約で
す。たとえば、LACP は速度、デュプレックス モード、ネイティブ VLAN、VLAN 範囲、トラン
キングステータス、およびトランキングタイプが同じポートをグループとしてまとめます。リン
クをまとめて EtherChannel を形成した後で、LACP は単一スイッチ ポートとして、スパニングツ
リーにそのグループを追加します。
ポート チャネル内のポートの独立モード動作が変更されます。CSCtn96950 では、デフォルトでス
タンドアロン モードが有効になっています。LACP ピアから応答が受信されない場合、ポート
チャネル内のポートは中断状態に移動されます。

LACP モード
LACP モードでは、ポートが LACP パケットを送信できるか、LACP パケットの受信のみができる
かどうかを指定します。
表 64：EtherChannel LACP モード

モード

説明

active

ポートをアクティブ ネゴシエーション ステートにします。この場合、ポート
は LACP パケットを送信することによって、相手ポートとのネゴシエーション
を開始します。

passive

ポートはパッシブ ネゴシエーション ステートになります。この場合、ポート
は受信する LACP パケットに応答しますが、LACP パケット ネゴシエーショ
ンを開始することはありません。これにより、LACP パケットの送信を最小限
に抑えます。

active モードおよび passive LACP モードはともに、相手ポートとネゴシエーションして、ポート
速度などの条件に基づいて（レイヤ 2 EtherChannel の場合は、トランク ステートおよび VLAN 番
号などの基準に基づいて）、ポートで EtherChannel を形成できるようにします。
LACP モードが異なっていても、モード間で互換性がある限り、ポートは EtherChannel を形成で
きます。次に例を示します。
• active モードのポートは、active モードまたは passive モードの別のポートとともに EtherChannel
を形成できます。
• 両ポートとも LACP ネゴシエーションを開始しないため、passive モードのポートは、passive
モードの別のポートと EtherChannel を形成することはできません。
関連トピック
レイヤ 2 EtherChannel の設定 （CLI）, （697 ページ）
EtherChannel 設定時の注意事項, （694 ページ）
EtherChannel のデフォルト設定, （692 ページ）
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レイヤ 2 EtherChannel 設定時の注意事項, （696 ページ）

LACP とリンクの冗長性
LACP ポートチャネルの最小リンクおよび LACP の最大バンドルの機能を使用して、LACP ポート
チャネル動作、帯域幅の可用性およびリンク冗長性をさらに高めることができます。
LACP ポートチャネルの最小リンク機能：
• LACP ポート チャネルでリンクし、バンドルする必要があるポートの最小数を設定します。
• 低帯域幅の LACP ポート チャネルがアクティブにならないようにします。
• 必要な最低帯域幅を提供する十分なアクティブ メンバ ポートがない場合、LACP ポート チャ
ネルが非アクティブになるようにします。
LACP の最大バンドル機能：
• LACP ポート チャネルのバンドル ポートの上限数を定義します。
• バンドル ポートがより少ない場合のホット スタンバイ ポートを可能にします。たとえば、
5 個のポートがある LACP ポート チャネルで、3 個の最大バンドルを指定し、残りの 2 個の
ポートをホット スタンバイ ポートとして指定できます。
関連トピック
LACP 最大バンドル機能の設定（CLI）, （707 ページ）
LACP ホット スタンバイ ポートの設定：例, （714 ページ）
LACP ポート チャネルの最小リンク機能の設定（CLI）, （708 ページ）
LACP ホット スタンバイ ポートの設定：例, （714 ページ）

LACP と他の機能との相互作用
DTP および CDP は、EtherChannel の物理ポートを介してパケットを送受信します。トランク ポー
トは、番号が最も小さい VLAN 上で LACP PDU を送受信します。
レイヤ 2 EtherChannel では、チャネル内で最初に起動するポートが EtherChannel に MAC アドレス
を提供します。このポートがバンドルから削除されると、バンドル内の他のポートの 1 つが
EtherChannel に MAC アドレスを提供します。レイヤ 3 EtherChannel の場合は、interface port-channel
グローバルコンフィギュレーションコマンドでインターフェイスが作成された直後に、アクティ
ブなスイッチによって MAC アドレスが割り当てられます。
LACP が LACP PDU を送受信するのは、LACP が active モードまたは passive モードでイネーブル
になっている稼働状態のポートとの間だけです。

EtherChannel の On モード
EtherChannel の on モードは、EtherChannel の手動設定に使用します。on モードを使用すると、
ポートはネゴシエーションせずに強制的に EtherChannel に参加します。リモート デバイスが PAgP
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や LACP をサポートしていない場合にこの on モードが役立ちます。on モードでは、リンクの両
端のスイッチが on モードに設定されている場合のみ EtherChannel を使用できます。
同じチャネル グループの on モードで設定されたポートは、速度やデュプレックスのようなポー
ト特性に互換性を持たせる必要があります。on モードで設定されている場合でも、互換性のない
ポートは suspended ステートになります。

注意

on モードの使用には注意が必要です。これは手動の設定であり、EtherChannel の両端のポート
には、同一の設定が必要です。グループの設定を誤ると、パケット損失またはスパニングツ
リー ループが発生することがあります。

ロードバランシングおよび転送方式
EtherChannel は、フレーム内のアドレスに基づいて形成されたバイナリ パターンの一部を、チャ
ネル内の 1 つのリンクを選択する数値に縮小することによって、チャネル内のリンク間でトラ
フィックのロード バランシングを行います。MAC アドレス、IP アドレス、送信元アドレス、宛
先アドレス、または送信元と宛先両方のアドレスに基づいた負荷分散など、複数の異なるロード
バランシング モードから 1 つを指定できます。選択したモードは、スイッチ上で設定されている
すべての EtherChannel に適用されます。

（注）

レイヤ 3 等コスト マルチ パス（ECMP）のロード バランシングは、送信元 IP アドレス、宛先
IP アドレス、送信元ポート、宛先ポート、およびレイヤ 4 プロトコルに基づいています。フラ
グメント化されたパケットは、これらのパラメータを使用して計算されたアルゴリズムに基づ
いて2つの異なるリンクで処理されます。これらのパラメータのいずれかを変更すると、ロー
ド バランシングが実行されます。
グローバル コンフィギュレーション コマンド port-channel load-balance および port-channel
load-balance extended を使用して、ロードバランシングおよび転送方式を設定します。
関連トピック
EtherChannel ロードバランシングの設定（CLI）, （702 ページ）
EtherChannel 設定時の注意事項, （694 ページ）
レイヤ 2 EtherChannel 設定時の注意事項, （696 ページ）
EtherChannel のデフォルト設定, （692 ページ）
レイヤ 3 EtherChannel 設定時の注意事項, （697 ページ）

MAC アドレス転送
送信元 MAC アドレス転送の場合、EtherChannel に転送されたパケットは、着信パケットの送信元
MAC アドレスに基づいてチャネル ポート間で分配されます。したがって、ロード バランシング
を行うために、送信元ホストが異なるパケットはそれぞれ異なるチャネル ポートを使用します
が、送信元ホストが同じパケットは同じチャネル ポートを使用します。
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宛先 MAC アドレス転送の場合、EtherChannel に転送されたパケットは、着信パケットの宛先ホス
トの MAC アドレスに基づいてチャネル ポート間で分配されます。したがって、宛先が同じパケッ
トは同じポートに転送され、宛先の異なるパケットはそれぞれ異なるチャネル ポートに転送され
ます。
送信元および宛先 MAC アドレス転送の場合、EtherChannel に転送されたパケットは、送信元およ
び宛先の両方の MAC アドレスに基づいてチャネル ポート間で分配されます。この転送方式は、
負荷分散の送信元 MAC アドレス転送方式と宛先 MAC アドレス転送方式を組み合わせたもので
す。特定のスイッチに対して送信元 MAC アドレス転送と宛先 MAC アドレス転送のどちらが適切
であるかが不明な場合に使用できます。送信元および宛先 MAC アドレス転送の場合、ホスト A
からホスト B、ホスト A からホスト C、およびホスト C からホスト B に送信されるパケットは、
それぞれ異なるチャネル ポートを使用できます。
関連トピック
EtherChannel ロードバランシングの設定（CLI）, （702 ページ）
EtherChannel 設定時の注意事項, （694 ページ）
レイヤ 2 EtherChannel 設定時の注意事項, （696 ページ）
EtherChannel のデフォルト設定, （692 ページ）
レイヤ 3 EtherChannel 設定時の注意事項, （697 ページ）

IP アドレス転送
送信元 IP アドレスベース転送の場合、パケットは、着信パケットの送信元 IP アドレスに基づい
て EtherChannel ポート間で分配されます。ロード バランシングを行うために、IP アドレスが異な
るパケットはチャネルでそれぞれ異なるポートを使用しますが、IPアドレスが同じパケットはチャ
ネルで同じポートを使用します。
宛先 IP アドレスベース転送の場合、パケットは着信パケットの宛先 IP アドレスに基づいて
EtherChannel ポート間で分配されます。ロード バランシングを行うために、同じ送信元 IP アドレ
スから異なる宛先 IP アドレスに送信されるパケットは、チャネルの異なるチャネル ポートに送信
できます。異なる送信元 IP アドレスから同じ宛先 IP アドレスに送信されるパケットは、常にチャ
ネルの同じポートに送信されます。
送信元と宛先 IP アドレスベース転送の場合、パケットは着信パケットの送信元および宛先の両方
の IP アドレスに基づいて EtherChannel ポート間で分配されます。この転送方式は、送信元 IP ア
ドレスベース転送方式と宛先 IP アドレスベース転送方式を組み合わせたもので、特定のスイッチ
に対して送信元 IP アドレスベース転送と宛先 IP アドレスベース転送のどちらが適切であるか不
明な場合に使用できます。この方式では、IP アドレス A から IP アドレス B に、IP アドレス A か
ら IP アドレス C に、および IP アドレス C から IP アドレス B に送信されるパケットは、それぞれ
異なるチャネル ポートを使用できます。
関連トピック
EtherChannel ロードバランシングの設定（CLI）, （702 ページ）
EtherChannel 設定時の注意事項, （694 ページ）
レイヤ 2 EtherChannel 設定時の注意事項, （696 ページ）
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EtherChannel のデフォルト設定, （692 ページ）
レイヤ 3 EtherChannel 設定時の注意事項, （697 ページ）

ロードバランシングの利点
ロードバランシング方式には異なる利点があるため、ネットワーク内のスイッチの位置、および
負荷分散が必要なトラフィックの種類に基づいて特定のロードバランシング方式を選択する必要
があります。
次の図では、4 台のワーク ステーションの EtherChannel がルータと通信します。ルータは単一
MAC アドレス デバイスであるため、スイッチ EtherChannel で送信元ベース転送を行うことによ
り、スイッチが、ルータで使用可能なすべての帯域幅を使用することが保証されます。ルータは、
宛先アドレスベース転送を行うように設定されます。これは、多数のワークステーションで、ト
ラフィックがルータ EtherChannel から均等に分配されることになっているためです。
図 42：負荷の分散および転送方式

設定で一番種類が多くなるオプションを使用してください。たとえば、チャネル上のトラフィッ
クが単一 MAC アドレスを宛先とする場合、宛先 MAC アドレスを使用すると、チャネル内の同じ
リンクが常に選択されます。ただし、送信元アドレスまたは IP アドレスを使用した方が、ロード
バランシングの効率がよくなる場合があります。
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関連トピック
EtherChannel ロードバランシングの設定（CLI）, （702 ページ）
EtherChannel 設定時の注意事項, （694 ページ）
レイヤ 2 EtherChannel 設定時の注意事項, （696 ページ）
EtherChannel のデフォルト設定, （692 ページ）
レイヤ 3 EtherChannel 設定時の注意事項, （697 ページ）

EtherChannel およびスイッチ スタック
EtherChannel に加入しているポートが含まれているスタック メンバに障害が発生したり、スタッ
クを離れると、アクティブなスイッチにより、障害が発生したスタック スイッチ メンバ ポート
が削除されます。EtherChannel に残っているポートがある場合、接続は引き続き確保されます。
スイッチが既存のスタックに追加されると、新しいスイッチがアクティブなスイッチから実行コ
ンフィギュレーションを受信し、EtherChannel 関連のスタック コンフィギュレーションで更新さ
れます。スタック メンバでは、動作情報（動作中で、チャネルのメンバであるポートのリスト）
も受信します。
2 つのスタック間で設定されている EtherChannel がマージされた場合、セルフループ ポートにな
ります。スパニングツリーにより、この状況が検出され、必要な動作が発生します。権利を獲得
したスイッチ スタックにある PAgP 設定または LACP 設定は影響を受けませんが、権利を失った
スイッチ スタックの PAgP 設定または LACP 設定は、スタックのリブート後に失われます。

スイッチ スタックおよび PAgP
PAgP では、アクティブ スイッチに障害が発生するか、スタックを離れた場合、スタンバイ スイッ
チが新しいアクティブ スイッチになります。EtherChannel 帯域幅に変更がない場合、スパニング
ツリーの再コンバージェンスはトリガーされません。新しいアクティブスイッチはアクティブス
イッチの該当項目にスタック メンバの設定を同期します。PAgP 設定は、EtherChannel に古いアク
ティブスイッチ上にあるポートがない限り、アクティブスイッチの変更後も影響を受けません。

スイッチ スタックおよび LACP
LACP の場合、システム ID は、アクティブ スイッチから取得したスタック MAC アドレスが使用
されます。アクティブスイッチに障害が発生したり、スタックを離れ、スタンバイスイッチが新
しいアクティブ スイッチが変更になっても、LACP システム ID は変更されません。デフォルトで
は、LACP 設定はアクティブ スイッチの変更後も影響を受けません。

EtherChannel のデフォルト設定
EtherChannel のデフォルト設定を、次の表に示します。
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表 65：EtherChannel のデフォルト設定

機能

デフォルト設定

チャネル グループ

割り当てなし

ポートチャネル論理インターフェイス

未定義

PAgP モード

デフォルトなし。

PAgP 学習方式

すべてのポートで集約ポート ラーニング

PAgP プライオリティ

すべてのポートで 128

LACP モード

デフォルトなし。

LACP 学習方式

すべてのポートで集約ポート ラーニング

LACP ポート プライオリティ

すべてのポートで 32768

LACP システム プライオリティ

32768

LACP システム ID

LACP システムのプライオリティ、スイッチま
たはスタックの MAC アドレス。

ロード バランシング

スイッチ上での負荷分散は着信パケットの送信
元 MAC アドレスに基づきます。

関連トピック
レイヤ 2 EtherChannel の設定 （CLI）, （697 ページ）
EtherChannel の概要, （678 ページ）
EtherChannel のモード, （679 ページ）
スイッチ上の EtherChannel, （680 ページ）
EtherChannel リンクのフェールオーバー, （681 ページ）
LACP モード, （687 ページ）
PAgP モード, （683 ページ）
サイレント モード, （684 ページ）
ポートチャネル論理インターフェイスの作成 （CLI）
チャネル グループおよびポートチャネル インターフェイス, （681 ページ）
PAgP モード, （683 ページ）
サイレント モード, （684 ページ）
物理インターフェイスの設定（CLI）
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チャネル グループおよびポートチャネル インターフェイス, （681 ページ）
PAgP モード, （683 ページ）
サイレント モード, （684 ページ）
EtherChannel ロードバランシングの設定（CLI）, （702 ページ）
ロードバランシングおよび転送方式, （689 ページ）
MAC アドレス転送, （689 ページ）
IP アドレス転送, （690 ページ）
ロードバランシングの利点, （691 ページ）
PAgP 学習方式およびプライオリティの設定 （CLI）, （705 ページ）
PAgP 学習方式およびプライオリティ, （685 ページ）
LACP システム プライオリティの設定（CLI）, （709 ページ）
LACP ポート プライオリティの設定（CLI）, （710 ページ）

EtherChannel 設定時の注意事項
EtherChannel ポートを正しく設定していない場合は、ネットワーク ループおよびその他の問題を
回避するために、一部の EtherChannel インターフェイスが自動的にディセーブルになります。設
定上の問題を回避するために、次の注意事項に従ってください。
• スイッチまたはスイッチ スタック上では、128 を超える EtherChannel を設定しないでくださ
い。
• PAgP EtherChannel は、同じタイプのイーサネット ポートを 8 つまで使用して設定します。
• 同じタイプのイーサネット ポートを最大で 16 個備えた LACP EtherChannel を設定してくだ
さい。最大 8 つのポートを active モードに、最大 8 つのポートを standby モードにできます。
• EtherChannel 内のすべてのポートを同じ速度および同じデュプレックス モードで動作するよ
うに設定します。
• EtherChannel 内のすべてのポートをイネーブルにします。shutdown インターフェイス コン
フィギュレーション コマンドによってディセーブルにされた EtherChannel 内のポートは、リ
ンク障害として扱われます。そのポートのトラフィックは、EtherChannel 内の他のポートの
1 つに転送されます。
• グループを初めて作成したときには、そのグループに最初に追加されたポートのパラメータ
設定値をすべてのポートが引き継ぎます。次のパラメータのいずれかで設定を変更した場合
は、グループ内のすべてのポートでも変更する必要があります。
◦ 許可 VLAN リスト
◦ 各 VLAN のスパニングツリー パス コスト
◦ 各 VLAN のスパニングツリー ポート プライオリティ
◦ スパニングツリー PortFast の設定
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• 1 つのポートが複数の EtherChannel グループのメンバになるように設定しないでください。
• EtherChannel は、PAgP と LACP の両方のモードには設定しないでください。PAgP および
LACP を実行している EtherChannel グループはスタックの同一スイッチ、または異なるスイッ
チで共存できます。個々の EtherChannel グループは PAgP または LACP のいずれかを実行で
きますが、相互運用することはできません。
• EtherChannel の一部としてセキュア ポートを設定したり、セキュア ポートの一部として
EtherChannel を設定したりしないでください。
• アクティブまたはアクティブでない EtherChannel メンバであるポートを IEEE 802.1x ポート
として設定しないでください。EtherChannel ポートで IEEE 802.1x をイネーブルにしようとす
ると、エラー メッセージが表示され、IEEE 802.1x はイネーブルになりません。
• EtherChannel がスイッチ インターフェイス上に設定されている場合、dot1x system-auth-control
グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、IEEE 802.1x をスイッチ上でグロー
バルにイネーブルにする前に、EtherChannel の設定をインターフェイスから削除します。
• クロススタック EtherChannel が設定されていると、スイッチ スタック パーティション、ルー
プおよび転送の問題が発生する可能性があります。
関連トピック
レイヤ 2 EtherChannel の設定 （CLI）, （697 ページ）
EtherChannel の概要, （678 ページ）
EtherChannel のモード, （679 ページ）
スイッチ上の EtherChannel, （680 ページ）
EtherChannel リンクのフェールオーバー, （681 ページ）
LACP モード, （687 ページ）
PAgP モード, （683 ページ）
サイレント モード, （684 ページ）
ポートチャネル論理インターフェイスの作成 （CLI）
チャネル グループおよびポートチャネル インターフェイス, （681 ページ）
PAgP モード, （683 ページ）
サイレント モード, （684 ページ）
物理インターフェイスの設定（CLI）
チャネル グループおよびポートチャネル インターフェイス, （681 ページ）
PAgP モード, （683 ページ）
サイレント モード, （684 ページ）
EtherChannel ロードバランシングの設定（CLI）, （702 ページ）
ロードバランシングおよび転送方式, （689 ページ）
MAC アドレス転送, （689 ページ）
IP アドレス転送, （690 ページ）
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ロードバランシングの利点, （691 ページ）
PAgP 学習方式およびプライオリティの設定 （CLI）, （705 ページ）
PAgP 学習方式およびプライオリティ, （685 ページ）
LACP システム プライオリティの設定（CLI）, （709 ページ）
LACP ポート プライオリティの設定（CLI）, （710 ページ）

レイヤ 2 EtherChannel 設定時の注意事項
レイヤ 2 EtherChannels を設定する場合は、次の注意事項に従ってください。
• EtherChannel 内のすべてのポートを同じ VLAN に割り当てるか、またはトランクとして設定
してください。複数のネイティブ VLAN に接続されるポートは、EtherChannel を形成できま
せん。
• EtherChannel は、トランキング レイヤ 2 EtherChannel 内のすべてのポート上で同じ VLAN 許
容範囲をサポートしています。VLAN 許容範囲が一致していないと、PAgP が auto モードま
たは desirable モードに設定されていても、ポートは EtherChannel を形成しません。
• スパニングツリー パス コストが異なるポートは、設定上の矛盾がない限り、EtherChannel を
形成できます。異なるスパニングツリー パス コストを設定すること自体は、EtherChannel を
形成するポートの矛盾にはなりません。
関連トピック
レイヤ 2 EtherChannel の設定 （CLI）, （697 ページ）
EtherChannel の概要, （678 ページ）
EtherChannel のモード, （679 ページ）
スイッチ上の EtherChannel, （680 ページ）
EtherChannel リンクのフェールオーバー, （681 ページ）
LACP モード, （687 ページ）
PAgP モード, （683 ページ）
サイレント モード, （684 ページ）
ポートチャネル論理インターフェイスの作成 （CLI）
チャネル グループおよびポートチャネル インターフェイス, （681 ページ）
PAgP モード, （683 ページ）
サイレント モード, （684 ページ）
物理インターフェイスの設定（CLI）
チャネル グループおよびポートチャネル インターフェイス, （681 ページ）
PAgP モード, （683 ページ）
サイレント モード, （684 ページ）
EtherChannel ロードバランシングの設定（CLI）, （702 ページ）
ロードバランシングおよび転送方式, （689 ページ）
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MAC アドレス転送, （689 ページ）
IP アドレス転送, （690 ページ）
ロードバランシングの利点, （691 ページ）
PAgP 学習方式およびプライオリティの設定 （CLI）, （705 ページ）
PAgP 学習方式およびプライオリティ, （685 ページ）
LACP システム プライオリティの設定（CLI）, （709 ページ）
LACP ポート プライオリティの設定（CLI）, （710 ページ）

レイヤ 3 EtherChannel 設定時の注意事項
• レイヤ 3 EtherChannel の場合は、レイヤ 3 アドレスをチャネル内の物理ポートでなく、ポー
トチャネル論理インターフェイスに割り当ててください。
関連トピック
EtherChannel ロードバランシングの設定（CLI）, （702 ページ）
ロードバランシングおよび転送方式, （689 ページ）
MAC アドレス転送, （689 ページ）
IP アドレス転送, （690 ページ）
ロードバランシングの利点, （691 ページ）

EtherChannel の設定方法
EtherChannel の設定後、ポートチャネル インターフェイスに適用した設定変更は、そのポートチャ
ネル インターフェイスに割り当てられたすべての物理ポートに適用されます。また、物理ポート
に適用した設定変更は、設定を適用したポートだけに作用します。

レイヤ 2 EtherChannel の設定 （CLI）
レイヤ 2 EtherChannel を設定するには、channel-group インターフェイス コンフィギュレーション
コマンドを使用して、チャネル グループにポートを割り当てます。このコマンドにより、ポート
チャネル論理インターフェイスが自動的に作成されます。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

697

EtherChannel の設定方法

手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアク
ション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device# configure
terminal

ステッ
プ2

interface interface-id
例：
Device(config)#
interface
gigabitethernet2/0/1

物理ポートを指定し、インターフェイス コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。
指定できるインターフェイスは、物理ポートです。
PAgP EtherChannel の場合、同じタイプおよび速度のポートを 8
つまで同じグループに設定できます。
LACP EtherChannel の場合、同じタイプのイーサネット ポート
を 16 まで設定できます。最大 8 つのポートを active モードに、
最大 8 つのポートを standby モードにできます。

ステッ
プ3

switchport mode
{access | trunk}
例：
Device(config-if)#
switchport mode
access

ステッ
プ4

すべてのポートをスタティックアクセスポートとして同じVLAN
に割り当てるか、またはトランクとして設定します。
ポートをスタティックアクセス ポートとして設定する場合は、
ポートを 1 つの VLAN にのみ割り当ててください。指定できる
範囲は 1 ～ 4094 です。

switchport access vlan ポートをスタティックアクセス ポートとして設定する場合は、
vlan-id
ポートを 1 つの VLAN にのみ割り当ててください。指定できる
範囲は 1 ～ 4094 です。
例：
Device(config-if)#
switchport access
vlan 22

ステッ
プ5

channel-group
channel-group-number
mode {auto [non-silent]
| desirable [non-silent ]
| on } | { active |
passive}

チャネル グループにポートを割り当て、PAgP モードまたは
LACP モードを指定します。
channel-group-number の範囲は 1 ～ 128 です。
mode には、次のキーワードのいずれか 1 つを選択します。
• auto—PAgP 装置が検出された場合に限り、PAgP をイネー

例：
Device(config-if)#
channel-group 5 mode

ブルにします。ポートをパッシブ ネゴシエーション ステー
トにします。この場合、ポートは受信する PAgP パケット
に応答しますが、PAgP パケット ネゴシエーションを開始
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コマンドまたはアク
ション
auto

目的
することはありません。このキーワードは、EtherChannel
メンバがスイッチ スタックの異なるスイッチのものである
場合にはサポートされません。
• desirable—無条件に PAgP をイネーブルにします。ポート
をアクティブ ネゴシエーション ステートにします。この
場合、ポートは PAgP パケットを送信することによって、
相手ポートとのネゴシエーションを開始します。このキー
ワードは、EtherChannel メンバがスイッチ スタックの異な
るスイッチのものである場合にはサポートされません。
• on—PAgP または LACP を使用せずにポートが強制的にチャ
ネル化されます。on モードでは、使用可能な EtherChannel
が存在するのは、on モードのポート グループが、on モー
ドの別のポート グループに接続する場合だけです。
• non-silent—（任意）スイッチが PAgP 対応のパートナーに
接続されている場合、ポートが auto または desirable モー
ドになると非サイレント動作を行うようにスイッチ ポート
を設定します。non-silent を指定しないと、サイレントが
想定されます。サイレント設定は、ファイル サーバまたは
パケット アナライザとの接続に適しています。サイレント
を設定すると、PAgP が動作してチャネル グループにポー
トを結合し、このポートが伝送に使用されます。
• active：LACP 装置が検出された場合に限り、LACP をイ
ネーブルにします。ポートをアクティブ ネゴシエーション
ステートにします。この場合、ポートは LACP パケットを
送信することによって、相手ポートとのネゴシエーション
を開始します。
• passive—ポート上で LACP をイネーブルにして、ポートを
パッシブ ネゴシエーション ステートにします。この場合、
ポートは受信する LACP パケットに応答しますが、LACP
パケット ネゴシエーションを開始することはありません。

ステッ
プ6

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)#
end
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関連トピック
EtherChannel の概要, （678 ページ）
EtherChannel のモード, （679 ページ）
スイッチ上の EtherChannel, （680 ページ）
EtherChannel リンクのフェールオーバー, （681 ページ）
LACP モード, （687 ページ）
PAgP モード, （683 ページ）
サイレント モード, （684 ページ）
EtherChannel 設定時の注意事項, （694 ページ）
EtherChannel のデフォルト設定, （692 ページ）
レイヤ 2 EtherChannel 設定時の注意事項, （696 ページ）

レイヤ 3 EtherChannel の設定 （CLI）
レイヤ 3 EtherChannel にイーサネット ポートを割り当てるには、この手順を実行します。この手
順は必須です。

手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアク
ション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワードを入力
します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステッ
プ2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device# configure
terminal

ステッ
プ3

interface interface-id
例：
Device(config)#
interface
gigabitethernet 1/0/2

物理ポートを指定し、インターフェイスコンフィギュレーショ
ン モードを開始します。
有効なインターフェイスには、物理ポートが含まれます。
PAgP EtherChannel の場合、同じタイプおよび速度のポートを
8 つまで同じグループに設定できます。
LACP EtherChannel の場合、同じタイプのイーサネット ポート
を 16 まで設定できます。最大 8 つのポートを active モードに、
最大 8 つのポートを standby モードにできます。
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ステッ
プ4

コマンドまたはアク
ション

目的

no ip address

物理ポートに割り当てられている IP アドレスがないことを確
認します。

例：
Device(config-if)# no
ip address

ステッ
プ5

noswitchport

ポートをレイヤ 3 モードにします。

例：
Device(config-if)# no
switchport

ステッ
プ6

channel-group
チャネル グループにポートを割り当て、PAgP モードまたは
channel-group-number LACP モードを指定します。
mode {auto [non-silent]
| desirable [non-silent] | mode には、次のキーワードのいずれか 1 つを選択します。
on} | {active | passive}
• auto：PAgP 装置が検出された場合に限り、PAgP をイネー
ブルにします。ポートをパッシブ ネゴシエーション ス
例：
テートにします。この場合、ポートは受信する PAgP パ
Device(config-if)#
ケットに応答しますが、PAgP パケット ネゴシエーショ
channel-group 5 mode
ンを開始することはありません。このキーワードは、
auto
EtherChannel メンバがスイッチ スタックの異なるスイッ
チのものである場合にはサポートされません。
• desirable：無条件に PAgP をイネーブルにします。ポート
をアクティブ ネゴシエーション ステートにします。この
場合、ポートは PAgP パケットを送信することによって、
相手ポートとのネゴシエーションを開始します。このキー
ワードは、EtherChannel メンバがスイッチ スタックの異
なるスイッチのものである場合にはサポートされません。
• on：PAgP や LACP を使用しないで、ポートを強制的に
チャネル化します。on モードでは、使用可能な
EtherChannel が存在するのは、on モードのポート グルー
プが、on モードの別のポート グループに接続する場合だ
けです。
• non-silent：（任意）スイッチが PAgP 対応のパートナー
に接続されている場合、ポートが auto または desirable
モードになると非サイレント動作を行うようにスイッチ
ポートを設定します。non-silent を指定しないと、サイレ
ントが想定されます。サイレント設定は、ファイル サー
バまたはパケット アナライザとの接続に適しています。
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コマンドまたはアク
ション

目的
サイレントを設定すると、PAgP が動作してチャネル グ
ループにポートを結合し、このポートが伝送に使用され
ます。
• active：LACP 装置が検出された場合に限り、LACP をイ
ネーブルにします。ポートをアクティブ ネゴシエーショ
ン ステートにします。この場合、ポートは LACP パケッ
トを送信することによって、相手ポートとのネゴシエー
ションを開始します。
• passive—ポート上で LACP をイネーブルにして、ポート
をパッシブ ネゴシエーション ステートにします。この場
合、ポートは受信する LACP パケットに応答しますが、
LACP パケット ネゴシエーションを開始することはあり
ません。

ステッ
プ7

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)#
end

EtherChannel ロードバランシングの設定（CLI）
複数の異なる転送方式の 1 つを使用するように EtherChannel ロードバランシングを設定できます。
このタスクはオプションです。

手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステッ
プ2

port-channel load-balance
{dst-ip | dst-mac |
dst-mixed-ip-port | dst-port |
extended [dst-ip | dst-mac |

EtherChannel のロードバランシング方式を設定します。
デフォルトは src-mac です。
次のいずれかの負荷分散方式を選択します。
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コマンドまたはアクション

目的

dst-port | ipv6-label | l3-proto
| src-ip | src-mac | src-port ]
| src-dst-ip | src-dst-mac
src-dst-mixed-ip-port
src-dst-portsrc-ip | src-mac |
src-mixed-ip-port | src-port}

• dst-ip：宛先ホストの IP アドレスを指定します。

例：

• dst-port：宛先 TCP/UDP ポートを指定します。

Device(config)# port-channel
load-balance src-mac

• extended：標準コマンドで使用可能なもの以外に、

• dst-mac：着信パケットの宛先ホストの MAC アドレ
スを指定します。
• dst-mixed-ip-port：ホストの IP アドレスおよび
TCP/UDP ポートを指定します。

送信元および宛先の方式を組み合わせた、拡張ロー
ド バランシング方式を指定します。
• ipv6-label：IPv6 フロー ラベルを指定します。
• l3-proto：レイヤ 3 プロトコルを指定します。
• src-dst-ip：送信元および宛先ホストの IP アドレス
を指定します。
• src-dst-mac：送信元および宛先ホストの MAC アド
レスを指定します。
• src-dst-mixed-ip-port：送信先および宛先ホストの
IP アドレスおよび TCP/UDP ポートを指定します。
• src-dst-port：送信元および宛先 TCP/UDP ポートを
指定します。
• src-ip：送信元ホストの IP アドレスを指定します。
• src-mac：着信パケットの送信元 MAC アドレスを指
定します。
• src-mixed-ip-port：送信元ホストの IP アドレスおよ
び TCP/UDP ポートを指定します。
• src-port：送信元 TCP/UDP ポートを指定します。

ステッ
プ3

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

関連トピック
ロードバランシングおよび転送方式, （689 ページ）
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MAC アドレス転送, （689 ページ）
IP アドレス転送, （690 ページ）
ロードバランシングの利点, （691 ページ）
EtherChannel 設定時の注意事項, （694 ページ）
レイヤ 2 EtherChannel 設定時の注意事項, （696 ページ）
EtherChannel のデフォルト設定, （692 ページ）
レイヤ 3 EtherChannel 設定時の注意事項, （697 ページ）

EtherChannel 拡張ロードバランシングの設定（CLI）
ロードバランシング方式を組み合わせて使用する場合には、拡張ロードバランシングを設定しま
す。
このタスクはオプションです。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

port-channel load-balance
EtherChannel 拡張ロードバランシング方式を設定し
extended [dst-ip | dst-macdst-port ます。
| ipv6-label | l3-proto | src-ip
デフォルトは src-mac です。
| src-mac | src-port ]
次のいずれかの負荷分散方式を選択します。
例：
Device(config)# port-channel
load-balance extended dst-ip
dst-mac src-ip

• dst-ip：宛先ホストの IP アドレスを指定しま
す。
• dst-mac：着信パケットの宛先ホストの MAC ア
ドレスを指定します。
• dst-port：宛先 TCP/UDP ポートを指定します。
• ipv6-label：IPv6 フロー ラベルを指定します。
• l3-proto：レイヤ 3 プロトコルを指定します。
• src-ip：送信元ホストの IP アドレスを指定しま
す。
• src-mac：着信パケットの送信元 MAC アドレス
を指定します。
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コマンドまたはアクション

目的
• src-port：送信元 TCP/UDP ポートを指定しま
す。

ステップ 3

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

PAgP 学習方式およびプライオリティの設定 （CLI）
このタスクはオプションです。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id

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

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

ステップ 3

pagp
learn-methodphysical-port
例：
Device(config-if)# pagp
learn-method physical port

PAgP 学習方式を選択します。
デフォルトでは、aggregation-port learning が選択され
ています。つまり、EtherChannel 内のポートのいずれ
かを使用して、スイッチがパケットを送信元に送信し
ます。集約ポート ラーナーの場合、どの物理ポートに
パケットが届くかは重要ではありません。
物理ポート ラーナー is別のスイッチに接続する
physical-portを選択します。
port-channel load-balance グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを src-mac に設定してください。
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コマンドまたはアクション 目的
学習方式はリンクの両端で同じ方式に設定する必要が
あります。
ステップ 4

pagp port-priority priority
例：
Device(config-if)# pagp
port-priority 200

ステップ 5

end

選択したポートがパケット伝送用として選択されるよ
うに、プライオリティを割り当てます。
priority に指定できる範囲は 0 ～ 255 です。デフォルト
値は 128 です。プライオリティが高いほど、ポートが
PAgP 伝送に使用される可能性が高くなります。
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

関連トピック
PAgP 学習方式およびプライオリティ, （685 ページ）
EtherChannel 設定時の注意事項, （694 ページ）
EtherChannel のデフォルト設定, （692 ページ）
EtherChannel、PAgP、および LACP ステータスのモニタ, （712 ページ）
レイヤ 2 EtherChannel 設定時の注意事項, （696 ページ）

LACP ホット スタンバイ ポートの設定
LACP がイネーブルの場合、ソフトウェアはデフォルトで、チャネルにおける LACP 互換ポート
の最大数（最大 16 個のポート）の設定を試みます。一度にアクティブにできる LACP リンクは 8
つだけです。残りの 8 個のリンクがホット スタンバイ モードになります。アクティブ リンクの
1 つが非アクティブになると、ホット スタンバイ モードのリンクが代わりにアクティブになりま
す。
チャネルでアクティブ ポートの最大数を指定することでデフォルト動作を上書きできます。この
場合、残りのポートがホット スタンバイ ポートになります。たとえばチャネルで最大 5 個のポー
トを指定した場合、11 個までのポートがホット スタンバイ ポートになります。
9 つ以上のリンクが EtherChannel グループとして設定された場合、ソフトウェアは LACP プライ
オリティに基づいてアクティブにするホットスタンバイポートを決定します。ソフトウェアは、
LACP を操作するシステム間のすべてのリンクに、次の要素（プライオリティ順）で構成された
一意のプライオリティを割り当てます。
• LACP システム プライオリティ
• システム ID（スイッチ MAC アドレス）
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• LACP ポート プライオリティ
• ポート番号
プライオリティの比較においては、数値が小さいほどプライオリティが高くなります。プライオ
リティは、ハードウェア上の制約がある場合に、すべての互換ポートが集約されないように、ス
タンバイ モードにするポートを決定します。
アクティブ ポートかホット スタンバイ ポートかを判別するには、次の（2 つの）手順を使用しま
す。まず、数値的に低いシステム プライオリティとシステム ID を持つシステムの方を選びます。
次に、ポートプライオリティおよびポート番号の値に基づいて、そのシステムのアクティブポー
トとホット スタンバイ ポートを決定します。他のシステムのポート プライオリティとポート番
号の値は使用されません。
ソフトウェアのアクティブおよびスタンバイ リンクの選択方法に影響を与えるように、LACP シ
ステム プライオリティおよび LACP ポート プライオリティのデフォルト値を変更できます。

LACP 最大バンドル機能の設定（CLI）
ポート チャネルで許可されるバンドル化された LACP ポートの最大数を指定すると、ポート チャ
ネル内の残りのポートがホット スタンバイ ポートとして指定されます。
ポート チャネルの LACP ポートの最大数を設定するには、特権 EXEC モードで開始して、次の手
順に従います。この手順は任意です。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

interface port-channel channel-number ポート チャネルのインターフェイス コン
フィギュレーション モードを開始します。
例：

指定できる範囲は 1 ～ 128 です。

Device(config)# interface
port-channel 2

ステップ 3

lacp max-bundle max-bundle-number ポートチャネル バンドルで LACP ポートの
最大数を指定します。
例：

指定できる範囲は 1 ～ 8 です。

Device(config-if)# lacp max-bundle
3
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

関連トピック
LACP とリンクの冗長性, （688 ページ）
LACP ホット スタンバイ ポートの設定：例, （714 ページ）

LACP ポート チャネルの最小リンク機能の設定（CLI）
リンク アップ状態で、リンク アップ ステートに移行するポート チャネル インターフェイスの
EtherChannel でバンドルする必要のあるアクティブ ポートの最小数を指定できます。EtherChannel
の最小リンクを使用して、低帯域幅 LACP EtherChannel がアクティブになることを防止できます。
また、LACP EtherChannel にアクティブ メンバー ポートが少なすぎて、必要な最低帯域幅を提供
できない場合、この機能により LACP EtherChannel が非アクティブになります。
ポート チャネルに必要なリンクの最小数を設定する。次の作業を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interface port-channel
channel-number
例：

ポートチャネルのインターフェイス コンフィ
ギュレーション モードを開始します。
channel-number の範囲は 1 ～ 63 です。

Device(config)# interface
port-channel 2
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

port-channel min-links
min-links-number

リンク アップ状態で、リンク アップ ステート
に移行するポート チャネル インターフェイス
の EtherChannel でバンドルする必要のあるメン
バ ポートの最小数を指定できます。

例：

ステップ 5

Device(config-if)#
port-channel min-links 3

min-links-number の範囲は 2 ～ 8 です。

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

関連トピック
LACP とリンクの冗長性, （688 ページ）
LACP ホット スタンバイ ポートの設定：例, （714 ページ）

LACP システム プライオリティの設定（CLI）
lacp system-priority グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、LACP をイネーブ
ルにしているすべての EtherChannel に対してシステム プライオリティを設定できます。LACP を
設定済みの各チャネルに対しては、システム プライオリティを設定できません。デフォルト値を
変更すると、ソフトウェアのアクティブおよびスタンバイ リンクの選択方法に影響します。
show etherchannel summary 特権 EXEC コマンドを使用して、ホット スタンバイ モードのポート
を確認できます（ポートステート フラグが H になっています）。
LACP システム プライオリティを設定するには、次の手順に従います。この手順は任意です。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ステップ 4

lacp system-priority priority

LACP システム プライオリティを設定します。

例：

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

Device(config)# lacp
system-priority 32000

値が小さいほど、システム プライオリティは
高くなります。

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

関連トピック
EtherChannel 設定時の注意事項, （694 ページ）
EtherChannel のデフォルト設定, （692 ページ）
レイヤ 2 EtherChannel 設定時の注意事項, （696 ページ）
EtherChannel、PAgP、および LACP ステータスのモニタ, （712 ページ）

LACP ポート プライオリティの設定（CLI）
デフォルトでは、すべてのポートは同じポートプライオリティです。ローカルシステムのシステ
ム プライオリティおよびシステム ID の値がリモート システムよりも小さい場合は、LACP
EtherChannel ポートのポート プライオリティをデフォルトよりも小さな値に変更して、最初にア
クティブになるホットスタンバイ リンクを変更できます。ホット スタンバイ ポートは、番号が
小さい方が先にチャネルでアクティブになります。show etherchannel summary 特権 EXEC コマン
ドを使用して、ホット スタンバイ モードのポートを確認できます（ポートステート フラグが H
になっています）。

（注）

LACP がすべての互換ポートを集約できない場合（たとえば、ハードウェアの制約が大きいリ
モート システム）、EtherChannel 中でアクティブにならないポートはすべてホット スタンバ
イ ステートになり、チャネル化されたポートのいずれかが機能しない場合に限り使用されま
す。
LACP ポート プライオリティを設定するには、次の手順に従います。この手順は任意です。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パ
スワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id

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

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

ステップ 4

lacp port-priority priority
例：
Device(config-if)# lacp
port-priority 32000

ステップ 5

end

LACP ポート プライオリティを設定します。
指定できる範囲は 1 ～ 65535 です。デフォルト
は 32768 です。値が小さいほど、ポートが
LACP 伝送に使用される可能性が高くなりま
す。
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

関連トピック
EtherChannel 設定時の注意事項, （694 ページ）
EtherChannel のデフォルト設定, （692 ページ）
レイヤ 2 EtherChannel 設定時の注意事項, （696 ページ）
EtherChannel、PAgP、および LACP ステータスのモニタ, （712 ページ）
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EtherChannel、PAgP、および LACP ステータスのモニタ
この表に記載されているコマンドを使用して EtherChannel、PAgP、および LACP ステータスを表
示できます。
表 66：EtherChannel、PAgP、および LACP ステータスのモニタ用コマンド

コマンド

説明

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

LACP チャネル グループ情報およびトラフィッ
ク カウンタをクリアします。

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

PAgP チャネル グループ情報およびトラフィッ
ク カウンタをクリアします。

show etherchannel [ channel-group-number {detail EtherChannel 情報が簡潔、詳細に、1 行のサマ
| load-balance | port | port-channel | protocol |
リー形式で表示されます。負荷分散方式または
summary}] [detail | load-balance | port |
フレーム配布方式、ポート、ポート チャネル、
port-channel | protocol | auto | summary]
プロトコル、および Auto-LAG 情報も表示され
ます。
show pagp [ channel-group-number] {counters |
internal | neighbor}

トラフィック情報、内部 PAgP 設定、ネイバー
情報などの PAgP 情報が表示されます。

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

デュアルアクティブ検出ステータスが表示され
ます。

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

トラフィック情報、内部 LACP 設定、ネイバー
情報などの LACP 情報が表示されます。

show running-config

設定エントリを確認します。

show etherchannel load-balance

ポート チャネル内のポート間のロード バラン
シング、またはフレーム配布方式を表示しま
す。

関連トピック
PAgP 学習方式およびプライオリティの設定 （CLI）, （705 ページ）
PAgP 学習方式およびプライオリティ, （685 ページ）
LACP システム プライオリティの設定（CLI）, （709 ページ）
LACP ポート プライオリティの設定（CLI）, （710 ページ）
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EtherChannel の設定例
レイヤ 2 EtherChannel の設定：例
この例では、スタック内の 1 つのスイッチに EtherChannel を設定する例を示します。2 つのポー
トを VLAN 10 のスタティック アクセス ポートとして、PAgP モードが desirable であるチャネル
5 に割り当てます。
Device# configure terminal
Device(config)# interface range gigabitethernet2/0/1 -2
Device(config-if-range)# switchport mode access
Device(config-if-range)# switchport access vlan 10
Device(config-if-range)# channel-group 5 mode desirable non-silent
Device(config-if-range)# end

この例では、スタック内の 1 つのスイッチに EtherChannel を設定する例を示します。2 つのポー
トは VLAN 10 のスタティックアクセス ポートとして、LACP モードが active であるチャネル 5 に
割り当てられます。 active:
Device# configure terminal
Device(config)# interface range gigabitethernet2/0/1 -2
Device(config-if-range)# switchport mode access
Device(config-if-range)# switchport access vlan 10
Device(config-if-range)# channel-group 5 mode active
Device(config-if-range)# end

次の例では、クロススタック EtherChannel を設定する方法を示します。LACP パッシブ モードを
使用して、VLAN 10 内のスタティックアクセス ポートとしてスタック メンバ 1 のポートを 2 つ、
スタック メンバ 2 のポートを 1 つチャネル 5 に割り当てます。
Device# configure terminal
Device(config)# interface range gigabitethernet2/0/4 -5
Device(config-if-range)# switchport mode access
Device(config-if-range)# switchport access vlan 10
Device(config-if-range)# channel-group 5 mode passive
Device(config-if-range)# exit
Device(config)# interface gigabitethernet3/0/3
Device(config-if)# switchport mode access
Device(config-if)# switchport access vlan 10
Device(config-if)# channel-group 5 mode passive
Device(config-if)# exit

PoE または LACP ネゴシエーションのエラーは、スイッチからアクセスポイント（AP ）に 2 つの
ポートを設定した場合に発生する可能性があります。このシナリオは、ポート チャネルの設定を
スイッチ側で行うと回避できます。詳細については、次の例を参照してください。
interface Port-channel1
switchport access vlan 20
switchport mode access
switchport nonegotiate
no port-channel standalone-disable
spanning-tree portfast

<--this one
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（注）

ポートがポートのフラッピングに関する LACP エラーを検出した場合は、次のコマンドも含め
る必要があります。 no errdisable detect cause pagp-flap

レイヤ 3 EtherChannel の設定：例
この例では、レイヤ 3 インターフェイスの設定方法を示します。2 つのポートは、LACP モードが
active であるチャネル 5 に割り当てられます。
Device# configure terminal
Device(config)# interface range gigabitethernet2/0/1 -2
Device(config-if-range)# no ip address
Device(config-if-range)# no switchport
Device(config-if-range)# channel-group 5 mode active
Device(config-if-range)# end

この例では、クロススタック レイヤ 3 EtherChannel の設定方法を示します。スタック メンバー 2
の 2 つのポートとスタック メンバー 3 の 1 つのポートは、LACP active モードでチャネル 7 に割り
当てられます。
Device# configure terminal
Device(config)# interface range gigabitethernet2/0/4 -5
Device(config-if-range)# no ip address
Device(config-if-range)# no switchport
Device(config-if-range)# channel-group 7 mode active
Device(config-if-range)# exit
Device(config)# interface gigabitethernet3/0/3
Device(config-if)# no ip address
Device(config-if)# no switchport
Device(config-if)# channel-group 7 mode active
Device(config-if)# exit

LACP ホット スタンバイ ポートの設定：例
この例では、少なくとも 3 個のアクティブ ポートがある場合にアクティブ化される EtherChannel
を設定する例を示します（ポート チャネル 2）。これは、7 個のアクティブ ポートとホット スタ
ンバイ ポートとしての最大 9 個の残りのポートから構成されます。
Device# configure terminal
Device(config)# interface port-channel 2
Device(config-if)# port-channel min-links 3
Device(config-if)# lacp max-bundle 7

次に、ポート チャネル 42 のスタンドアロン EtherChannel メンバ ポート ステートをディセーブル
にする例を示します。
Device(config)# interface port-channel channel-group
Device(config-if)# port-channel standalone-disable
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次に、設定を確認する例を示します。
Device# show etherchannel 42 port-channel | include Standalone

Standalone Disable

= enabled

Device# show etherchannel 42 detail | include Standalone

Standalone Disable

= enabled

関連トピック
LACP 最大バンドル機能の設定（CLI）, （707 ページ）
LACP とリンクの冗長性, （688 ページ）
LACP ポート チャネルの最小リンク機能の設定（CLI）, （708 ページ）
LACP とリンクの冗長性, （688 ページ）

EtherChannels の追加リファレンス
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

レイヤ 2 コマンド リファレンス

『Layer 2/3 Command Reference (Catalyst 3850
Switches)』

標準および RFC
標準/RFC

Title

なし

—

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs
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シスコのテクニカル サポート
説明

Link

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

EtherChannels の機能情報
リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。

Cisco IOS XE 3.3SE

LACP 最大バンドル機能、ポー
ト チャネルの最小リンク機能
のサポートが追加されました。

Cisco IOS 15.2(3)E2、Cisco IOS XE 3.7.2E

Auto-LAG 機能が導入されまし
た。
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更新機能の設定
• 機能情報の確認, 717 ページ
• Flex Link および MAC アドレス テーブル移動更新設定の制約事項, 717 ページ
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

Flex Link および MAC アドレス テーブル移動更新設定の制約事項
• Flex Link はレイヤ 2 ポートおよびポート チャネルだけでサポートされます。
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• 最大 16 のバックアップ リンクを設定できます。
• アクティブ リンクには、Flex Link バックアップ リンクを 1 つだけ設定できます。バックアッ
プ リンクは、アクティブ インターフェイスとは異なるインターフェイスにする必要があり
ます。
• インターフェイスは 1 つの Flex Link ペアだけに属します。インターフェイスは、1 つだけの
アクティブ リンクのバックアップ リンクにすることができます。アクティブ リンクは、別
の Flex Link ペアに属することができません。
• どちらのリンクも、EtherChannel に属するポートには設定できません。ただし、2 つのポー
ト チャネル（EtherChannel 論理インターフェイス）を Flex Link として設定でき、ポート チャ
ネルおよび物理インターフェイスを Flex Link として設定して、ポート チャネルか物理イン
ターフェイスのどちらかをアクティブ リンクにすることができます。
• バックアップ リンクはアクティブ リンクと同じタイプ（ギガビット イーサネットまたはポー
ト チャネル）にする必要はありません。ただし、スタンバイ リンクがトラフィック転送を
開始した場合にループが発生したり動作が変更したりしないように、両方の Flex Link を同様
の特性で設定する必要があります。
• Flex Link ポートでは STP がディセーブルになります。ポート上にある VLAN が STP 用に設
定されている場合でも、Flex Link ポートは STP に参加しません。STP がイネーブルでない場
合は、設定されているトポロジでループが発生しないようにしてください。
• Catalyst 3850 および Catalyst 3650 スイッチの組み合わせを含むスイッチ スタックを含めるこ
とはできません。
関連トピック
Flex Link ペアのプリエンプション方式の設定 （CLI）, （726 ページ）
Flex Link の設定（CLI）, （725 ページ）
Flex Link の設定：例, （732 ページ）
Flex Link の VLAN ロード バランシングの設定 （CLI）, （728 ページ）
Flex Link における VLAN ロード バランシングの設定：例, （732 ページ）
MAC アドレス テーブル移動更新メッセージの取得および処理用のスイッチ設定 （CLI）, （
730 ページ）
MAC アドレス テーブル移動更新の設定（CLI）, （729 ページ）
MAC アドレス テーブル移動更新の設定：例, （734 ページ）

Flex Link および MAC アドレス テーブル移動更新に関する情報
Flex Link
Flex Link は、レイヤ 2 インターフェイス（スイッチ ポートまたはポート チャネル）のペアで、一
方のインターフェイスが他方のインターフェイスのバックアップとして機能するように設定され
ます。この機能は、スパニングツリー プロトコル（STP）の代替ソリューションです。ユーザは、

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
718

OL-30686-01-J

Flex Link および MAC アドレス テーブル移動更新に関する情報

STP をディセーブルにしても、基本的リンク冗長性を保つことができます。Flex Link は、通常、
ユーザがスイッチで STP を実行したくない場合に、サービス プロバイダーまたは企業ネットワー
クで設定されます。スイッチが STP を実行中の場合は、STP がすでにリンクレベルの冗長性また
はバックアップを提供しているため、Flex Link は不要です。
別のレイヤ 2 インターフェイスを Flex Link またはバックアップ リンクとして割り当てることで、
1 つのレイヤ 2 インターフェイス（アクティブ リンク）に Flex Link を設定します。スイッチで
は、Flex Link を、同じスイッチまたはスタックの別のスイッチ上で使用できます。リンクの 1 つ
がアップでトラフィックを転送しているときは、もう一方のリンクがスタンバイ モードで、この
リンクがシャット ダウンした場合にトラフィックの転送を開始できるように準備しています。ど
の時点でも、1 つのインターフェイスのみがリンクアップ ステートでトラフィックを転送してい
ます。プライマリリンクがシャットダウンされると、スタンバイリンクがトラフィックの転送を
開始します。アクティブリンクがアップに戻った場合はスタンバイモードになり、トラフィック
が転送されません。STP は Flex Link インターフェイス上ではディセーブル化されています。
関連トピック
Flex Link ペアのプリエンプション方式の設定 （CLI）, （726 ページ）
Flex Link の設定（CLI）, （725 ページ）
Flex Link の設定：例, （732 ページ）

Flex Link の設定
次の図では、スイッチ 上のポート 1 と 2 がアップリンク スイッチ B と C に接続されています。
これらのスイッチは Flex Link として設定されているので、どちらかのインターフェイスがトラ
フィックを転送し、もう一方のインターフェイスはスタンバイ モードになります。ポート 1 がア
クティブ リンクになる場合、ポート 1 とスイッチ B との間でトラフィックの転送を開始し、ポー
ト 2（バックアップ リンク）とスイッチ C との間のリンクでは、トラフィックは転送されません。
ポート 1 がダウンすると、ポート 2 がアップ状態になってスイッチ C へのトラフィックの転送を
開始します。ポート 1 が再びアップ状態に戻ってもスタンバイ モードになり、トラフィックを転
送しません。ポート 2 がトラフィック転送を続けます。
また、トラフィックを転送する優先ポートを指定して、プリエンプション機能を設定できます。
たとえば、プリエンプション モードと Flex Link ペアを設定できます。図のシナリオでは、ポート
1 がバックアップとなって、ポート 2 より帯域幅が大きい場合、ポート 1 は 60 秒後にパケットの
転送を開始します。ポート 2 がスタンバイとなります。これを行うには、switchport backup interface
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preemption mode bandwidth および switchport backup interface preemption delay インターフェイ
ス コンフィギュレーション コマンドを入力します。
図 43：Flex Link の設定例

プライマリ（転送）リンクがダウンすると、トラップによってネットワーク管理ステーションが
通知を受けます。スタンバイ リンクがダウンすると、トラップによってユーザが通知を受けま
す。
Flex Link はレイヤ 2 ポートおよびポート チャネルだけでサポートされ、VLAN またはレイヤ 3
ポートではサポートされません。
関連トピック
Flex Link ペアのプリエンプション方式の設定 （CLI）, （726 ページ）
Flex Link の設定（CLI）, （725 ページ）

VLAN Flex Link ロード バランシングおよびサポート
VLAN Flex Link ロード バランシングにより、ユーザは相互排他的な VLAN のトラフィックを両
方のポートで同時に転送するように Flex Link ペアを設定できます。たとえば、Flex Link ポートが
1 ～ 100 の VLAN に対して設定されている場合、最初の 50 の VLAN のトラフィックを 1 つのポー
トで転送し、残りの VLAN のトラフィックをもう一方のポートで転送できます。どちらかのポー
トで障害が発生した場合には、もう一方のアクティブ ポートがすべてのトラフィックを転送しま
す。障害が発生したポートが元に戻ると、優先 VLAN のトラフィックの転送を再開します。冗長
性を提供する以外に、この Flex Link のペアはロード バランシングに使用できます。Flex Link
VLAN ロード バランシングによってアップリンク スイッチが制約を受けることはありません。
次の図に、Flex Link の VLAN ロードバランシング設定を示します。
図 44：VLAN Flex Link ロード バランシングの設定例
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Flex Link フェールオーバーによるマルチキャスト高速コンバージェンス
Flex Link マルチキャスト高速コンバージェンスにより、Flex Link 障害発生後のマルチキャスト ト
ラフィックコンバージェンス時間が短縮されます。マルチキャスト高速コンバージェンスはmrouter
ポートとしてのバックアップ リンクの学習、IGMP レポートの生成、および IGMP レポートのリー
クを組み合わせて実行されます。
関連トピック
Flex Link フェールオーバーによるマルチキャスト高速コンバージェンスの設定：例, （734 ペー
ジ）

その他の Flex Link ポートを mrouter ポートとして学習
通常のマルチキャスト ネットワークでは、個々の VLAN について 1 つのクエリアが選定されま
す。ネットワーク エッジに展開されたスイッチには、クエリーを受信するいずれかの Flex Link
ポートが存在します。Flex Link ポートは常に、転送状態になります。
クエリーを受信するポートが、スイッチの mrouter ポートとして追加されます。mrouter ポートは、
スイッチが学習したすべてのマルチキャスト グループの 1 つとして認識されます。切り替えの
後、クエリーは別の Flex Link ポートによって受信されます。この別の Flex Link ポートは mrouter
ポートとして認識されるようになります。切り替えの後、マルチキャスト トラフィックは別の
Flex Link ポートを介して流れます。トラフィック コンバージェンスを高速化するために、いずれ
かの Flex Link ポートが mrouter ポートとして学習されると、両方の Flex Link ポートが mrouter ポー
トとして認識されます。いずれの Flex Link ポートも常に、マルチキャスト グループの一部として
扱われます。
通常の動作モードではいずれの Flex Link ポートもグループの一部として認識されますが、バック
アップ ポートを通過するトラフィックはすべてブロックされます。mrouter ポートとしてバック
アップ ポートを追加しても、通常のマルチキャスト データ フローが影響を受けることはありま
せん。切り替えが生じると、バックアップ ポートのブロックが解除され、トラフィックが流れる
ようになります。この場合、バックアップ ポートのブロックが解除されるとただちに、アップス
トリーム データが流れ始めます。

生成する、IGMP レポートを
切り替えの後、バックアップ リンクがアップ状態になると、アップストリームでの新しいディス
トリビューション スイッチ でのマルチキャスト データの転送は開始されません。これは、ブロッ
クされた Flex Link ポートに接続されているアップストリーム ルータのポートが、マルチキャスト
グループの一部として認識されないからです。マルチキャスト グループのレポートは、バック
アップリンクがブロックされているため、ダウンストリームスイッチで転送されませんでした。
このポートのデータは、マルチキャスト グループが学習されるまで流れません。マルチキャスト
グループの学習は、レポートを受信した後にだけ行われます。
レポートは、一般クエリーが受信されると、ホストより送信されます。一般クエリーは、通常の
シナリオであれば 60 秒以内に送信されます。バックアップ リンクが転送を開始し、マルチキャ
ストデータの高速コンバージェンスを達成できるようになると、ダウンストリームスイッチが一
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般クエリーを待つことなく、ただちにこのポート上のすべての学習済みグループに対し、プロキ
シ レポートを送信します。

リークする、IGMP レポートを
マルチキャスト トラフィック コンバージェンスを最小限の損失で達成できるように、Flex Link の
アクティブ リンクがダウンする前に冗長データ パスを設定しておく必要があります。これは、
Flex Link バックアップ リンクで IGMP レポート パケットだけをリークさせることで行えます。こ
うしてリークさせた IGMP レポート メッセージがアップストリームのディストリビューション
ルータで処理されるため、マルチキャストデータのトラフィックはバックアップインターフェイ
スに転送されます。バックアップインターフェイスの着信トラフィックはすべてアクセススイッ
チの入り口部分でドロップされるため、ホストが重複したマルチキャスト トラフィックを受信す
ることはありません。Flex Link のアクティブ リンクに障害が発生した場合、ただちにアクセス ス
イッチがバックアップ リンクからのトラフィックを受け入れ始めます。このスキームの唯一の欠
点は、ディストリビューション スイッチ間のリンク、およびディストリビューションとアクセス
スイッチの間のバックアップ リンクで帯域幅が大幅に消費される点です。この機能はデフォルト
でディセーブルになっています。switchport backup interface interface-id multicast fast-convergence
コマンドを使用して、設定を変更できます。
切り替え時にこの機能がイネーブルになっている場合、スイッチで転送ポートに設定されたバッ
クアップ ポート上でプロキシ レポートは生成されません。

MAC アドレス テーブル移動更新
MAC アドレス テーブル移動更新機能により、プライマリ（転送）リンクがダウンしてスタンバ
イ リンクがトラフィックの転送を開始したときに、スイッチで高速双方向コンバージェンスが提
供されます。
次の図では、スイッチ A がアクセス スイッチで、スイッチ A のポート 1 および 2 が Flex Link ペ
ア経由でアップリンク スイッチ B および D に接続されます。ポート 1 はトラフィックの転送中
で、ポート 2 はバックアップ ステートです。PC からサーバへのトラフィックはポート 1 からポー
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ト 3 に転送されます。PC の MAC アドレスはスイッチ C のポート 3 で学習されています。サーバ
から PC へのトラフィックはポート 3 からポート 1 に転送されます。
図 45：MAC アドレス テーブル移動更新の例

MAC アドレス テーブル移動更新機能が設定されておらず、ポート 1 がダウンした場合は、ポー
ト 2 がトラフィックの転送を開始します。しかし、少しの間、スイッチ C がポート 3 経由でサー
バから PC にトラフィックを転送し続けるため、ポート 1 がダウンしていることにより、PC への
トラフィックが途切れます。スイッチ C がポート 3 で PC の MAC アドレスを削除し、ポート 4 で
再度学習した場合は、トラフィックはポート 2 経由でサーバから PC へ転送される可能性があり
ます。
スイッチで MAC アドレス テーブル移動更新機能が設定されイネーブル化されていると、ポート
1 がダウンした場合、ポート 2 が PC からサーバへのトラフィックの転送を開始します。スイッチ
は、ポート 2 から MAC アドレス テーブル移動更新パケットを送信します。スイッチ C はこのパ
ケットをポート 4 で受信し、ただちにポート 4 で PC の MAC アドレスを学習します。これによ
り、再コンバージェンス時間が短縮されます。
スイッチ、スイッチ A のアクセスを設定して、MAC アドレス テーブル移行更新メッセージを送
信できます。また、アップリンク スイッチ B、C、および D を設定して、MAC アドレス テーブ
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ル移動更新メッセージの取得および処理を行うこともできます。スイッチ C が スイッチ A から
MAC アドレス テーブル移動更新メッセージを取得すると、スイッチ C はポート 4 で PC の MAC
アドレスを学習します。スイッチ C は、PC の転送テーブル エントリ転送を含め、MAC アドレス
テーブルをアップデートします。
スイッチ A が、MAC アドレス テーブル移動更新を待機する必要はありません。スイッチ はポー
ト 1 上の障害を検出して、ただちに新しい転送ポートであるポート 2 からのサーバ トラフィック
の転送を開始します。この変更は 100 ミリ秒 (ms) 未満で発生します。PC はスイッチ A に直接接
続され、その接続状態に変更はありません。スイッチ A による、MAC アドレス テーブルで PC
エントリの更新は必要ありません。
関連トピック
MAC アドレス テーブル移動更新メッセージの取得および処理用のスイッチ設定 （CLI）, （
730 ページ）
MAC アドレス テーブル移動更新の設定（CLI）, （729 ページ）
MAC アドレス テーブル移動更新の設定：例, （734 ページ）

Flex Link の VLAN ロード バランシング設定時の注意事項
• Flex Link VLAN ロード バランシングでは、バックアップ インターフェイス上で優先される
VLAN を選択する必要があります。
• 同じ Flex Link ペアに対して、プリエンプション メカニズムと VLAN ロード バランシングを
設定することはできません。
関連トピック
Flex Link の VLAN ロード バランシングの設定 （CLI）, （728 ページ）
Flex Link における VLAN ロード バランシングの設定：例, （732 ページ）

MAC アドレス テーブル移動更新設定時の注意事項
• アクセス スイッチでこの機能のイネーブル化と設定を行うと、MAC アドレス テーブル移動
更新を送信（send）できます。
• MAC アドレス テーブル移動更新メッセージを取得（get）する場合、この機能をアップリン
ク スイッチでイネーブルにして設定します。

デフォルトの Flex Link および MAC アドレス テーブル移動更新の設定
• Flex Link は設定されておらず、バックアップ インターフェイスは定義されていません。
• プリエンプション モードはオフです。
• プリエンプション遅延は 35 秒です。
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• MAC アドレス テーブル移動更新機能は、 スイッチ上で設定されません。
関連トピック
Flex Link ペアのプリエンプション方式の設定 （CLI）, （726 ページ）
Flex Link の設定（CLI）, （725 ページ）
Flex Link の設定：例, （732 ページ）

Flex Link および MAC アドレス テーブル移動更新機能の設定方法
Flex Link の設定（CLI）
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id
例：
Device(conf)# interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 3

switchport backup interface
interface-id
例：
Device(conf-if)# switchport
backup interface
gigabitethernet1/0/2

ステップ 4

end

インターフェイスを指定し、インターフェイス コ
ンフィギュレーション モードを開始します。イン
ターフェイスは物理レイヤ 2 インターフェイスま
たはポート チャネル（論理インターフェイス）に
設定できます。 ポート チャネル範囲は 1 ～ 128 で
す。
物理レイヤ 2 インターフェイス（ポート チャネ
ル）をインターフェイスがある Flex Link ペアの一
部として設定します。1 つのリンクがトラフィッ
クを転送している場合、もう一方のインターフェ
イスはスタンバイ モードです。

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(conf-if)# end
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関連トピック
Flex Link, （718 ページ）
デフォルトの Flex Link および MAC アドレス テーブル移動更新の設定, （724 ページ）
Flex Link および MAC アドレス テーブル移動更新設定の制約事項, （717 ページ）
Flex Link の設定：例, （732 ページ）
Flex Link の設定, （719 ページ）
Flex Link、マルチキャスト高速コンバージェンス、および MAC アドレス テーブル移動更新の
モニタ, （731 ページ）
Flex Link の設定：例, （732 ページ）

Flex Link ペアのプリエンプション方式の設定 （CLI）
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id
例：
Device(conf)# interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 3

switchport backup interface
interface-id
例：
Device(conf-if)# switchport
backup interface
gigabitethernet1/0/2

ステップ 4

switchport backup interface
interface-id preemption mode
[forced | bandwidth | off]

インターフェイスを指定し、インターフェイス
コンフィギュレーション モードを開始します。
インターフェイスは物理レイヤ 2 インターフェ
イスまたはポート チャネル（論理インターフェ
イス）に設定できます。 ポート チャネル範囲は
1 ～ 128 です。
物理レイヤ 2 インターフェイス（ポート チャネ
ル）をインターフェイスがある Flex Link ペアの
一部として設定します。1 つのリンクがトラ
フィックを転送している場合、もう一方のイン
ターフェイスはスタンバイ モードです。

Flex Link インターフェイス ペアのプリエンプ
ション メカニズムおよび遅延を設定します。次
のプリエンプション モードを設定することがで
きます。

例：
Device(conf-if)# switchport
backup interface
gigabitethernet1/0/2 preemption

• forced：（任意）アクティブ インターフェ
イスはバックアップを常にプリエンプトし
ます。
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コマンドまたはアクション
mode forced

目的
• bandwidth：（任意）より大きい帯域幅のイ
ンターフェイスが常にアクティブ インター
フェイスとして動作します。
• off：（任意）アクティブからバックアップ
へのプリエンプトは発生しません。

ステップ 5

switchport backup interface
interface-id preemption delay
delay-time
例：

ポートが他のポートより先に使用されるまでの
遅延時間を設定します。
（注）

遅延時間の設定は、forced モードおよ
び bandwidth モードでのみ有効です。

Device(conf-if)# switchport
backup interface
gigabitethernet1/0/2 preemption
delay 50

ステップ 6

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(conf-if)# end

ステップ 7

show interface [interface-id]
switchport backup

設定を確認します。

例：
Device# show interface
gigabitethernet1/0/2 switchport
backup

ステップ 8

copy running-config startup config （任意）スイッチ スタートアップ コンフィギュ
レーション ファイルに設定を保存します。
例：
Device# copy running-config
startup config

関連トピック
Flex Link, （718 ページ）
デフォルトの Flex Link および MAC アドレス テーブル移動更新の設定, （724 ページ）
Flex Link および MAC アドレス テーブル移動更新設定の制約事項, （717 ページ）
Flex Link の設定：例, （732 ページ）
Flex Link の設定, （719 ページ）
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Flex Link、マルチキャスト高速コンバージェンス、および MAC アドレス テーブル移動更新の
モニタ, （731 ページ）
Flex Link の設定：例, （732 ページ）

Flex Link の VLAN ロード バランシングの設定 （CLI）
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id
例：
Device (config)# interface
gigabitethernet2/0/6

ステップ 3

switchport backupinterface
interface-idprefer vlan vlan-range
例：
Device (config-if)# switchport
backup interface
gigabitethernet2/0/8 prefer
vlan 2

ステップ 4

end

インターフェイスを指定し、インターフェイス
コンフィギュレーション モードを開始します。
インターフェイスは物理レイヤ 2 インターフェ
イスまたはポート チャネル（論理インターフェ
イス）に設定できます。 ポート チャネル範囲は
1 ～ 128 です。
物理レイヤ 2 インターフェイス（またはポート
チャネル）を、インターフェイスを装備した Flex
Link ペアの一部として設定し、インターフェイ
ス上の VLAN を指定します。VLAN ID の範囲は
1 ～ 4094 です。

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device (config-if)# end

関連トピック
Flex Link の VLAN ロード バランシング設定時の注意事項, （724 ページ）
Flex Link および MAC アドレス テーブル移動更新設定の制約事項, （717 ページ）
Flex Link における VLAN ロード バランシングの設定：例, （732 ページ）
Flex Link における VLAN ロード バランシングの設定：例, （732 ページ）
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Flex Link、マルチキャスト高速コンバージェンス、および MAC アドレス テーブル移動更新の
モニタ, （731 ページ）

MAC アドレス テーブル移動更新の設定（CLI）
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id
例：
Device#interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 3

インターフェイスを指定し、インターフェイス コン
フィギュレーション モードを開始します。インター
フェイスは物理レイヤ 2 インターフェイスまたはポー
ト チャネル（論理インターフェイス）に設定できま
す。 ポート チャネル範囲は 1 ～ 128 です。

次のいずれかを使用します。 物理レイヤ 2 インターフェイス（またはポート チャネ
ル）を、インターフェイスを装備した Flex Link ペア
• switchport
の一部として設定します。MAC アドレス テーブル移
backupinterface
動更新 VLAN はインターフェイスで最も低い VLAN
interface-id
ID です。
• switchport
物理レイヤ 2 インターフェイス（ポート チャネル）を
backupinterface
interface-idmmu primary 設定し、MAC アドレス テーブル移動更新の送信に使
vlan vlan-id
用される VLAN ID をインターフェイスで指定します。

例：

1 つのリンクがトラフィックを転送している場合、も
う一方のインターフェイスはスタンバイ モードです。

Device(config-if)#
switchport backup interface
gigabitethernet0/2 mmu
primary vlan 2

ステップ 4

end

グローバル コンフィギュレーション モードに戻りま
す。

例：
Device(config-if)# end
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コマンドまたはアクション
ステップ 5

ステップ 6

目的

mac address-table move update プライマリ リンクがダウンし、スタンバイ リンクを
transmit
介してスイッチがトラフィックの転送を開始すると、
アクセス スイッチで、ネットワークの他のスイッチに
例：
MAC アドレス テーブル移動更新を送信できます。
Device(config)#
mac address-table move
update
transmit

MMU パケットが MAC テーブルを更新するように、
スイッチ でコマンド mac address-table move update を
入力します。プライマリ リンクが復帰すると、MAC
テーブルは再収束する必要があり、このコマンドに
よって MMU が送信され、動作が確立されます。

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

関連トピック
MAC アドレス テーブル移動更新の設定：例, （734 ページ）
Flex Link、マルチキャスト高速コンバージェンス、および MAC アドレス テーブル移動更新の
モニタ, （731 ページ）
MAC アドレス テーブル移動更新, （722 ページ）
Flex Link および MAC アドレス テーブル移動更新設定の制約事項, （717 ページ）
MAC アドレス テーブル移動更新の設定：例, （734 ページ）

MAC アドレス テーブル移動更新メッセージの取得および処理用のスイッチ設定 （CLI）
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

mac address-table move update receive スイッチで MAC アドレス テーブル移
動更新の取得と処理を可能にします。
例：
Device (config)# mac address-table
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コマンドまたはアクション

目的

move update receive

ステップ 3

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Device (config)# end

関連トピック
Flex Link、マルチキャスト高速コンバージェンス、および MAC アドレス テーブル移動更新の
モニタ, （731 ページ）
MAC アドレス テーブル移動更新の設定：例, （734 ページ）
MAC アドレス テーブル移動更新, （722 ページ）
Flex Link および MAC アドレス テーブル移動更新設定の制約事項, （717 ページ）
MAC アドレス テーブル移動更新の設定：例, （734 ページ）

Flex Link、マルチキャスト高速コンバージェンス、および MAC アドレ
ス テーブル移動更新のモニタ
コマンド

目的

show interface [interface-id]
switchport backup

インターフェイス用に設定された Flex Link バックアップ イ
ンターフェイス、または設定されたすべての Flex Link と、
各アクティブ インターフェイスおよびバックアップ イン
ターフェイスの状態（アップまたはスタンバイ モード）を
表示します。

show ip igmp profile address-table
move update profile-id

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

show mac address-table move update スイッチ上に MAC アドレス テーブル移動移動を表示しま
す。

関連トピック
Flex Link ペアのプリエンプション方式の設定 （CLI）, （726 ページ）
Flex Link の設定（CLI）, （725 ページ）
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Flex Link の設定例
Flex Link の設定：例
この例では、バックアップ インターフェイスでインターフェイスを設定した後に、設定を確認す
る方法を示します。
Device# show interface switchport backup
Switch Backup Interface Pairs:
Active Interface Backup Interface State
-----------------------------------------------------------------------GigabitEthernet1/0/1 GigabitEthernet1/0/2 Active Up/Backup Standby

この例では、バックアップ インターフェイス ペアにプリエンプション モードを強制として設定
した後に、設定を確認する方法を示します。
Device# show interface switchport backup detail
Switch Backup Interface Pairs:
Active Interface Backup Interface State
-----------------------------------------------------------------------GigabitEthernet1/0/211 GigabitEthernet1/0/2 Active Up/Backup Standby
Interface Pair : Gi1/0/1, Gi1/0/2
Preemption Mode : forced
Preemption Delay : 50 seconds
Bandwidth : 100000 Kbit (Gi1/0/1), 100000 Kbit (Gi1/0/2)
Mac Address Move Update Vlan : auto

関連トピック
Flex Link ペアのプリエンプション方式の設定 （CLI）, （726 ページ）
Flex Link の設定（CLI）, （725 ページ）
Flex Link, （718 ページ）
デフォルトの Flex Link および MAC アドレス テーブル移動更新の設定, （724 ページ）
Flex Link および MAC アドレス テーブル移動更新設定の制約事項, （717 ページ）
Flex Link ペアのプリエンプション方式の設定 （CLI）, （726 ページ）
Flex Link の設定（CLI）, （725 ページ）

Flex Link における VLAN ロード バランシングの設定：例
次の例では、スイッチに VLAN 1 ～ 50、60、および 100 ～ 120 を設定する例を示します。
Device(config)# interface gigabitethernet 2/0/6
Device(config-if)# switchport backup interface gigabitethernet 2/0/8 prefer vlan 60,100-120
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両方のインターフェイスが起動しているとき、Gi2/0/8 は VLAN 60 および 100 ～ 120 のトラフィッ
クを転送し、Gi2/0/6 は VLAN 1 ～ 50 のトラフィックを転送します。
Device# show interfaces switchport backup
Switch Backup Interface Pairs:
Active Interface
Backup Interface
State
-----------------------------------------------------------------------GigabitEthernet2/0/6
GigabitEthernet2/0/8
Active Up/Backup Standby
Vlans Preferred on Active Interface: 1-50
Vlans Preferred on Backup Interface: 60, 100-120

Flex Link インターフェイスがダウンすると（LINK_DOWN）、このインターフェイスで優先され
る VLAN は、Flex Link ペアのピア インターフェイスに移動します。この例では、インターフェイ
ス Gi2/0/6 がダウンして、Gi2/0/8 が Flex Link ペアのすべての VLAN を引き継ぎます。
Device# show interfaces switchport backup
Switch Backup Interface Pairs:
Active Interface
Backup Interface
State
-----------------------------------------------------------------------GigabitEthernet2/0/6
GigabitEthernet2/0/8
Active Down/Backup Up
Vlans Preferred on Active Interface: 1-50
Vlans Preferred on Backup Interface: 60, 100-120

FlexLink インターフェイスがアップになると、このインターフェイスで優先される VLAN はピア
インターフェイスでブロックされ、アップしたインターフェイスでフォワーディング ステートに
移動します。次に、インターフェイス Gi2/0/6 が起動すると、このインターフェイスの優先 VLAN
は、ピア インターフェイス Gi2/0/8 ではブロックされ、Gi2/0/6 で転送されます。
Device# show interfaces switchport backup
Switch Backup Interface Pairs:
Active Interface
Backup Interface
State
-----------------------------------------------------------------------GigabitEthernet2/0/6
GigabitEthernet2/0/8
Active Up/Backup Standby
Vlans Preferred on Active Interface: 1-50
Vlans Preferred on Backup Interface: 60, 100-120
Device# show interfaces switchport backup detail
Switch Backup Interface Pairs:
Active Interface
Backup Interface
State
-----------------------------------------------------------------------FastEthernet1/0/3
FastEthernet1/0/4
Active Down/Backup Up
Vlans Preferred on Active Interface: 1-2,5-4094
Vlans Preferred on Backup Interface: 3-4
Preemption Mode : off
Bandwidth : 10000 Kbit (Fa1/0/3), 100000 Kbit (Fa1/0/4)
Mac Address Move Update Vlan : auto

関連トピック
Flex Link の VLAN ロード バランシングの設定 （CLI）, （728 ページ）
Flex Link の VLAN ロード バランシング設定時の注意事項, （724 ページ）
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Flex Link および MAC アドレス テーブル移動更新設定の制約事項, （717 ページ）
Flex Link の VLAN ロード バランシングの設定 （CLI）, （728 ページ）

MAC アドレス テーブル移動更新の設定：例
この例では、MAC アドレス テーブル移動更新を送信するためアクセス スイッチを設定した後に
設定を確認する方法を示します。
Device# show mac address-table move update
Switch-ID : 010b.4630.1780
Dst mac-address : 0180.c200.0010
Vlans/Macs supported : 1023/8320
Default/Current settings: Rcv Off/On, Xmt Off/On
Max packets per min : Rcv 40, Xmt 60
Rcv packet count : 5
Rcv conforming packet count : 5
Rcv invalid packet count : 0
Rcv packet count this min : 0
Rcv threshold exceed count : 0
Rcv last sequence# this min : 0
Rcv last interface : Po2
Rcv last src-mac-address : 000b.462d.c502
Rcv last switch-ID : 0403.fd6a.8700
Xmt packet count : 0
Xmt packet count this min : 0
Xmt threshold exceed count : 0
Xmt pak buf unavail cnt : 0
Xmt last interface : None

関連トピック
MAC アドレス テーブル移動更新の設定（CLI）, （729 ページ）
MAC アドレス テーブル移動更新メッセージの取得および処理用のスイッチ設定 （CLI）, （
730 ページ）
MAC アドレス テーブル移動更新メッセージの取得および処理用のスイッチ設定 （CLI）, （
730 ページ）
MAC アドレス テーブル移動更新の設定（CLI）, （729 ページ）
MAC アドレス テーブル移動更新, （722 ページ）
Flex Link および MAC アドレス テーブル移動更新設定の制約事項, （717 ページ）

Flex Link フェールオーバーによるマルチキャスト高速コンバージェンスの設定：例
次に、Flex Link を GigabitEthernet1/0/11 および GigabitEthernet1/0/12 に設定したときに他の Flex
Link ポートを mrouter ポートとして学習する例と、show interfaces switchport backup コマンドの
出力を示します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# interface GigabitEthernet1/0/11
Device(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Device(config-if)# switchport mode trunk
Device(config-if)# switchport backup interface GigabitEthernet1/0/12
Device(config-if)# exit
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Device(config)# interface GigabitEthernet1/0/12
Device(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Device(config-if)# switchport mode trunk
Device(config-if)# end
Device# show interfaces switchport backup detail
Switch Backup Interface Pairs:
Active Interface Backup Interface State
GigabitEthernet1/0/11 GigabitEthernet1/0/12 Active Up/Backup Standby
Preemption Mode : off
Multicast Fast Convergence : Off
Bandwidth : 100000 Kbit (Gi1/0/11), 100000 Kbit (Gi1/0/12)
Mac Address Move Update Vlan : auto

この出力は、GigabitEthernet1/0/11 を介してスイッチに到達するクエリーのある、VLAN 1 および
401 のクエリアを示します。
Device# show ip igmp snooping querier
Vlan
IP Address
IGMP Version
Port
------------------------------------------------------------1
1.1.1.1
v2
Gi1/0/11
401
41.41.41.1
v2
Gi1/0/11

この例では、VLAN 1 および VLAN 401 用の show ip igmp snooping mrouter コマンドの出力を示
します。
Device# show ip igmp snooping mrouter
Vlan
---1
401

ports
----Gi1/0/11(dynamic), Gi1/0/12(dynamic)
Gi1/0/11(dynamic), Gi1/0/12(dynamic)

同様に、両方の Flex Link ポートが学習されたグループに属しています。次の例では、
GigabitEthernet2/0/11 は VLAN 1 のレシーバ/ホストであり、2 つのマルチキャスト グループに関連
しています。
Device# show ip igmp snooping groups
Vlan
Group
Type
Version
Port List
----------------------------------------------------------------------1
228.1.5.1
igmp
v2
Gi1/0/11, Gi1/0/12, Gi2/0/11
1
228.1.5.2
igmp
v2
Gi1/0/11, Gi1/0/12, Gi2/0/11

ホストが一般クエリーに応答するときに、スイッチはすべてのマルチキャストルータポートに関
するこのレポートを転送します。次の例では、ホストがグループ 228.1.5.1 のレポートを送信する
とき、バックアップ ポート GigabitEthernet1/0/12 はブロックされているので、レポートは
GigabitEthernet1/0/11 でだけ送信されます。アクティブ リンク GigabitEthernet1/0/11 がダウンする
と、バックアップ ポート GigabitEthernet1/0/12 が転送を開始します。
このポートが転送を開始すると、ただちにスイッチがホストに代わり、228.1.5.1 と 228.1.5.2 のグ
ループにプロキシレポートを送信します。アップストリームルータはグループを学習し、マルチ
キャスト データの転送を開始します。これは、Flex Link のデフォルトの動作です。ユーザが
switchport backup interface gigabitEthernet 1/0/12 multicast fast-convergence コマンドを使用して高
速コンバージェンスを設定すると、この動作は変更されます。次に、この機能をオンにする例を
示します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
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Device(config)# interface gigabitEthernet 1/0/11
Device(config-if)# switchport backup interface gigabitEthernet 1/0/12 multicast
fast-convergence
Device(config-if)# exit
Device# show interfaces switchport backup detail
Switch Backup Interface Pairs:
Active
Interface
Backup Interface State
-----------------------------------------------------------------------GigabitEthernet1/0/11 GigabitEthernet1/0/12 Active Up/Backup Standby
Preemption Mode : off
Multicast Fast Convergence : On
Bandwidth : 100000 Kbit (Gi1/0/11), 100000 Kbit (Gi1/0/12)
Mac Address Move Update Vlan : auto

この出力は、GigabitEthernet1/0/11 を介してスイッチに到達するクエリーのある、VLAN 1 および
401 のクエリアを示します。
Device# show ip igmp snooping querier
Vlan
IP Address
IGMP Version
Port
------------------------------------------------------------1
1.1.1.1
v2
Gi1/0/11
401
41.41.41.1
v2
Gi1/0/11

次に VLAN 1 と 401 に対する show ip igmp snooping mrouter コマンドの出力を示します。
Device# show ip igmp snooping mrouter
Vlan
ports
-------1
Gi1/0/11(dynamic), Gi1/0/12(dynamic)
401
Gi1/0/11(dynamic), Gi1/0/12(dynamic)

同様に、両方の Flex Link ポートが学習されたグループに属しています。次の例では、
GigabitEthernet2/0/11 は VLAN 1 のレシーバ/ホストであり、2 つのマルチキャスト グループに関連
しています。
Device# show ip igmp snooping groups
Vlan
Group
Type
Version
Port List
----------------------------------------------------------------------1
228.1.5.1
igmp
v2
Gi1/0/11, Gi1/0/12, Gi2/0/11
1
228.1.5.2
igmp
v2
Gi1/0/11, Gi1/0/12, Gi2/0/11

一般クエリーに対してあるホストが応答すると必ず、スイッチがすべての mrouter ポートに関する
このレポートを転送します。コマンドライン ポートを使用してこの機能をオンにすると、レポー
トは、GigabitEthernet1/0/11 上のスイッチによって転送されるときにバックアップ ポート
GigabitEthernet1/0/12 にも送信されます。アップストリーム ルータはグループを学習し、マルチ
キャスト データの転送を開始します。GigabitEthernet1/0/12 はブロックされているので、このデー
タは入力でドロップされます。アクティブ リンク GigabitEthernet1/0/11 がダウンすると、バック
アップ ポート GigabitEthernet1/0/12 が転送を開始します。マルチキャスト データはアップストリー
ムルータによりすでに転送されているため、いずれのプロキシレポートも送信する必要がありま
せん。レポートをバックアップポートにリークすると冗長マルチキャストパスが設定され、マル
チキャスト トラフィック コンバージェンス用の時間が最小限になります。
関連トピック
Flex Link フェールオーバーによるマルチキャスト高速コンバージェンス, （721 ページ）
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Flex Link および MAC アドレス テーブル移動更新の追加リファレンス
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

レイヤ 2 コマンド リファレンス

『Layer 2/3 Command Reference (Catalyst 3850 Switches)』

switchport backup interface コマンド Interface and Hardware Component Command Reference (Catalyst
3850 Switches)

エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

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

標準および RFC
標準/RFC

Title

なし

—

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs
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シスコのテクニカル サポート
Link

説明

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

Flex Link および MAC アドレス テーブル移動更新の機能情報
リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。

Cisco IOS XE 3.3SE

Flex Link フェールオーバーにマルチキャスト高速コンバー
ジェンスのサポートが追加されました。
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単方向リンク検出の設定
• 機能情報の確認, 739 ページ
• UDLD 設定の制約事項, 739 ページ
• UDLD について, 740 ページ
• UDLD の設定方法, 744 ページ
• UDLD のモニタおよびメンテナンス, 747 ページ
• UDLD の追加リファレンス, 747 ページ
• UDLD の機能情報, 748 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

UDLD 設定の制約事項
次に、単方向リンク検出（UDLD）設定の制約事項を示します。
• UDLD 対応ポートが別のスイッチの UDLD 非対応ポートに接続されている場合、このポート
は単一方向リンクを検出できません。
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• モード（通常またはアグレッシブ）を設定する場合、リンクの両側に同じモードを設定しま
す。
• インターフェイス モードで udld enable を設定しないでください。この設定は、デバイスで
は実施可能ですが、インターフェイスの実行コンフィギュレーションでは表示されません。

注意

ループ ガードは、ポイントツーポイント リンクでのみサポートされます。リンクの各終端に
は、STP を実行するデバイスを直接接続することを推奨します。

UDLD について
UniDirectional Link Detection（UDLD）は、光ファイバまたはツイストペア イーサネット ケーブル
を通して接続されたデバイスからケーブルの物理設定をモニタリングしたり、単一方向リンクの
存在を検出できるようにするためのレイヤ 2 プロトコルです。このプロトコルが単一方向リンク
を正常に識別してディセーブルにするには、接続されたすべてのデバイスで UDLD プロトコルが
サポートされている必要があります。UDLD は単一方向リンクを検出すると、影響を受けるポー
トをディセーブルにして警報を発信します。単一方向リンクは、スパニングツリートポロジルー
プをはじめ、さまざまな問題を引き起こす可能性があります。

動作モード
UDLD は、2 つの動作モードをサポートしています。通常（デフォルト）とアグレッシブです。
通常モードの UDLD は、光ファイバ接続におけるポートの誤った接続による単一方向リンクを検
出できます。アグレッシブ モードの UDLD は、光ファイバ リンクおよびツイストペア リンク上
の片方向トラフィックと、光ファイバ リンク上のポートの誤った接続による単一方向リンクも検
出できます。
通常およびアグレッシブの両モードの UDLD は、レイヤ 1 のメカニズムを使用して、リンクの物
理ステータスを学習します。レイヤ 1 では、物理的シグナリングおよび障害検出は、自動ネゴシ
エーションによって処理されます。UDLD は、ネイバー ID の検出、誤って接続されたポートの
シャットダウンなど、自動ネゴシエーションでは実行不可能な処理を実行します。自動ネゴシエー
ションと UDLD の両方をイネーブルにすると、レイヤ 1 と 2 の検出機能が連動し、物理的および
論理的な単一方向接続、および他のプロトコルの誤動作を防止します。
ローカル デバイスが送信したトラフィックをネイバーが受信するにもかかわらず、ネイバーから
送信されたトラフィックをローカル デバイスが受信しない場合に、単一方向リンクが発生しま
す。

通常モード
通常モードの UDLD は、光ファイバ ポートの光ファイバが誤って接続されている場合に単一方向
リンクを検出しますが、レイヤ 1 メカニズムは、この誤った接続を検出しません。ポートが正し
く接続されていてもトラフィックが片方向である場合、単一方向リンクを検出するはずのレイヤ
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1 メカニズムがこの状況を検出できないため、UDLD は単一方向リンクを検出できません。この
場合、論理リンクは不確定と見なされ、UDLD はポートをディセーブルにしません。
UDLD が通常モードのときに、ペアの一方の光ファイバが切断されており、自動ネゴシエーショ
ンがアクティブであると、レイヤ 1 メカニズムがリンクの物理的な問題を検出するため、リンク
は稼働状態でなくなります。この場合は、UDLD は何のアクションも行わず、論理リンクは不確
定と見なされます。
関連トピック
UDLD のグローバルなイネーブル化（CLI）, （744 ページ）
インターフェイスでの UDLD のイネーブル化（CLI）, （745 ページ）

Aggressive Mode
アグレッシブ モードでは、UDLD はこれまでの検出方法で単一方向リンクを検出します。アグ
レッシブ モードの UDLD は、2 つのデバイス間の障害発生が許されないポイントツーポイント リ
ンクの単一方向リンクも検出できます。また、次のいずれかの問題が発生している場合に、単一
方向リンクも検出できます。
• 光ファイバ リンクまたはツイストペア リンクで、ポートの 1 つがトラフィックを送受信で
きない。
• 光ファイバ リンクまたはツイストペア リンクで、ポートの 1 つがダウンし、残りのインター
フェイスが稼働している。
• ケーブルのうち 1 本の光ファイバが切断されている。
これらの場合、UDLD は影響を受けたポートをディセーブルにします。
ポイントツーポイント リンクでは、UDLD hello パケットをハートビートと見なすことができ、
ハートビートがあればリンクは正常です。逆に、ハートビートがないということは、双方向リン
クを再確立できない限り、リンクをシャットダウンする必要があることを意味しています。
レイヤ 1 の観点からケーブルの両方の光ファイバが正常な状態であれば、アグレッシブ モードの
UDLD はそれらの光ファイバが正しく接続されているかどうか、およびトラフィックが正しいネ
イバー間で双方向に流れているかどうかを検出します。自動ネゴシエーションはレイヤ 1 で動作
するため、このチェックは自動ネゴシエーションでは実行できません。

（注）

Udld は、udld アグレッシブ モードでグローバルに有効になります。Rx ケーブルまたは Tx が
switch1 からのケーブルである場合、switch1 と switch2 ポートはNot connected状態になります。
これらのポートは error disabled ステートにはなりません。また、物理接続を確認する場合、
ポートは点灯しません。
Switch1 (Tx)__________________(Rx) Switch2
Switch1 (Rx)__________________(Tx) Switch2
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関連トピック
UDLD のグローバルなイネーブル化（CLI）, （744 ページ）
インターフェイスでの UDLD のイネーブル化（CLI）, （745 ページ）

単一方向の検出方法
UDLD は、2 つの方法で動作します。
• ネイバー データベース メンテナンス
• イベントドリブン検出およびエコー
関連トピック
UDLD のグローバルなイネーブル化（CLI）, （744 ページ）
インターフェイスでの UDLD のイネーブル化（CLI）, （745 ページ）

ネイバー データベース メンテナンス
UDLD は、アクティブな各ポート上で hello パケット（別名アドバタイズまたはプローブ）を定期
的に送信して、他の UDLD 対応ネイバーに関して学習し、各デバイスがネイバーに関する情報を
常に維持できるようにします。
スイッチが hello メッセージを受信すると、エージング タイム（ホールド タイムまたは存続可能
時間）が経過するまで、情報をキャッシュします。古いキャッシュ エントリの期限が切れる前
に、スイッチが新しい helloメッセージを受信すると、スイッチが古いエントリを新しいエントリ
で置き換えます。
UDLD の実行中にポートがディセーブルになったり、ポート上で UDLD がディセーブルになった
り、またはスイッチをリセットした場合、UDLD は設定変更の影響を受けるポートの既存のキャッ
シュ エントリをすべてクリアします。UDLD は、ステータス変更の影響を受けるキャッシュの一
部をフラッシュするようにネイバーに通知するメッセージを 1 つまたは複数送信します。このメッ
セージは、キャッシュを継続的に同期するためのものです。

イベントドリブン検出およびエコー
UDLD は検出動作としてエコーを利用します。UDLD デバイスが新しいネイバーを学習するか、
または同期していないネイバーから再同期要求を受信すると、接続の UDLD デバイス側の検出
ウィンドウを再起動して、エコー メッセージを返送します。この動作はすべての UDLD ネイバー
に対して同様に行われるため、エコー送信側では返信エコーを受信するように待機します。
検出ウィンドウが終了し、有効な応答メッセージが受信されなかった場合、リンクは、UDLD モー
ドに応じてシャットダウンされることがあります。UDLD が通常モードにある場合、リンクは不
確定と見なされ、シャットダウンされない場合があります。UDLD がアグレッシブ モードにある
場合は、リンクは単一方向と見なされ、ポートはディセーブルになります。
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関連トピック
UDLD のグローバルなイネーブル化（CLI）, （744 ページ）
インターフェイスでの UDLD のイネーブル化（CLI）, （745 ページ）

UDLD リセット オプション
インターフェイスが UDLD でディセーブル化された場合、次のオプションの 1 つを使用して UDLD
をリセットできます。
• udld reset インターフェイス コンフィギュレーション コマンド。
• shutdown インターフェイス コンフィギュレーション コマンドに続いて no shutdown インター
フェイス コンフィギュレーション コマンドを入力すると、ディセーブル化されたポートを
再起動できます。
• no udld {aggressive | enable} グローバル コンフィギュレーション コマンドの後に udld
{aggressive | enable} グローバル コンフィギュレーション コマンドを実行すると、ディセー
ブル化されたポートが再びイネーブルになります。
• no udld port インターフェイス コンフィギュレーション コマンドの後に udld port [aggressive]
インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを実行すると、ディセーブル化された
光ファイバ ポートが再びイネーブルになります。
• errdisable recovery cause udld グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力すると、
UDLD の errdisable ステートから自動回復するタイマーをイネーブルにできます。さらに、
errdisable recovery interval interval グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力する
と、UDLD の errdisable ステートから回復する時間を指定できます。
関連トピック
UDLD のグローバルなイネーブル化（CLI）, （744 ページ）
インターフェイスでの UDLD のイネーブル化（CLI）, （745 ページ）

UDLD のデフォルト設定
表 67：UDLD のデフォルト設定

機能

デフォルト設定

UDLD グローバル イネーブル ステート

グローバルにディセーブル

ポート別の UDLD イネーブル ステート（光ファ すべてのイーサネット光ファイバ ポート上で
イバ メディア用）
ディセーブル
ポート別の UDLD イネーブル ステート（ツイ
ストペア（銅製）メディア用）

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

デフォルト設定

UDLD アグレッシブ モード

ディセーブル

関連トピック
UDLD のグローバルなイネーブル化（CLI）, （744 ページ）
インターフェイスでの UDLD のイネーブル化（CLI）, （745 ページ）

UDLD の設定方法
UDLD のグローバルなイネーブル化（CLI）
アグレッシブ モードまたは通常モードで UDLD をイネーブルにし、スイッチ上のすべての光ファ
イバ ポートに設定可能なメッセージ タイマーを設定するには、次の手順に従います。

手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステッ
プ1

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device# configure
terminal

ステッ
プ2

udld {aggressive | enable UDLD モードの動作を指定します。
| message time
• aggressive：すべての光ファイバ ポートにおいて、アグ
message-timer-interval}
レッシブ モードで UDLD をイネーブルにします。
例：
Device(config)# udld
enable
message time 10

• enable：スイッチ上のすべての光ファイバポート上で、
UDLD を通常モードでイネーブルにします。UDLD は
デフォルトでディセーブルです。
個々のインターフェイスの設定は、udld enable グロー
バル コンフィギュレーション コマンドの設定を上書き
します。
• message time message-timer-interval：アドバタイズメン
ト フェーズにあり、双方向リンクが検出されたポート
での UDLD プローブ メッセージの時間間隔を設定しま
す。有効な範囲は 1 ～ 90 秒です。デフォルト値は 15
です。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
（注）

このコマンドが作用するのは、光ファイバ
ポートだけです。他のポート タイプで UDLD
をイネーブルにする場合は、udld インター
フェイス コンフィギュレーション コマンド
を使用します。

UDLD をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式
を使用します。
ステッ
プ3

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Device(config)# end

関連トピック
UDLD のモニタおよびメンテナンス
Aggressive Mode, （741 ページ）
通常モード, （740 ページ）
単一方向の検出方法, （742 ページ）
イベントドリブン検出およびエコー, （742 ページ）
UDLD リセット オプション, （743 ページ）
UDLD のデフォルト設定, （743 ページ）

インターフェイスでの UDLD のイネーブル化（CLI）
アグレッシブ モードまたは通常モードをイネーブルにする、またはポート上で UDLD をディセー
ブルにするには、次の手順に従います。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

interface interface-id

UDLD 用にイネーブルにするポートを指定し、イン
ターフェイス コンフィギュレーション モードを開始
します。

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

ステップ 3

udld port [aggressive]

UDLD はデフォルトでディセーブルです。
• udld port：指定されたポート上で、UDLD を通

例：

常モードでイネーブルにします。

Device(config-if)# udld
port aggressive

• udld port aggressive：（任意）指定されたイン
ターフェイスにおいて、アグレッシブ モードで
UDLD をイネーブルにします。
（注）

ステップ 4

end

特定の光ファイバ ポート上で UDLD を
ディセーブルにする場合は、 no udld port
インターフェイス コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用します。

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

関連トピック
UDLD のモニタおよびメンテナンス
Aggressive Mode, （741 ページ）
通常モード, （740 ページ）
単一方向の検出方法, （742 ページ）
イベントドリブン検出およびエコー, （742 ページ）
UDLD リセット オプション, （743 ページ）
UDLD のデフォルト設定, （743 ページ）
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UDLD のモニタおよびメンテナンス
コマンド

目的

show udld [interface-id | neighbors]

指定されたポートまたはすべてのポートの
UDLD ステータスを表示します。

UDLD の追加リファレンス
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

この章で使用するコマンドの完全な構文および使用方法の詳細。 『Layer 2/3 Command Reference
(Catalyst 3850 Switches)』

標準および RFC
標準/RFC

Title

なし

—

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs
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シスコのテクニカル サポート
説明

Link

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

UDLD の機能情報
リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
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章

アクセスポイントディスカバリ用のスイッ
チの設定
• 機能情報の確認, 751 ページ
• アクセス ポイント ディスカバリ用のスイッチの設定の前提条件, 751 ページ
• アクセス ポイント ディスカバリ用のスイッチの設定の制約事項, 752 ページ
• アクセス ポイント ディスカバリ用のスイッチの設定に関する情報, 753 ページ
• アクセス ポイント ディスカバリの設定方法, 755 ページ
• アクセス ポイント ディスカバリ用のスイッチの設定例, 756 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。 最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソ
フトウェア リリースに対応したリリース ノートを参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。

アクセス ポイント ディスカバリ用のスイッチの設定の前提条件
注意

ワイヤレス機能を使用するには、Cisco Catalyst 3850 スイッチ ポートに AP を直接接続する必
要があります。
• Control and Provisioning of Wireless Access Points（CAPWAP）UDP ポート 5246 および 5247
（Lightweight Access Point Protocol（LWAPP）UDP ポート 12222 および 12223 と同等のポー
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ト）が有効になっており、アクセス ポイントがスイッチに join できないようにする可能性の
ある中間デバイスによりブロックされていないことを確認してください。
• アクセス コントロール リスト（ACL）がスイッチとアクセス ポイントの間の制御パスにあ
る場合は、新しいプロトコル ポートを開いてアクセス ポイントが孤立しないようにする必
要があります。
• アクセス ポイントが UP 状態であり、IP アドレスが変更される場合は、既存の CAPWAP ト
ンネルを解除してスイッチに再 join します。
• アクセス ポイントをネットワークでアクティブにするには、スイッチがそのアクセス ポイ
ントを検出する必要があります。Lightweight アクセス ポイントでは、次のスイッチ ディス
カバリのプロセスがサポートされています。
◦ レイヤ 3 CAPWAP ディスカバリ：アクセス ポイントから複数のサブネットでこの機能
をイネーブルにできます。この機能は、レイヤ 2 ディスカバリで使用される MAC アド
レスではなく IP アドレスと UDP パケットを使用します。
◦ ローカルに保存されているスイッチの IP アドレス ディスカバリ：アクセス ポイントが
すでにスイッチにアソシエートされている場合、プライマリ、セカンダリ、およびター
シャリ スイッチの IP アドレスはアクセス ポイントの不揮発性メモリに保存されます。
今後の展開用にアクセスポイントにスイッチの IP アドレスを保存するこのプロセスは、
「アクセス ポイントのプライミング」と呼ばれます。
◦ DHCP サーバの検出：この機能では、スイッチDHCP オプション 43 を使用してアクセ
ス ポイントにの IP アドレスを割り当てます。Cisco スイッチでは、通常この機能に使用
される DHCP サーバ オプションをサポートしています。
◦ DNS の検出：アクセス ポイントでは、ドメイン ネーム サーバ（DNS）を介してスイッ
チを検出できます。CISCO-CAPWAP-CONTROLLER.localdomain に応答してスイッチ IP
アドレスを返すように DNS を設定する必要があります。ここで localdomain はアクセス
ポイントのドメイン名です。アクセス ポイントは、DHCP サーバから IP アドレスと
DNS の情報を受信すると、DNS に接続して CISCO-CAPWAP-CONTROLLER.localdomain
を解決します。DNS からスイッチの IP アドレスのリストを受信すると、アクセス ポイ
ントはスイッチにディスカバリ要求を送信します。

アクセス ポイント ディスカバリ用のスイッチの設定の制約事項
• スイッチが適切な日時で設定されていることを確認してください。スイッチに設定されてい
る日時がアクセス ポイントの証明書の作成日とインストール日に先行すると、アクセス ポ
イントはスイッチに join しません。
• ディスカバリ プロセス中は、1140、1260、3500、1040、1600、2600、または 3600 などの、
シスコ スイッチによってサポートされるアクセス ポイントはシスコ スイッチに対してのみ
クエリを行います。
• ワイヤレス管理とワイヤレス クライアントの両方に同じ VLAN を設定しないでください。
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アクセス ポイント ディスカバリ用のスイッチの設定に関する情報
CAPWAP 環境では、Lightweight アクセス ポイントは CAPWAP 検出メカニズムを用いてスイッチ
を検出し、スイッチに CAPWAP 接続要求を送信します。スイッチはスイッチに接続するためのア
クセス ポイントを許可するため、アクセス ポイントに CAPWAP 接続応答を送信します。アクセ
スポイントがスイッチに接続されると、スイッチはその構成、ファームウェア、コントロールト
ランザクション、データ トランザクションを管理します。

アクセス ポイント通信プロトコル
Cisco Lightweight アクセス ポイントは、IETF 標準 CAPWAP を使用してネットワーク上のスイッ
チおよび他の Lightweight アクセス ポイントと通信します。
CAPWAP は LWAPP に基づく標準の互換プロトコルであり、スイッチによる無線アクセス ポイン
トの集合の管理を可能にします。CAPWAP は、次の理由によりスイッチに実装されます。
• LWAPP を使用するシスコ製品に、CAPWAP を使用する次世代シスコ製品へのアップグレー
ド パスを提供するため。
• RFID リーダーおよび類似のデバイスを管理するため。
• スイッチにサードパーティのアクセス ポイントとの将来的な互換性を持たせるため。

アクセス ポイントの join 情報の表示
CAPWAP discovery 要求をスイッチに少なくとも 1 回送信するアクセス ポイントの接続に関する
統計情報は、アクセス ポイントがリブートまたは切断されても、スイッチ上に維持されます。こ
れらの統計情報が削除されるのは、スイッチがリブートされた場合、または統計情報のクリアを
選択した場合のみです。

アクセス ポイント接続プロセスのトラブルシューティング
アクセス ポイントがスイッチへの接続に失敗するのには、RADIUS 認証が保留になっている、ス
イッチで自己署名証明書が有効になっていない、アクセス ポイントとスイッチとで規制ドメイン
が一致しないなど、多くの原因が考えられます。
アクセス ポイントには、CAPWAP 関連のすべてのエラーを syslog サーバに送信するよう設定で
きます。すべての CAPWAP エラー メッセージが syslog サーバでそのまま表示できるので、スイッ
チでデバッグ コマンドを有効にする必要はありません。
スイッチがアクセス ポイントからの CAPWAP join 要求を受信するまで、アクセス ポイントの状
態は保持されません。そのため、特定のアクセス ポイントからの CAPWAP discovery 要求が拒否
された理由を判断することは難しい場合があります。そのような接続の問題を、スイッチで
CAPWAP のデバッグ コマンドを有効にせずトラブルシューティングするため、スイッチはこのス
イッチにディスカバリメッセージを送信するすべてのアクセスポイントの情報を収集し、このス
イッチに正常に接続したアクセス ポイントがあればその情報を保持します。
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スイッチは、CAPWAP discovery 要求をスイッチに送信する各アクセス ポイントについて、接続
関連のすべての情報を収集します。収集は、最初のディスカバリメッセージがアクセスポイント
から受信されたときに開始し、最後の設定ペイロードがスイッチからアクセス ポイントに送信さ
れたときに終了します。
スイッチが接続関連情報を保持しているアクセス ポイントが最大数に達すると、それ以外のアク
セス ポイントの情報は収集されなくなります。
DHCP サーバで syslog サーバの IP アドレスをアクセス ポイントに返すよう設定することもできま
す。サーバ上でオプション 7 を使用します。それにより、アクセス ポイントではすべての syslog
メッセージがこの IP アドレスへ送信されるようになります。
アクセス ポイントがスイッチに接続していない場合、syslog サーバの IP アドレスは、アクセス ポ
イントの CLI を介して設定します。capwap ap log-serversyslog_server_IP_address コマンドを入力
します。
アクセス ポイントが最初にスイッチに接続する際、スイッチはグローバル syslog サーバの IP アド
レス（デフォルトは 255.255.255.255）をアクセス ポイントにプッシュします。その後、IP アドレ
スが次のいずれかのシナリオで上書きされるまで、アクセス ポイントはすべての syslog メッセー
ジをこの IP アドレスに送信します。
• アクセス ポイントが接続されているスイッチは同じだが、ap syslog host
Syslog_Server_IP_Address コマンドを使用して、スイッチのグローバル syslog サーバの IP ア
ドレス設定を変更した。この場合、スイッチはグローバル syslog サーバの新しい IP アドレス
をアクセス ポイントにプッシュします。
• アクセス ポイントが接続されているスイッチは同じだが、スイッチのアクセス ポイントに
ついて、ap name Cisco_AP syslog host Syslog_Host_IP_Address コマンドを使用して、特定の
syslog サーバの IP アドレスを設定した。この場合、スイッチは特定の syslog サーバの新しい
IP アドレスをアクセス ポイントにプッシュします。
• アクセス ポイントがスイッチから切断され、capwap ap log-server syslog_server_IP_address コ
マンドを使用して、アクセス ポイントの CLI から syslog サーバの IP アドレスを設定した。
このコマンドは、アクセス ポイントがどのスイッチにも接続されていない場合に限り機能し
ます。
• アクセス ポイントがスイッチから切断され、別のスイッチに接続した。この場合、新しいス
イッチはそのグローバル syslog サーバの IP アドレスをアクセス ポイントへプッシュします。
新しい syslog サーバの IP アドレスが既存の syslog サーバの IP アドレスを上書きするたびに、古
いアドレスは固定記憶域から消去され、新しいアドレスがそこに保存される。アクセス ポイント
も、その syslog サーバの IP アドレスに到達できるのであれば、すべての syslog メッセージを新し
い IP アドレスに送信するようになります。
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アクセス ポイント ディスカバリの設定方法
アクセス ポイントの Syslog サーバの設定（CLI）
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

show ap config global

スイッチを join するすべてのアクセス ポ
イントのグローバル Syslog サーバ設定を
表示します。

例：
Device# show ap config global

ステップ 2

show ap name Cisco_AP config general 特定のアクセス ポイントの Syslog サーバ
設定を表示します。
例：
Device# show ap name AP03 config
general

アクセス ポイントの join 情報のモニタリング（CLI）
（注）

スイッチ GUI を使用してこのタスクを実行する手順は現在利用できません。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードを開始します。

例：
Device# enable

ステップ 2

show ap join stats summary
例：

スイッチに join しているまたは join を試行し
たすべてのアクセス ポイントの MAC アドレ
スを表示します。

Device# show ap join stats summary

ステップ 3

show ap mac-address mac_address
join stats summary

最後の join エラーの詳細を含む AP のすべて
の統計情報を表示します。

例：
Device# show ap mac-address
000.2000.0400 join stats summary
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

show ap mac-address mac_address
join stats detailed

特定のアクセス ポイントについて収集され
た join 関連の統計情報を表示します。

例：
Device# show ap mac-address
000.2000.0400 join stats detailed

ステップ 5

clear ap join statistics
例：
Device# clear ap join statistics

すべてのアクセス ポイントの join 統計情報
をクリアします。
（注）
特定のアクセスポイントに対応す
る join 統計情報をクリアするに
は、clear ap mac-address
mac_address join statistics コマンド
を入力します。

アクセス ポイント ディスカバリ用のスイッチの設定例
すべてのアクセス ポイントの MAC アドレスの表示：例
次に、スイッチに join しているすべてのアクセス ポイントの MAC アドレスを表示する例を示し
ます。
Device# show ap join stats summary
Number of APs.......................................... 4
Base Mac
----------------00:0b:85:57:bc:c0
00:1c:0f:81:db:80
00:1c:0f:81:fc:20
00:21:1b:ea:36:60

EthernetMac
----------------00:0b:85:57:bc:c0
00:1c:63:23:ac:a0
00:1b:d5:9f:7d:b2
00:0c:d4:8a:6b:c1

AP Name
------AP1130
AP1140
AP1
AP2

IP Address
------------10.10.163.217
10.10.163.216
10.10.163.215
10.10.163.214

Status
---------Joined
Not joined
Joined
Not joined

次に、特定のアクセス ポイントに関する最後の join エラーの詳細を表示する例を示します。
Device# show ap mac-address 000.2000.0400 join stats summary
Is the AP currently connected to controller................ Yes
Time at which the AP joined this
controller last time................................. Aug 21 12:50:36.061
Type of error
that occurred last.................. AP got or has been disconnected
Reason for error
that occurred last........... The AP has been reset by the controller
Time at which the last join error occurred......... Aug 21 12:50:34.374

次に、特定のアクセス ポイントに関して収集されたすべての join 関連の統計情報を表示する例を
示します。
Device# show ap mac-address 000.2000.0400 join stats detailed
Discovery phase statistics
- Discovery requests received........................ 2
- Successful discovery responses sent................ 2
- Unsuccessful discovery request processing.......... 0
- Reason for last unsuccessful discovery attempt..... Not applicable
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- Time at last successful discovery attempt.......... Aug 21 12:50:23.335
- Time at last unsuccessful discovery attempt........ Not applicable
Join phase statistics
- Join requests received.............................
- Successful join responses sent.....................
- Unsuccessful join request processing...............
- Reason for last unsuccessful join attempt.....

1
1
1
RADIUS authorization
is pending
for the AP
- Time at last successful join attempt............... Aug 21 12:50:34.481
- Time at last unsuccessful join attempt............. Aug 21 12:50:34.374
Configuration phase statistics
- Configuration requests received.....................
- Successful configuration responses sent.............
- Unsuccessful configuration request processing.......
- Reason for last unsuccessful configuration attempt..
- Time at last successful configuration attempt.......
- Time at last unsuccessful configuration attempt.....

1
1
0
Not applicable
Aug 21 12:50:34.374
Not applicable

Last AP message decryption failure details
- Reason for last message decryption failure.......... Not applicable
Last AP disconnect details
- Reason for last AP connection failure............... The AP has been reset by
the controller
Last join error summary
- Type of error that occurred last.................... AP got or has been
disconnected
- Reason for error that occurred last................. The AP has been reset
by the controller
- Time at which the last join error occurred.......... Aug 21 12:50:34.374

Lightweight Cisco Aironet アクセス ポイントの DHCP オプション 43 の設定例
AP join プロセスの詳細については、「 DHCP OPTION 43 for Lightweight Cisco Aironet Access Points
Configuration Example」を参照してください。
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。 最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソ
フトウェア リリースに対応したリリース ノートを参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。

データ暗号化を設定するための前提条件
• Cisco 1260、3500、3600、801、1140、1310、および 1520 シリーズのアクセス ポイントは、
Datagram Transport Layer Security（DTLS）のデータ暗号化をサポートします。
• スイッチを使用して、特定のアクセス ポイントまたはすべてのアクセス ポイントの DTLS
データ暗号化を有効化または無効化できます。
• シスコ スイッチを使用するロシア人以外のお客様はデータ DTLS ライセンスは必要ありませ
ん。
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データ暗号化の設定に関する制約事項
• 暗号化はスイッチおよびアクセス ポイントの両方においてスループットを制限するため、多
くのエンタープライズ ネットワークにおいて最大スループットが必要です。
• スイッチにデータ DTLS のライセンスがなく、スイッチに関連付けられているアクセス ポイ
ントで DTLS が有効になっている場合、データ パスは暗号化されません。
• DTLS ライセンスがないイメージでは DTLS コマンドは使用できません。

データの暗号化について
スイッチにより、DTLS を使用してアクセス ポイントとスイッチの CAPWAP コントロール パケッ
ト（および、オプションとして CAPWAP データ パケット）の暗号化が可能です。DTLS は、標準
化過程にある TLSに基づくインターネット技術特別調査委員会（IETF）プロトコルです。CAPWAP
コントロールパケットとは、スイッチとコントローラとアクセスポイントの間で交換される管理
パケットであり、CAPWAP データ パケットは転送された無線フレームをカプセル化します。
CAPWAP コントロールおよびデータ パケットはそれぞれ異なる UDP ポートである 5246（コント
ロール）および 5247（データ）で送信されます。アクセス ポイントが DTLS データ暗号化をサ
ポートしない場合、DTLS はコントロール プレーンにのみ有効となり、データ プレーンの DTLS
セッションは確立されません。

データ暗号化の設定方法
データ暗号化の設定（CLI）
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクショ
ン

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure
terminal

ステップ 2

ap link-encryption
例：
Device(config)# ap
link-encryption

このコマンドを入力して、すべてのアクセス ポイント
または特定のアクセスポイントのデータ暗号化をイネー
ブルにします。デフォルト値は [disabled] です。
データ暗号化モードに変更するには、アクセス ポイン
トをスイッチに再 join する必要があります。
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ステップ 3

コマンドまたはアクショ
ン

目的

end

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

例：
Device(config)# end

ステップ 4

show ap link-encryption
例：
Device# show ap
link-encryption

ステップ 5

show wireless dtls
connections
例：
Device# show wireless
dtls
connections

すべてのアクセス ポイントまたは特定のアクセス ポイ
ントの暗号化の状態を表示します。このコマンドはま
た、整合性チェックの失敗およびリプレイ エラーの数
を追跡する認証エラーを表示します。リレーエラーは、
アクセス ポイントが同じパケットを受信する回数の追
跡に役立ちます。
すべてのアクティブな DTLS 接続の概要を表示します。
（注）

DTLSデータの暗号化に問題が生じた場合は、
debug dtls ap {all | event | trace} コマンドを入
力して、すべての DTLS メッセージ、イベン
ト、またはトレースをデバッグします。

データ暗号化の設定（GUI）
手順
ステップ 1

[Configuration] > [Wireless] > [Access Points] > [All Aps] の順に選択します。
[All APs] ページが表示されます。

ステップ 2

暗号化を有効にするアクセス ポイントの名前をクリックします。
[AP] > [Edit] ページが表示されます。

ステップ 3

[Advanced] タブをクリックします。

ステップ 4

[Data Encription] チェックボックスをオンまたはオフにします。
（注）
データ暗号化モードを変更するには、アクセス ポイントをスイッチに再アソシエイト
する必要があります。

ステップ 5

[Apply] をクリックします。

ステップ 6

[Save Configuration] をクリックします。
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データ暗号化の設定例
すべてのアクセス ポイントのデータ暗号化の状態の表示：例
次に、すべてのアクセスポイントまたは特定のアクセスポイントの暗号化の状態を表示する例を
示します。このコマンドはまた、整合性チェックの失敗およびリプレイ エラーの数を追跡する認
証エラーを表示します。リレーエラーは、アクセスポイントが同じパケットを受信する回数の追
跡に役立ちます。
Device# show ap link-encryption
Encryption Dnstream
AP Name
State
Count
------------------ ---------- -------3602a
Enabled
0

Upstream
Count
-------0

Last
Update
-----Never

次に、すべてのアクティブな DTLS 接続のサマリーを表示する例を示します。
Device# show wireless dtls connections
AP Name
Local Port
Peer IP
--------------- ------------ ------------3602a
Capwap_Ctrl 10.10.21.213
3602a
Capwap_Data 10.10.21.213

Peer Port
---------46075
46075

Ciphersuite
-------------------TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。 最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソ
フトウェア リリースに対応したリリース ノートを参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。

アクセス ポイントの再送信間隔と再試行回数の設定の前提条件
• 再送信間隔と再試行回数の両方とも、グローバルと特定のアクセス ポイント レベルで設定
できます。グローバル設定では、これらの設定パラメータがすべてのアクセス ポイントに適
用されます。また、特定のアクセス ポイント レベルで再送信間隔と再試行回数を設定する
と、値はその特定のアクセス ポイントに適用されます。アクセス ポイント固有の設定は、
グローバル設定よりも優先されます。
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再送信間隔および再試行回数について
スイッチとアクセス ポイントは、Control And Provisioning of Wireless Access Points（CAPWAP）の
信頼性の高いトランスポート プロトコルを使用してパケットを交換します。各要求に対して、応
答が定義されています。この応答を使用して、要求メッセージの受信を確認します。応答メッセー
ジは明示的に確認されません。したがって、応答メッセージが受信されない場合は、再送信間隔
後に元の要求メッセージが再送信されます。最大再送信回数に達しても要求が確認されないと、
セッションが終了し、アクセス ポイントは再度別のスイッチに関連付けられます。

アクセス ポイントの再送信間隔と再試行回数の設定方法
アクセス ポイントの再送信間隔と再試行回数の設定（CLI）
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードを開始します。

例：
Device# enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ap capwap retransmit interval
interval_time
例：
Device(config)# ap capwap
retransmit interval 2

ステップ 4

ap capwap retransmit count
count_value
例：
Device(config)# ap capwap
retransmit count 3

ステップ 5

end
例：

すべてのアクセスポイントに対してコントロー
ル パケットの再送信間隔をグローバルに設定
します。
（注）

間隔パラメータの範囲は 2 ～ 5 で
す。

すべてのアクセスポイントに対してコントロー
ル パケットの再試行回数をグローバルに設定
します。
（注）

回数の範囲は 3 ～ 8 で
す。

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

Device(config)# end
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

ap name Cisco_AP capwap
retransmit interval interval_time

ユーザが指定した個々のアクセス ポイントに
対してコントロール パケットの再送信間隔を
設定します。

例：
Device# ap name AP02 capwap
retransmit
interval 2

ステップ 7

ap name Cisco_AP capwap
retransmit count count_value
例：
Device# ap name AP02 capwap
retransmit
count 3

ステップ 8

show ap capwap retransmit

（注）
（注）

間隔の範囲は 2 ～ 5 で
す。
ap name コマンドを使用するには、
特権 EXEC モードを開始しておく必
要があります。

ユーザが指定した個々のアクセス ポイントに
対してコントロール パケットの再試行回数を
設定します。
（注）

再試行回数の範囲は 3 ～ 8 で
す。

CAPWAP の再送信の詳細を表示します。

例：
Device# show ap capwap
retransmit

アクセス ポイントの再送信間隔と再試行回数の設定（GUI）
• すべての AP に適用可能なグローバル コンフィギュレーション
a) [Configuration] > [Wireless] > [Access Points] > [Global AP Configuration] の順に選択します。
[Global Configuration] ページが表示されます。
b) [AP Retransmit Config Parameters] 領域に、以下のパラメータの値を入力します。
• [AP Retransmit Count]：アクセス ポイントからスイッチに要求を再送信する回数。有
効な範囲は、3 ～ 8 です。
• [AP Retransmit Interval]：要求の再送信から次の再送信までの時間。有効な範囲は、2
～ 5 です。
c) [Apply] をクリックします。
d) [Save Configuration] をクリックします。
• 特定の AP に適用可能な設定
a) [Configuration] > [Wireless] > [Access Points] > [All Aps] の順に選択します。
[ALL APs] ページにアクセス ポイントのリストが表示されます。
b) アクセス ポイント名をクリックします。
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[AP] > [Edit] ページが表示されます。
c) [Advanced] タブをクリックします。
d) [AP Retransmit Config Parameters] 領域に、以下の AP Retransmit Count および AP Retransmit
Interval パラメータの値を入力します。
• [AP Retransmit Count]：アクセス ポイントからスイッチに要求を再送信する回数。有
効な範囲は、3 ～ 8 です。
• [AP Retransmit Interval]：要求の再送信から次の再送信までの時間。有効な範囲は、2
～ 5 です。
e) [Apply] をクリックします。
f) [Save Configuration] をクリックします。

CAPWAP の最大伝送単位情報の表示（CLI）
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードを開始します。

例：
Device# enable

ステップ 2

show ap name Cisco_AP config general スイッチ上の CAPWAP パスの最大伝送単
位（MTU）を表示します。MTU は、送信
例：
されるパケットの最大サイズ（バイト）を
Device# show ap name Maria-1250
指定します。
config general | include MTU

CAPWAP の最大伝送単位情報の表示（GUI）
手順
ステップ 1

[Configuration] > [Wireless] > [Access Points] > [All Aps] の順に選択します。
[All APs] ページが表示されます。

ステップ 2

AP 名をクリックします。
[AP] > [Edit] ページが表示されます。

ステップ 3

[Advanced] タブをクリックします。
[CAPWAP MTU] フィールドに CAPWAP の最大伝送単位情報が表示されます。
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アクセス ポイントの再送信間隔と再試行回数の設定例
CAPWAP 再送信の詳細の表示：例
次のコマンドを入力します。
Device# show ap capwap retransmit
Global control packet retransmit interval : 3
Global control packet retransmit count : 5
AP Name

Retransmit Interval

Retransmit Count

--------------------------------- -------------------------------------------------------------3602a
5
3

最大伝送単位情報の表示：例
次に、スイッチの CAPWAP パスの最大伝送単位（MTU）を表示する例を示します。MTU は、送
信されるパケットの最大サイズ（バイト）を指定します。
Device# show ap name cisco-ap-name config general | include MTU
CAPWAP Path MTU.................................. 1500
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適応型ワイヤレス侵入防御システムの設定
• 機能情報の確認, 769 ページ
• wIPS 設定の前提条件, 769 ページ
• アクセス ポイントでの wIPS の設定方法, 770 ページ
• wIPS 情報のモニタリング, 772 ページ
• アクセス ポイントでの wIPS の設定例, 773 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。 最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソ
フトウェア リリースに対応したリリース ノートを参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。

wIPS 設定の前提条件
• 通常のローカル モードのアクセス ポイントは、ワイヤレス侵入防御システム（wIPS）機能
のサブセットによって拡張されています。この機能を使用すると、分離されたオーバーレイ
ネットワークがなくても、アクセス ポイントを展開して保護機能を提供できます。
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アクセス ポイントでの wIPS の設定方法
アクセス ポイントでの wIPS の設定（CLI）
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

ap name Cisco_AP mode local

モニタ モードのアクセス ポイントを設定します。

例：
Device# ap name AP01 mode
local

ステップ 2

ap name Cisco_AP dot11 5ghz
shutdown

AP のモードを変更するとアクセス ポイントがリ
ブートされることを示すメッセージが表示されま
す。このメッセージは、AP モードの変更を続行す
るかどうかを指定できるプロンプトも表示します。
続行するには、プロンプトで y を入力します。
アクセス ポイントの 802.11a 無線を無効にします。

例：
Device# ap name AP01 dot11
5ghz shutdown

ステップ 3

ap name Cisco_AP dot11 24ghz
shutdown

アクセス ポイントの 802.11b 無線を無効にします。

例：
Device# ap name AP02 dot11
24ghz shutdown

ステップ 4

ap name Cisco_AP mode monitor アクセス ポイントで wIPS サブモードを設定しま
submode wips
す。
例：
Device# ap name AP01 mode
monitor
submode wips

ステップ 5

（注）

アクセス ポイントで wIPS を無効にする
には、ap name Cisco_AP modemonitor
submode none コマンドを入力します。

ap name Cisco_AP monitor-mode アクセス ポイントに対して wIPS が最適化された
wips-optimized
チャネル スキャンを有効にします。
例：
Device# ap name AP01
monitor-mode
wips-optimized

アクセス ポイントは、250 ミリ秒の間、各チャネ
ルをスキャンします。監視設定に基づいてスキャ
ンされるチャネルの一覧が取得されます。次のオ
プションから選択できます。
• [All]：アクセス ポイントの無線でサポートさ
れているすべてのチャネル。
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コマンドまたはアクション

目的
• [Country]：アクセスポイントの使用国でサポー
トされているチャネルのみ。
• [DCA]：動的チャネル割り当て（DCA）アル
ゴリズムによって使用されるチャネル セット
のみ（デフォルトでは、アクセス ポイントの
使用国で許可された、オーバーラップしない
すべてのチャネルを含む）。

ステップ 6

show ap dot11 24ghz monitor
例：
Device# show ap dot11 24ghz
monitor

ステップ 7

監視設定チャネル セットを表示します。
（注）

コマンド出力の 802.11b 監視チャネル値
は監視設定チャネル セットを示します。

ap name Cisco_AP no dot11 5ghz アクセス ポイントの 802.11a 無線を有効にします。
shutdown
例：
Device# ap name AP01 no dot11
5ghz shutdown

ステップ 8

ap name Cisco_AP no dot11 24ghz アクセス ポイントの 802.11b 無線を有効にします。
shutdown
例：
Device# ap name AP01 no dot11
24ghz shutdown

アクセス ポイントでの wIPS の設定（GUI）
手順
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ワイヤレス（Wireless）] > [アクセス ポイント（Access Points）] > [すべ
ての AP（All Aps）] の順に選択します。
[All APs] ページが表示されます。

ステップ 2

アクセス ポイント名をクリックします。
[AP] > [編集（Edit）] ページが表示されます。

ステップ 3

[AP モード（AP Mode）] ドロップダウン リストから、次のオプションの 1 つを選択して、AP モー
ド パラメータを設定します。
• Local
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• Monitor
ステップ 4

[AP サブモード（AP Sub Mode）] ドロップダウン リストから WIPS を選択します。

ステップ 5

[Apply] をクリックします。

ステップ 6

[Save Configuration] をクリックします。

wIPS 情報のモニタリング
（注）

スイッチ GUI を使用してこのタスクを実行する手順は現在利用できません。

手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1

目的

show ap name Cisco_AP config general アクセス ポイントの wIPS サブモードで
情報を表示します。
例：
Device# show ap name AP01 config
general

ステップ 2

show ap monitor-mode summary
例：

アクセス ポイントで wIPS 最適化チャネ
ル スキャン コンフィギュレーションを
表示します。

Device# show ap monitor-mode summary

ステップ 3

show wireless wps wips summary
例：

NCS または Prime によって転送した wIPS
コンフィギュレーションをスイッチに表
示します。

Device# show wireless wps wips
summary

ステップ 4

show wireless wps wips statistics

現在の wIPS オペレーションをスイッチ
に表示します。

例：
Device# show wireless wps wips
statistics

ステップ 5

clear wireless wips statistics

スイッチで wIPS 統計をクリアします。

例：
Device# clear wireless wips
statistics
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アクセス ポイントでの wIPS の設定例
モニタ設定チャネル セットの表示：例
次に、モニタ設定チャネル セットを表示する例を示します。
Device#
Default
802.11b
802.11b
802.11b
802.11b
802.11b
802.11b

show ap dot11 24ghz monitor
802.11b AP monitoring
Monitor Mode...........................
Monitor Channels.......................
AP Coverage Interval...................
AP Load Interval.......................
AP Noise Interval......................
AP Signal Strength Interval............

enable
Country channels
180 seconds
60 seconds
180 seconds
60 seconds

wIPS 情報の表示：例
次に、アクセス ポイントの wIPS サブモードの情報を表示する例を示します。
Device# show ap name AP01 config general
Cisco AP Identifier.............. 3
Cisco AP Name.................... AP1131:46f2.98ac
...
AP Mode ......................... Monitor
Public Safety ................... Disabled Disabled
AP SubMode ...................... WIPS

次に、アクセス ポイントの wIPS が最適化されたチャネル スキャンの設定を表示する例を示しま
す。
Device# show ap monitor-mode summary
AP Name
Ethernet MAC
Status

Scanning
Channel
List
------------- -------------- -------- --------AP1131:4f2.9a 00:16:4:f2:9:a WIPS
1,6,NA,NA

次に、WCS によってスイッチに転送される wIPS 設定を表示する例を示します。
Device# show wireless wps wips summary
Policy Name.............. Default
Policy Version........... 3

次に、スイッチでの wIPS 動作の現在の状態を表示する例を示します。
Device# show wireless wps wips statistics
Policy Assignment Requests............ 1
Policy Assignment Responses........... 1
Policy Update Requests................ 0
Policy Update Responses............... 0
Policy Delete Requests................ 0
Policy Delete Responses............... 0
Alarm Updates......................... 13572
Device Updates........................ 8376
Device Update Requests................ 0
Device Update Responses............... 0
Forensic Updates...................... 1001
Invalid WIPS Payloads................. 0
Invalid Messages Received............. 0
CAPWAP Enqueue Failed................. 0
NMSP Enqueue Failed................... 0
NMSP Transmitted Packets.............. 22950
NMSP Transmit Packets Dropped......... 0
NMSP Largest Packet................... 1377
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• 機能情報の確認, 775 ページ
• アクセス ポイントの認証を設定するための前提条件, 775 ページ
• アクセス ポイントの認証を設定する際の制限, 776 ページ
• アクセス ポイントに対する認証の設定について, 776 ページ
• アクセス ポイントの認証の設定方法, 777 ページ
• アクセス ポイントの認証の設定例, 782 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。 最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソ
フトウェア リリースに対応したリリース ノートを参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。

アクセス ポイントの認証を設定するための前提条件
• スイッチに現在 join しているすべてのアクセス ポイント、また今後 join するアクセスポイン
トがスイッチに join するときに継承するグローバル ユーザ名、パスワード、およびイネーブ
ル パスワードを設定することができます。必要に応じて、このグローバル資格情報よりも優
先される、独自のユーザ名、パスワード、およびイネーブル パスワードを特定のアクセス
ポイントに割り当てることができます。
• アクセス ポイントをスイッチに join すると、そのアクセス ポイントのコンソール ポート セ
キュリティが有効になり、コンソール ポートへログインするたびにユーザ名とパスワードの
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入力を要求されます。ログインした時点では非特権モードのため、特権モードを使用するに
は、イネーブル パスワードを入力する必要があります。
• スイッチで設定したグローバル資格情報はスイッチやアクセス ポイントをリブートした後も
保持されます。この情報が上書きされるのは、アクセス ポイントを、グローバル ユーザ名
およびパスワードが設定された新しいスイッチに join した場合のみです。グローバル資格情
報を使って新しいスイッチを設定しなかった場合、このアクセス ポイントは最初のスイッチ
に設定されているグローバル ユーザ名とパスワードをそのまま保持します。
• アクセス ポイントにより使用される資格情報を追跡する必要があります。そうしないと、ア
クセス ポイントのコンソール ポートにログインできなくなることがあります。アクセス ポ
イントをデフォルトの Cisco/Cisco ユーザ名およびパスワードに戻す必要がある場合は、ス
イッチの設定をクリアする必要があります。これにより、アクセス ポイントの設定は工場出
荷時のデフォルト設定に戻ります。デフォルトのアクセス ポイント設定をリセットするに
は、ap name Cisco_AP mgmtuser username Cisco password Cisco コマンドを入力します。コマ
ンドを入力しても、アクセス ポイントの固定 IP アドレスはクリアされません。アクセス ポ
イントがスイッチに再 join すると、デフォルトの Cisco/Cisco のユーザ名およびパスワードを
適用します。
• 現在スイッチに join している、また、今後 join するすべてのアクセス ポイントにグローバル
認証を設定できます。必要に応じて、このグローバル認証設定よりも優先される、独自の認
証設定を特定のアクセス ポイントに割り当てることができます。
• この機能は、次のハードウェアによりサポートされます。
◦ 認証をサポートするすべての Cisco スイッチ。
◦ Cisco Aironet 1140、1260、1310、1520、1600、2600、3500、および 3600 アクセス ポイ
ント

アクセス ポイントの認証を設定する際の制限
• AP 設定におけるスイッチ名は、大文字と小文字が区別されます。したがって、AP 設定に
は、必ず正確なシステム名を設定してください。正確に設定しないと、AP フォールバック
が機能しません。

アクセス ポイントに対する認証の設定について
Cisco IOS アクセス ポイントには、工場出荷時にデフォルトの enable パスワード Cisco が設定され
ています。このパスワードを使用して、非特権モードでログインすると、ネットワークのセキュ
リティに対する脅威となる show および debug コマンドの入力が許可されます。不正アクセスを
防止し、ユーザがアクセス ポイントのコンソール ポートからコンフィギュレーション コマンド
を入力できるようにするには、デフォルトのイネーブル パスワードを変更する必要があります。
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Lightweight アクセス ポイントとシスコのスイッチの間で 802.1X 認証を設定できます。アクセス
ポイントは 802.1X サプリカントとして動作し、EAP-FAST と匿名 PAC プロビジョニングを使用
するスイッチにより認証されます。

アクセス ポイントの認証の設定方法
アクセス ポイントのグローバル資格情報の設定（CLI）
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードを開始します。

例：
Device# enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ap mgmtuser username
スイッチに現在 join しているすべてのアクセス ポイン
user_name password 0
ト、および今後スイッチに join するアクセス ポイント
passsword secret 0 secret_value に対し、グローバル ユーザ名とパスワードを設定し、
パスワードをイネーブルにします。このコマンドでは、
例：
パラメータ 0 は暗号化されていないパスワードが続く
Device(config)# ap mgmtuser
ことを指定し、8 は AES 暗号化パスワードが続くこと
apusr1
password appass 0 secret
を指定します。
0 appass1

ステップ 4

end
例：

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

Device(config)# end

ステップ 5

ap name Cisco_AP mgmtuser 特定のアクセス ポイントのグローバル資格情報を上書
username user_name password きし、固有のユーザ名とパスワードを割り当て、この
password secret secret
アクセス ポイントに対しパスワードをイネーブルにし
ます。
例：
Device(config)# ap name
TSIM_AP-2
mgmtuser apusr1 password
appass secret secret

このコマンドに入力した資格情報は、スイッチやアク
セス ポイントをリブートした後や、アクセス ポイント
が新しいスイッチに join された場合でも保持されま
す。
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

ステップ 6

このアクセスポイントでスイッチのグローバ
ル資格情報を強制的に使用する必要がある場
合は、ap name Cisco_AP no mgmtuser コマン
ドを入力します。このコマンドの実行後、
「AP reverted to global username configuration」
というメッセージが表示されます。

接続されたすべての Cisco AP のサマリーを表示しま
す。

show ap summary
例：
Device# show ap summary

ステップ 7

show ap name Cisco_AP config 特定のアクセス ポイントのグローバル資格情報の設定
general
を表示します。
（注）

例：
Device# show ap name AP02
config general

このアクセス ポイントがグローバル クレデ
ンシャル用に設定されている場合は、[AP
User Mode] テキスト ボックスに [Automatic]
と表示されます。このアクセス ポイントの
グローバル クレデンシャルが上書きされて
いる場合は、[AP User Mode] テキスト ボッ
クスに [Customized] と表示されます。

アクセス ポイントの認証の設定（CLI）
手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1 enable

特権 EXEC モードを開始します。

例：
Device# enable

ステップ 2 configure terminal

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。

例：
Device# configure
terminal

ステップ 3 ap dot1x username
にスイッチ現在 join しているすべてのアクセス ポイント、
user_name_value password または今後 join するスイッチアクセス ポイントにグロー
0 password_value
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
例：
Device(config)# ap dot1x
username AP3 password 0
password

バル認証のユーザ名とパスワードを設定します。このコマ
ンドには、次のキーワードと引数が含まれます。
• username：すべてのアクセス ポイントの 802.1X ユー
ザ名を指定します。
• user-id：ユーザ名。
• password：すべてのアクセス ポイントの 802.1X パス
ワードを指定します。
• 0：暗号化されないパスワードを指定します。
• 8：AES 暗号化パスワードを指定します。
• passwd：パスワード。
（注）

ステップ 4 end
例：

password パラメータには強力なパスワードを入
力する必要があります。強力なパスワードの長
さは少なくとも 8 文字で、大文字と小文字、数
字、および記号の組み合わせを含み、いずれの
言語の単語でもありません。

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

Device(config)# end

ステップ 5 ap name Cisco_AP
dot1x-user username
username_value password
password_value

グローバル認証設定を無効にし、独自のユーザ名およびパ
スワードを特定のアクセス ポイントに割り当てます。こ
のコマンドには、次のキーワードと引数が含まれます。
• username：ユーザ名を追加するように指定します。

例：
Device# ap name AP03
dot1x-user
username apuser1
password appass

• user-id：ユーザ名。
• password：パスワードを追加するように指定します。
• 0：暗号化されないパスワードを指定します。
• 8：AES 暗号化パスワードを指定します。
• passwd：パスワード。
（注）

password パラメータには強力なパスワードを入
力する必要があります。強力なパスワードの特
徴については、ステップ 2 の注記を参照してく
ださい。
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
このコマンドに入力した認証設定は、スイッチやアクセス
ポイントをリブートした後や、アクセス ポイントが新し
いスイッチに join された場合でも保持されます。
ステップ 6 configure terminal

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。

例：
Device# configure
terminal

ステップ 7 no ap dot1x username
すべてのアクセス ポイントまたは特定のアクセス ポイン
user_name_value password トに対して 802.1X 認証をディセーブルにします。
0 password_value
このコマンドの実行後、「AP reverted to global username
configuration」というメッセージが表示されます。
例：
（注）
特定のアクセス ポイントの 802.1X 認証は、グ
Device(config)# no ap
dot1x username
ローバル 802.1X 認証が有効でない場合にだけ無
dot1xusr password 0
dot1xpass
効にできます。グローバル 802.1X 認証が有効な
場合は、すべてのアクセス ポイントに対してだ
け 802.1X を無効にできます。
ステップ 8 end
例：

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

Device(config)# end

ステップ 9 show ap summary
例：
Device# show ap summary

ステッ
プ 10

show ap name Cisco_AP
config general
例：
Device# show ap name
AP02 config general

スイッチに join するすべてのアクセス ポイントの認証設
定を表示します。
（注）

グローバルな認証が設定されていない場合、
[Global AP Dot1x User Name] テキスト ボックス
には「Not Configured」と表示されます。

特定のアクセス ポイントの認証設定を表示します。
（注）

このアクセス ポイントがグローバル認証用に設
定されている場合は、[AP Dot1x User Mode] テ
キスト ボックスに「Automatic」と表示されま
す。このアクセス ポイントのグローバル認証設
定が上書きされている場合は、[AP Dot1x User
Mode] テキスト ボックスに「Customized」と表
示されます。
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認証のスイッチの設定（CLI）
（注）

スイッチ GUI を使用してこのタスクを実行する手順は現在利用できません。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードを開始します。

例：
Device# enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

dot1x system-auth-control

システム認証制御をイネーブルにします。

例：
Device(config)# dot1x
system-auth-control

ステップ 4

aaa new-model

新しいアクセス コントロール コマンドと
機能をイネーブルにします

例：
Device(config)# aaa new-model

ステップ 5

aaa authentication dot1x default group サーバ グループ内のすべての RADIUS ホ
radius
ストを使用して、IEEE 802.1X のデフォル
トの認証リストを設定します。
例：
Device(config)# aaa authentication
dot1x default group radius

ステップ 6

radius-server host host_ip_adress
acct-port port_number auth-port
port_number key 0
unencryptied_server_key

RADIUS 認証サーバのクリア テキストの暗
号キーを設定します。

例：
Device(config)# radius-server host
10.1.1.1 acct-port 1813 auth-port
6225 key 0 encryptkey
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

interface TenGigabitEthernet1/0/1

10 ギガビット イーサネット インターフェ
イスを設定します。

例：
Device(config)# interface
TenGigabitEthernet1/0/1

ステップ 8

switch mode access

コマンド プロンプトが Controller(config)#
から Controller(config-if)# に変更します。
インターフェイスへの無条件の truncking
モード アクセスを設定します。

例：
Device(config-if)# switch mode
access

ステップ 9

dot1x pae authenticator

オーセンティケータとして 802.1X インター
フェイスの PAE タイプを設定します。

例：
Device(config-if)# dot1x pae
authenticator

ステップ 10

end
例：
Device(config)# end

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

アクセス ポイントの認証の設定例
アクセス ポイントの認証設定の表示：例
次に、スイッチに接続するすべてのアクセス ポイントの認証設定を表示する例を示します。
Device# show ap summary
Number of APs.................................... 1
Global AP User Name.............................. globalap
Global AP Dot1x User Name........................ globalDot1x

次に、特定のアクセス ポイントの認証設定を表示する例を示します。
Device# show ap name AP02 config dot11 24ghz general
Cisco AP Identifier.............................. 0
Cisco AP Name.................................... TSIM_AP2
...
AP Dot1x User Mode............................... AUTOMATIC
AP Dot1x User Name............................... globalDot1x
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章

自律アクセス ポイントの Lightweight モード
への変換
• 機能情報の確認, 783 ページ
• Lightweight モードに自律アクセス ポイントを変換するための前提条件, 784 ページ
• Lightweight モードに変換される Autonomous アクセス ポイントについて, 784 ページ
• Lightweight アクセス ポイントの Autonomous アクセス ポイントへの再変換方法, 786 ページ
• アクセス ポイントの認可（CLI）, 787 ページ
• アクセス ポイントの認可（GUI）, 789 ページ
• 変換したアクセス ポイントでの Reset ボタンのディセーブル化（CLI）, 789 ページ
• AP クラッシュ ログ情報のモニタリング, 790 ページ
• アクセス ポイントでの固定 IP アドレスの設定方法, 791 ページ
• TFTP リカバリ手順を使用したアクセス ポイントのリカバリ, 793 ページ
• Autonomous アクセス ポイントを Lightweight モードに変換する場合の設定例, 794 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。 最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソ
フトウェア リリースに対応したリリース ノートを参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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Lightweight モードに自律アクセスポイントを変換するための前提条件
• Lightweight モードに変換したアクセス ポイントは、無線ドメイン サービス（WDS）をサポー
トしません。変換したアクセス ポイントは、Cisco ワイヤレス LAN スイッチとのみ通信し、
WDS デバイスとは通信できません。ただし、アクセス ポイントがコントローラにアソシエー
トする際、スイッチが WDS に相当する機能を提供します。
• すべての Cisco Lightweight アクセス ポイントでは、無線ごとに 16 の Basic Service Set Identifier
（BSSID）およびアクセス ポイントごとに合計 16 のワイヤレス LAN をサポートします。変
換されたアクセス ポイントがスイッチにアソシエートすると、アクセス ポイントがアクセ
ス ポイント グループのメンバーでない限り、ID 1～16 のワイヤレス LAN のみがアクセス ポ
イントにプッシュされます。
• Lightweight モードに変換したアクセス ポイントは、DHCP、DNS、または IP サブネット ブ
ロードキャストを使用して IP アドレスを取得し、スイッチを検出する必要があります。

Lightweight モードに変換される Autonomous アクセス ポイントについ
て
Autonomous Cisco Aironet アクセス ポイントを Lightweight モードに変換できます。アクセス ポイ
ントを Lightweight モードにアップグレードしようとすると、アクセス ポイントはスイッチと通信
し、スイッチから構成およびソフトウェア イメージを受信します。

Lightweight モードから Autonomous モードへの復帰
Autonomous アクセス ポイントを Lightweight モードに変換してから、Autonomous モードをサポー
トする Cisco IOS リリース（Cisco IOS リリース 12.3(7)JA 以前のリリース）をロードして、そのア
クセス ポイントを Lightweight 装置から Autonomous 装置に戻すことができます。アクセス ポイン
トがスイッチに関連付けられている場合、スイッチを使用して Cisco IOS リリースをロードしま
す。アクセス ポイントがスイッチに関連付けられていない場合、TFTP を使用して Cisco IOS リ
リースをロードします。いずれの方法でも、ロードする Cisco IOS Release を含む TFTP サーバに
アクセス ポイントがアクセスできる必要があります。

DHCP オプション 43 および DHCP オプション 60 の使用
Cisco Aironet アクセス ポイントは、DHCP オプション 43 に Type-Length-Value（TLV）形式を使用
します。DHCP サーバは、アクセス ポイントの DHCP ベンダー クラス ID（VCI）文字列に基づい
てオプションを返すよう、プログラムする必要があります（DHCP オプション 60）。
DHCP オプション 43 の設定方法については、ご使用の DHCP サーバの製品ドキュメンテーション
を参照してください。『Upgrading Autonomous Cisco Aironet Access Points to Lightweight Mode』に
は、DHCP サーバのオプション 43 の設定手順の例が記載されています。
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アクセス ポイントが、サービス プロバイダー オプション AIR-OPT60-DHCP を選択して注文され
た場合、そのアクセス ポイントの VCI 文字列は、前の表にある VCI 文字列と異なります。VCI 文
字列の末尾には「ServiceProvider」が付きます。たとえば、このオプションが付いた 1260 は、VCI
文字列「Cisco AP c1260-ServiceProvider」を返します。

（注）

DHCP サーバから取得するスイッチの IP アドレスは、ユニキャスト IP アドレスになります。
DHCP オプション 43 を設定する場合は、スイッチの IP アドレスをマルチキャスト アドレスと
して設定しないでください。

変換したアクセス ポイントがクラッシュ情報をスイッチに送信する方法
変換したアクセスポイントが予期せずリブートした場合、アクセスポイントではクラッシュ発生
時にローカル フラッシュ メモリ上にクラッシュ ファイルが保存されます。装置がリブートした
ら、アクセス ポイントはリブートの理由をスイッチに送信します。クラッシュにより装置がリ
ブートした場合、スイッチは既存の CAPWAP メッセージを使用してクラッシュ ファイルを取得
し、スイッチのフラッシュ メモリに保存します。クラッシュ情報のコピーは、スイッチがアクセ
ス ポイントから取得した時点で、アクセス ポイントのフラッシュ メモリから削除されます。

変換したアクセス ポイントからのメモリ コア ダンプのアップロード
デフォルトでは、Lightweight モードに変換したアクセス ポイントは、スイッチにメモリ コア ダ
ンプを送信しません。このセクションでは、スイッチ GUI または CLI を使用してアクセス ポイン
ト コア ダンプをアップロードする手順について説明します。

変換されたアクセス ポイントの MAC アドレスの表示
コントローラが変換されたアクセス ポイントの MAC アドレスをコントローラ GUI の情報ページ
に表示する方法には、いくつか異なる点があります。
• [AP Summary] ページには、コントローラにより変換されたアクセス ポイントのイーサネッ
ト MAC アドレスのリストが表示されます。
• [AP Detail] ページには、変換されたアクセス ポイントの BSS MAC アドレスとイーサネット
MAC アドレスのリストが、コントローラにより表示されます。
• [Radio Summary] ページには、変換されたアクセス ポイントのリストがスイッチにより無線
MAC アドレス順に表示されます。

Lightweight アクセス ポイントの静的 IP アドレスの設定
DHCP サーバに IP アドレスを自動的に割り当てさせるのではなく、アクセス ポイントに IP アド
レスを指定する場合は、コントローラ GUI または CLI を使用してアクセス ポイントに固定 IP ア
ドレスを設定できます。静的 IP アドレスは、通常、AP 数の限られた導入でのみ使用されます。
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静的 IP アドレスがアクセス ポイントに設定されている場合は、DNS サーバと、アクセス ポイン
トが属するドメインとを指定しない限り、アクセス ポイントはドメイン ネーム システム（DNS）
解決を使用してスイッチを検出できません。これらのパラメータは、スイッチ CLI または GUI の
いずれかを使用して設定できます。

（注）

アクセス ポイントを設定して、アクセス ポイントの以前の DHCP アドレスが存在したサブネッ
ト上にない固定 IP アドレスを使用すると、そのアクセス ポイントはリブート後に DHCP アド
レスにフォール バックします。アクセス ポイントが DHCP アドレスにフォール バックした場
合は、show ap config general Cisco_AP CLI コマンドを入力すると、アクセス ポイントがフォー
ルバック IP アドレスを使用していることが表示されます。ただし、GUI は固定 IP アドレスと
DHCP アドレスの両方を表示しますが、DHCP アドレスをフォールバック アドレスであるとは
識別しません。

Lightweight アクセス ポイントの Autonomous アクセス ポイントへの再
変換方法
Lightweight アクセス ポイントを Autonomous モードに戻す方法（CLI）
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードを開始します。

例：
Device# enable

ステップ 2

ap name Cisco_AP tftp-downgrade
tftp_server_ip_address
tftp_server_image_filename
例：
Device# ap name AP02
tftp-downgrade
10.0.0.1 tsrvname

Lightweight アクセス ポイントを Autonomous
モードに戻します。
（注）

このコマンドを入力したら、アクセ
ス ポイントが再起動するまで待機
し、CLI または GUI を使用してア
クセス ポイントを再設定します。
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モード ボタンと TFTP サーバを使用して Lightweight アクセス ポイントを Autonomous
モードに戻す方法
手順
ステップ 1

TFTP サーバ ソフトウェアを実行している PC に、10.0.0.2 ～ 10.0.0.30 の範囲に含まれる固定 IP ア
ドレスを設定します。

ステップ 2

コンピュータの TFTP サーバ フォルダにアクセス ポイントのイメージ ファイル（たとえば、1140
シリーズ アクセス ポイントの場合は c1140-k9w7-tar.123-7.JA.tar ）が存在すること、およびその
TFTP サーバがアクティブであることを確認します。

ステップ 3

TFTP サーバ フォルダ内の 1140 シリーズ アクセス ポイントのイメージ ファイルの名前を
c1140-k9w7-tar.defaultに変更します。

ステップ 4

Category 5（CAT 5; カテゴリ 5）のイーサネット ケーブルを使用して、PC をアクセス ポイントに
接続します。

ステップ 5

アクセス ポイントの電源を切ります。

ステップ 6

MODE ボタンを押しながら、アクセス ポイントに電源を再接続します。
（注）
アクセス ポイントのMODE ボタンがイネーブルになりま
す。

ステップ 7

MODE ボタンを押し続けて、ステータス LED が赤色に変わったら（約 20 ～ 30 秒かかります）、
MODE ボタンを放します。

ステップ 8

アクセス ポイントがリブートしてすべての LED が緑色に変わった後、ステータス LED が緑色に
点滅するまで待ちます。

ステップ 9

アクセス ポイントがリブートしたら、GUI または CLI を使用してアクセス ポイントを再設定しま
す。

アクセス ポイントの認可（CLI）
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードを開始します。

例：
Device# enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
Device# configure terminal
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

ap auth-list ap-policy authorize-ap

アクセス ポイントの許可ポリシーを
設定します。

例：
Device(config)# ap auth-list ap-policy
authorize-ap

ステップ 4

username user_name mac aaa attribute list アクセス ポイントの MAC アドレス
list_name
をローカルで設定します。
例：
Device(config)# username aaa.bbb.ccc
mac aaa attribute list attrlist

ステップ 5

aaa new-model

新しいアクセス コントロール コマン
ドと機能をイネーブルにします

例：
Device(config)# aaa new-model

ステップ 6

aaa authorization credential-download
auth_list local

ローカル サーバから EAP 資格情報を
ダウンロードします。

例：
Device(config)# aaa authorization
credential-download auth_download local

ステップ 7

aaa attribute list リスト

AAA 属性リストの定義を設定しま
す。

例：
Device(config)# aaa attribute list
alist

ステップ 8

aaa session-id common

AAA の共通セッション ID を設定し
ます。

例：
Device(config)# aaa session-id common

ステップ 9

aaa local authentication default
authorization default

ローカル認証方式リストを設定しま
す。

例：
Device(config)# aaa local
authentication default authorization
default

ステップ 10

show ap name Cisco_AP config general

特定のアクセス ポイントに対応する
設定情報を表示します。

例：
Device(config)# show ap name AP01
config general
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アクセス ポイントの認可（GUI）
手順
ステップ 1

[Configuration] > [Security] > [AAA] > [AP Policy] の順に選択します。
[AP Policy] ページが表示されます。

ステップ 2

[Policy Configuration] 領域で、次のパラメータをイネーブルまたはディセーブルにします。
• Authorize LSC APs against Auth-List
• AP with Self-Signed Certificate
• Authorize MIC APs against AAA
• AP with Manufacturing Installed Certificate

ステップ 3

[Apply] をクリックします。

ステップ 4

[Save Configuration] をクリックします。

変換したアクセス ポイントでの Reset ボタンのディセーブル化（CLI）
Lightweight モードに変換したアクセス ポイントの Reset ボタンをイネーブルまたはディセーブル
にできます。Reset ボタンには、アクセス ポイントの外面に MODE と書かれたラベルが付けられ
ています。

（注）

コントローラ GUI を使用してこのタスクを実行する手順は現在利用できません。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードを開始します。

例：
Device# enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

no ap reset-button

スイッチに関連付けられ、変換したすべてのアク
セス ポイントの Reset ボタンをディセーブルにし
ます。
（注）
スイッチに関連付けられ、変換したす
べてのアクセス ポイントの Reset ボタ
ンをイネーブルにするには、ap
reset-button コマンドを入力します。

例：
Device(config)# no ap
reset-button

ステップ 4

end
例：

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

Device(config)# end

ステップ 5

ap name Cisco_AP reset-button 指定した変換済みアクセス ポイントの Reset ボタ
ンをイネーブルにします。
例：
Device# ap name AP02
reset-button

AP クラッシュ ログ情報のモニタリング
（注）

スイッチ GUI を使用してこのタスクを実行する手順は現在利用できません。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードを開始します。

例：
Device# enable

ステップ 2

show ap crash-file

クラッシュ ファイルがスイッチにダウン
ロードされているかどうかを確認します。

例：
Device# show ap crash-file
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アクセス ポイントでの固定 IP アドレスの設定方法
アクセス ポイントでの固定 IP アドレスの設定（CLI）
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードを開始します。

例：
Device# enable

ステップ 2

ap name Cisco_AP static-ip
ip-address static_ap_address
netmask static_ip_netmask
gateway static_ip_gateway

アクセス ポイントの固定 IP アドレスを設定します。
このコマンドには、次のキーワードと引数が含まれ
ます。
• ip-address：Cisco アクセス ポイントの固定 IP ア

例：
Device# ap name AP03
static-ip ip-address
9.9.9.16 netmask
255.255.0.0 gateway 9.9.9.2

ドレスを指定します。
• ip-address：Cisco アクセス ポイントの固定 IP ア
ドレス。
• netmask：Cisco アクセス ポイントの固定 IP ネッ
トマスクを指定します。
• netmask：Cisco アクセス ポイントの固定 IP ネッ
トマスク。
• gateway：Cisco アクセス ポイント ゲートウェイ
を指定します。
• gateway：Cisco アクセス ポイント ゲートウェイ
の IP アドレス。
アクセス ポイントがリブートしてスイッチに再 join
し、指定した固定 IP アドレスがアクセス ポイントに
プッシュされます。固定 IP アドレスがアクセス ポイ
ントに送信された後、DNS サーバの IP アドレスおよ
びドメイン名を設定できます。アクセス ポイントの
リブート後にステップ 3 と 4 を実行します。

ステップ 3

enable

特権 EXEC モードを開始します。

例：
Device# enable
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 5

ap static-ip name-server
nameserver_ip_address

特定のアクセス ポイントまたはすべてのアクセス ポ
イントが DNS 解決を使用してスイッチを検出できる
よう DNS サーバを設定します。

例：

Device(config)# ap static-ip （注）
name-server
10.10.10.205

ステップ 6

ap static-ip domain
static_ip_domain
例：

特定のアクセス ポイントまたはすべてのアクセス ポ
イントが属するドメインを設定します。
（注）

Device(config)# ap static-ip
domain domain1

ステップ 7

end
例：

DNS サーバ設定を元に戻すには、no ap
static-ip name-server nameserver_ip_address
コマンドを入力します。

ドメイン名の設定を元に戻すには、no ap
static-ip domain static_ip_domain コマンドを
入力します。

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

Device(config)# end

ステップ 8

show ap name Cisco_AP config アクセス ポイントの IP アドレス設定を表示します。
general
例：
Device# show ap name AP03
config general

アクセス ポイントでの固定 IP アドレスの設定（GUI）
手順
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ワイヤレス（Wireless）] > [アクセス ポイント（Access Points）] > [すべ
ての AP（All Aps）] の順に選択します。
[All APs] ページが表示されます。

ステップ 2

アクセス ポイントの名前をクリックします。
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[AP] > [編集（Edit）] ページが表示されます。
ステップ 3

[一般（General）] タブの [IP 設定（IP Config）] 領域で、アクセス ポイントに固定 IP アドレスを
割り当てる場合は、[固定 IP（Static IP）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 4

次の詳細を入力します。
• Static IP
• ネットマスク
• Gateway

ステップ 5

[Apply] をクリックします。
アクセス ポイントがリブートしてスイッチを再 join し、指定した固定 IP アドレスがアクセス ポ
イントに送信されます。

ステップ 6

固定 IP アドレスがアクセス ポイントに送信された後、[DNS IP アドレス（DNS IP Address）] と
[ドメイン名（Domain Name）] を設定します。

ステップ 7

[Apply] をクリックします。

ステップ 8

[Save Configuration] をクリックします。

TFTP リカバリ手順を使用したアクセス ポイントのリカバリ
手順
ステップ 1

必要なリカバリ イメージを Cisco.com（ap3g2-k9w8-tar.152-2.JA.tar）からダウンロードし、ご利用
の TFTP サーバのルート ディレクトリにインストールします。

ステップ 2

TFTP サーバをターゲットのアクセス ポイントと同じサブネットに接続して、アクセス ポイント
をパワーサイクリングします。アクセス ポイントは TFTP イメージから起動し、スイッチ に接続
してサイズの大きなアクセス ポイントのイメージをダウンロードし、アップグレード手順を完了
します。

ステップ 3

アクセス ポイントが回復したら、TFTP サーバを削除できます。
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Autonomous アクセス ポイントを Lightweight モードに変換する場合の
設定例
アクセス ポイントの IP アドレス設定の表示：例
次に、アクセス ポイントの IP アドレス設定を表示する例を示します。
Device# show ap name AP03 dot11 24ghz config general
Cisco AP Identifier.............. 4
Cisco AP Name............................. AP6
IP Address Configuration.................. Static IP assigned
IP Address................................ 10.10.10.118
IP NetMask................................ 255.255.255.0
Gateway IP Addr........................... 10.10.10.1
Domain.................................... Domain1
Name Server............................... 10.10.10.205
...

アクセス ポイントのクラッシュ ファイル情報の表示：例
次の例は、アクセスポイントのクラッシュファイル情報を表示する方法を示しています。このコ
マンドを使用して、ファイルがスイッチにダウンロードされたかどうかを確認できます。
Device# show ap crash-file
Local Core Files:
lrad_AP1130.rdump0 (156)
The number in parentheses indicates the size of the file. The size should
be greater than zero if a core dump file is available.
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Cisco ワークグループ ブリッジの使用
• 機能情報の確認, 795 ページ
• Cisco ワークグループ ブリッジと Cisco 以外のワークグループ ブリッジについて, 795 ペー
ジ
• ワークグループ ブリッジ状態のモニタリング, 796 ページ
• WGB の問題のデバッグ（CLI）, 797 ページ
• ワークグループ ブリッジの設定例, 798 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。 最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソ
フトウェア リリースに対応したリリース ノートを参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。

Cisco ワークグループ ブリッジと Cisco 以外のワークグループ ブリッ
ジについて
WGB とは、Autonomous IOS アクセス ポイント上で設定でき、イーサネットで WGB アクセス ポ
イントに接続されたクライアントの代わりに Lightweight アクセス ポイントに無線で接続を提供す
るモードです。イーサネット インターフェイス上の有線クライアントの MAC アドレスを記憶し、
それを Internet Access Point Protocol（IAPP）メッセージングを使用して Lightweight アクセス ポイ
ントに報告することで、WGB は単一の無線セグメントを介して有線ネットワークに接続します。
WGB は、単一の無線接続を Lightweight アクセス ポイントに確立して、有線クライアントに無線
で接続できるようになります。
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Cisco WGB が使用されている場合、WGB は、アソシエートされているすべてのクライアントをア
クセスポイントに通知します。スイッチアクセスポイントにアソシエートされたクライアントを
認識します。シスコ以外の WGB が使用されている場合、スイッチには、WGB の後方にある有線
セグメントのクライアントの IP アドレスに関する情報は伝わりません。この情報がないと、ス
イッチは以下の種類のメッセージをドロップします。
• WGB クライアントに対するディストリビューション システムからの ARP REQ
• WGB クライアントからの ARP RPLY
• WGB クライアントからの DHCP REQ
• WGB クライアントに対する DHCP RPLY

ワークグループ ブリッジ状態のモニタリング
（注）

スイッチ GUI を使用してこのタスクを実行する手順は現在利用できません。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードを開始します。

例：
Device# enable

ステップ 2

show wireless wgb summary

ネットワーク上のワークグループ ブ
リッジ（WGB）を表示します。

例：
Device# show wireless wgb summary

ステップ 3

show wireless wgb mac-address
wgb_mac_address detail

特定の WGB に接続されている有線ク
ライアントの詳細を表示します。

例：
Device# show wireless wgb mac-address
00:0d:ed:dd:25:82 detail
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WGB の問題のデバッグ（CLI）
（注）

スイッチ GUI を使用してこのタスクを実行する手順は現在利用できません。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードを開始します。

例：
Device# enable

ステップ 2

debug iapp all

IAPP メッセージのデバッグをイネーブルに
します。

例：
Device# debug iapp all

ステップ 3

debug iapp error

IAPP エラー イベントのデバッグをイネーブ
ルにします。

例：
Device# debug iapp error

ステップ 4

debug iapp packet

IAPP パケットのデバッグをイネーブルにし
ます。

例：
Device# debug iapp packet

ステップ 5

debug mobility handoff [switch
switch_number]

ローミング問題のデバッグをイネーブルに
します。

例：
Device# debug mobility handoff

ステップ 6

debug dhcp

DHCP を使用する場合の IP 割り当ての問題
をデバッグします。

例：
Device# debug dhcp

ステップ 7

debug dot11 mobile
例：

dot11/モバイル デバッグをイネーブルにしま
す。スタティック IP を使用する場合の IP 割
り当ての問題をデバッグします。

Device# debug dot11 mobile

ステップ 8

debug dot11 state
例：

dot11/ステート デバッグをイネーブルにしま
す。スタティック IP を使用する場合の IP 割
り当ての問題をデバッグします。

Device# debug dot11 state
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ワークグループ ブリッジの設定例
WGB の設定：例
次に、40 ビットの WEP キーでスタティック WEP を使用して WGB アクセス ポイントを設定する
例を示します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# dot11 ssid WGB_with_static_WEP
Device(config-ssid)# authentication open
Device(config-ssid)# guest-mode
Device(config-ssid)# exit
Device(config)# interface dot11Radio 0
Device(config)# station-role workgroup-bridge
Device(config-if)# encry mode wep 40
Device(config-if)# encry key 1 size 40 0 1234567890
Device(config-if)# ssid WGB_with_static_WEP
Device(config-if)# end

この WGB がアクセス ポイントにアソシエートしていることを確認するには、WGB に次のコマン
ドを入力します。
show dot11 association
以下に類似した情報が表示されます。
Device# show dot11 associations
802.11 Client Stations on Dot11Radio0:
SSID [FCVTESTING] :
MAC Address
IP address
Device
000b.8581.6aee 10.11.12.1
WGB-client
ap#

Name
map1

Parent
-

State
Assoc
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プローブ要求フォワーディングの設定
• 機能情報の確認, 799 ページ
• プローブ要求フォワーディングの設定について, 799 ページ
• プローブ要求フォワーディングの設定方法（CLI）, 799 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。 最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソ
フトウェア リリースに対応したリリース ノートを参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。

プローブ要求フォワーディングの設定について
プローブ要求とはクライアントが送信する 802.11 管理フレームであり、SSID の機能についての情
報を要求します。デフォルトでは、アクセス ポイントは応答済みのプローブ要求をスイッチが処
理できるよう送信します。応答済みの（acknowledged）プローブ要求とは、アクセス ポイントが
サポートする SSID のプローブ要求です。必要に応じて、応答済みのプローブ要求および未応答の
プローブ要求の両方をスイッチにフォワードするようアクセス ポイントを設定できます。スイッ
チは応答済みのプローブ要求からの情報を使用してロケーションの精度を向上できます。

プローブ要求フォワーディングの設定方法（CLI）
（注）

スイッチ GUI を使用してこのタスクを実行する手順は現在利用できません。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクショ
ン

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure
terminal

ステップ 2

wireless probe filter
例：

アクセス ポイントからスイッチに転送されたプローブ要
求のフィルタリングをイネーブルまたはディセーブルに
します。

Device(config)# wireless
probe filter
（注）

ステップ 3

wireless probe filter
num_probes interval
例：
Device(config)# wireless
probe filter 5 5

デフォルトのフィルタ設定であるプローブフィ
ルタリングを有効にすると、アクセス ポイン
トは応答済みのプローブ要求のみをスイッチ
に転送します。プローブ フィルタリングを無
効にすると、アクセス ポイントは応答済みの
プローブ要求と未応答のプローブ要求の両方
をスイッチに転送します。

指定された間隔のアクセス ポイント無線ごとにクライア
ント単位でスイッチに送信されるプローブ要求の数を制
限します。このコマンドで次の引数を指定する必要があ
ります。
• num_probes：指定された間隔での、1 つのアクセス
ポイント無線および 1 つのクライアントあたりのス
イッチへ送られたプローブ要求数。範囲は 1 ～ 100
です。
• interval：ミリ秒単位でのプローブ制限間隔。範囲
は 100 ～ 10000 です。

ステップ 4

end
例：

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

Device(config)# end

ステップ 5

show wireless probe

詳細なプローブ要求の設定を表示します。

例：
Device# show wireless
probe
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RFID トラッキングの最適化
• 機能情報の確認, 801 ページ
• アクセス ポイントでの RFID トラッキングの最適化, 801 ページ
• アクセス ポイントでの RFID トラッキングの最適化方法, 802 ページ
• RFID トラッキングの最適化の設定例, 803 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。 最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソ
フトウェア リリースに対応したリリース ノートを参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。

アクセス ポイントでの RFID トラッキングの最適化
RFID タグの監視とロケーション計算を最適化するには、802.11b/g アクセス ポイント無線用の
2.4GHz 帯域内で最高 4 つのチャネルでトラッキングの最適化を有効化できます。この機能を使用
して、通常、タグが動作するようにプログラムされているチャネル（チャネル 1、6、11 など）の
みをスキャンすることができます。
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アクセス ポイントでの RFID トラッキングの最適化方法
アクセス ポイントでの RFID トラッキングの最適化（CLI）
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

ap name Cisco_AP mode monitor
submode none

アクセス ポイントの監視サブモードを none とし
て指定します。

例：
Device# ap name 3602a mode
monitor
submode none

ステップ 2

ap name Cisco_AP dot11 24ghz
shutdown

アクセス ポイントのモードを変更する
とアクセス ポイントがリブートするこ
とを示す警告メッセージが表示され、
Y を入力することで続行するかどうか
を指定するプロンプトが表示されます。
Yを入力すると、アクセス ポイントがリブートし
ます。
（注）

アクセスポイント無線をディセーブルにします。

例：
Device# ap name AP01 dot11 24ghz
shutdown

ステップ 3

ap name Cisco_AP monitor-mode
tracking-opt
例：
Device# ap name TSIM_AP1
monitor-mode
tracking-opt

使用する国でサポートされる動的チャネル割り当
て（DCA）チャネルのみをスキャンするようにア
クセス ポイントを設定します。
（注）

アクセス ポイントのトラッキングの最
適化をディセーブルにするには、ap
name Cisco_AP monitor-mode
tracking-opt no-optimization コマンドを
入力します。

ステップ 4

ap name Cisco_AP monitor-mode アクセス ポイントによりスキャンされる特定の
dot11b {fast-channel [first_channel 802.11b チャネルを最大 4 つ選択します。
second_channel third_channel
（注）
米国では、チャネル変数に 1 ～ 11 の値
fourth_channel]}
（両端の値を含む）を割り当てること
ができます。その他の国ではさらに多
例：
くのチャネルがサポートされています。
Device# ap name AP01
monitor-mode dot11b
少なくともチャネルを 1 つ割り当てる
fast-channel 1 2 3 4
必要があります。

ステップ 5

ap name Cisco_AP no dot11 24ghz アクセス ポイント無線をイネーブルにします。
shutdown
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コマンドまたはアクション

目的

例：
Device# ap name AP01 no dot11
24ghz shutdown

ステップ 6

show ap monitor-mode summary

モニタ モードですべてのアクセス ポイントを表
示します。

例：
Device# show ap monitor-mode
summary

RFID トラッキングの最適化の設定例
モニタ モードでのすべてのアクセス ポイントの表示：例
次に、モニタ モードですべてのアクセス ポイントを表示する例を示します。
Device# show ap monitor-mode summary
AP Name

Ethernet MAC

Status

Scanning
Channel
List
------------- -------------- -------- --------AP1131:4f2.9a 00:16:4:f2:9:a Tracking 1,6,NA,NA
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国番号の設定
• 機能情報の確認, 805 ページ
• 国番号の設定に関する前提条件, 805 ページ
• 国番号の設定について, 806 ページ
• 国番号の設定方法（CLI）, 806 ページ
• 国番号の設定例, 809 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。 最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソ
フトウェア リリースに対応したリリース ノートを参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。

国番号の設定に関する前提条件
• 通常、スイッチごとに 1 つの国番号を設定します。そのスイッチの物理的な場所とそのアク
セス ポイントが一致しているコードを 1 つ設定します。スイッチごとに最大 20 の国番号を
設定できます。これによって、複数の国がサポートされ、1 つのスイッチからさまざまな国
にあるアクセス ポイントを管理できます。
• multiple-country 機能を使用している場合、同じ RF グループに join する予定のすべてのスイッ
チは、同じ国のセットを同じ順序で設定する必要があります。
• アクセス ポイントは、使用可能なすべての法定周波数を使用できます。ただし、アクセス
ポイントは関連するドメインでサポートされる周波数に割り当てられます。
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• RF グループ リーダーに設定されている国リストによって、メンバーが動作するチャネルが
決定します。このリストは、RF グループ メンバーに設定されている国とは無関係です。
• 日本の規制ドメインにあるスイッチの場合は、最後にスイッチをブートしたときにスイッチ
で設定した 1 つ以上の日本の国番号（JP、J2、または J3）を持っている必要があります。
• 日本の規制ドメインにあるスイッチの場合は、スイッチに join された - J 規制ドメインのア
クセス ポイントを少なくとも 1 つ持っている必要があります。

国番号の設定について
コントローラおよびアクセス ポイントは、法的な規制基準の異なるさまざまな国で使用できるよ
うに設計されています。アクセス ポイント内の無線は、製造時に特定の規制区域に割り当てられ
ています（ヨーロッパの場合には E など）。しかし、Country Code を使用すると、稼働する特定
の国を指定できます（フランスの場合には FR、スペインの場合には ES など）。国番号を設定す
ると、各無線のブロードキャスト周波数帯域、インターフェイス、チャネル、および送信電力レ
ベルが国別の規制に準拠していることを確認できます。
日本の国番号について
国番号は、各国で合法的に使用できるチャネルを定義します。日本で使用できる Country Code は、
次のとおりです。
• JP：コントローラに join できるのは、-J 無線のみです。
• J2：コントローラに join できるのは、-P 無線のみです。
• J3：WLC に join できるのは、-U、-P、および -Q（1550/1600/2600/3600 以外）無線ですが、
-U の周波数を使用します。
• J4：コントローラに join できるのは、2.4G JPQU および 5G PQU です。

（注）

1550、1600、2600、および 3600 AP には J4 が必要です。

日本の規制区域のアクセス ポイントでサポートされているチャネルと電力レベルの一覧について
は、『Channels and Maximum Power Settings for Cisco Aironet Lightweight Access Points』を参照して
ください。

国番号の設定方法（CLI）
（注）

スイッチ GUI を使用してこのタスクを実行する手順は現在利用できません。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードを開始します。

例：
Device# enable

ステップ 2

show wireless country supported すべての使用可能な国番号のリストを表示しま
す。
例：
Device# show wireless country
supported

ステップ 3

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 4

ap dot11 24ghz shutdown

802.11a ネットワークをディセーブルにします。

例：
Device(config)# ap dot11 5ghz
shutdown

ステップ 5

ap dot11 5ghz shutdown

802.11b/gネットワークをディセーブルにします。

例：
Device(config)# ap dot11
24ghz shutdown

ステップ 6

ap country country_code
例：

特定の国にアクセス ポイントを割り当てます。
（注）

Device(config)# ap country IN

ステップ 7

end
例：

選択した Country Code が、アクセス ポ
イントの無線のうち少なくとも 1 つの
無線の規制ドメインに適合しているこ
とを確認します。

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

Device(config)# end

ステップ 8

show wireless country channels スイッチに設定された国番号の使用可能なチャ
ネルのリストを表示します。
例：
Device# show wireless country
channels

ステップ 9

configure terminal

（注）

ステップ 6 で複数の国番号を設定した
場合にのみ、ステップ 9 ～ 17 を実行
します。

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal
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ステップ 10

コマンドまたはアクション

目的

no ap dot11 5ghz shutdown

802.11a ネットワークをイネーブルにします。

例：
Device(config)# no ap dot11
5ghz shutdown

ステップ 11

no ap dot11 24ghz shutdown

802.11b/g ネットワークをイネーブルにします。

例：
Device(config)# no ap dot11
24ghz shutdown

ステップ 12

end
例：

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

Device(config)# end

ステップ 13

ap name Cisco_AP shutdown
例：
Device# ap name AP02 shutdown

ステップ 14

configure terminal

アクセス ポイントをディセーブルにします。
（注）
国番号を設定しているアクセス ポイン
トのみをディセーブルにすることを確
認します。
グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 15

ap country country_code
例：
Device# ap country IN

ステップ 16

end
例：

アクセス ポイントを特定の国に割り当てます。
（注）
選択した国番号が、アクセス ポイント
の無線のうち少なくとも 1 つの無線の
規制ドメインに適合していることを確
認します。
（注）
ネットワークをイネーブルにし、いく
つかのアクセス ポイントをディセーブ
ルにして、ap country country_code コマ
ンドを入力した場合、指定された国番
号は、ディセーブルにされたアクセス
ポイントでのみ設定されます。他のア
クセス ポイントは、すべて無視されま
す。
特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z キー
を押しても、グローバル コンフィギュレーショ
ン モードを終了できます。

Device(config)# end
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コマンドまたはアクション
ステップ 17

目的

ap name Cisco_AP no shutdown アクセス ポイントを有効にします。
例：
Device# ap name AP02 no
shutdown

国番号の設定例
国番号のチャネル リストの表示：例
次に、スイッチに設定されている国番号に使用可能なチャネルの一覧を表示する例を示します。
Device# show wireless country channels
Configured Country........................: US - United States
KEY: * = Channel is legal in this country and may be configured manually.
A = Channel is the Auto-RF default in this country.
. = Channel is not legal in this country.
C = Channel has been configured for use by Auto-RF.
x = Channel is available to be configured for use by Auto-RF.
(-,-) = (indoor, outdoor) regulatory domain allowed by this country.
-----------------:+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+802.11bg :
Channels : 1 1 1 1 1
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
-----------------:+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+(-A ,-AB ) US : A * * * * A * * * * A . . .
Auto-RF : . . . . . . . . . . . . . .
-----------------:+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+802.11a : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Channels : 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 6 6 0 0 0 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
: 4 6 8 0 2 4 6 8 2 6 0 4 0 4 8 2 6 0 4 8 2 6 0 9 3 7 1 5
-----------------:+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+(-A ,-AB ) US : . A . A . A . A A A A A * * * * * . . . * * * A A A A
*
Auto-RF : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-----------------:+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+4.9GHz 802.11a :
Channels : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
-----------------:+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+US (-A ,-AB ): * * * * * * * * * * * * * * * * * * * A * * * * * A
Auto-RF : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-----------------:+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。 最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソ
フトウェア リリースに対応したリリース ノートを参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。

リンク遅延を設定するための前提条件
• スイッチにより、現在のラウンドトリップ時間および継続的な最短および最長ラウンドト
リップ時間が表示されます。最短および最長時間はスイッチが動作している限り維持され、
クリアして再開することもできます。
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リンク遅延を設定する際の制限

• スイッチ GUI または CLI を使用して特定のアクセス ポイントのリンク遅延を設定すること
も、CLI を使用してスイッチに join されたすべてのアクセス ポイントのリンク遅延を設定す
ることもできます。

リンク遅延を設定する際の制限
• リンク遅延は、アクセス ポイントとスイッチ間の Control and Provisioning of Wireless Access
Points（CAPWAP）の応答所要時間を計算します。ネットワーク遅延や ping 応答は計測しま
せん。

リンク遅延の設定について
スイッチでリンク遅延を設定して、アクセス ポイントとスイッチとの間のリンクを計測できま
す。この機能は、リンクが低速または信頼できない WAN 接続の可能性があるスイッチに接続さ
れたすべてのアクセス ポイントで使用できます。

TCP MSS
トランスミッション コントロール プロトコル（TCP）スリーウェイ ハンドシェイクにおけるクラ
イアントの最大セグメント サイズ（MSS）が、最大伝送単位で処理できるサイズよりも大きい場
合、スループットの低下およびパケットのフラグメンテーションが発生する場合があります。こ
の問題を回避するには、スイッチに接続されているすべてのアクセス ポイント、または特定のア
クセス ポイントに対して、MSS を指定します。
この機能を有効にすると、アクセス ポイントがデータ パスのワイヤレス クライアントと送受信
する TCP パケットの MSS を選択します。これらのパケットの MSS が設定した値または CAPWAP
トンネルのデフォルト値よりも大きい場合、アクセス ポイントは MSS を、設定された新しい値
に変更します。

リンク テスト
リンク テストを使用して、2 つのデバイス間の無線リンクの質を決定します。リンク テストの際
には、要求と応答の 2 種類のリンク テスト パケットを送信します。リンク テストの要求パケッ
トを受信した無線は、適切なテキストボックスを記入して、応答タイプセットを使用して送信者
にパケットを返信します。
クライアントからアクセスポイント方向への無線リンクの質は、アクセスポイントからクライア
ント方向へのものと異なることがあり、それは双方の送信電力と受信感度が非対称であることに
よるものです。2 種類のリンク テスト（ping テストおよび CCX リンク テスト）を実行できます。
ping リンク テストでは、コントローラはクライアントからアクセス ポイント方向でのみリンクの
質をテストできます。アクセス ポイントで受信された ping パケットの RF パラメータは、クライ
アントからアクセス ポイント方向のリンクの質を決定するためにコントローラによりポーリング
されます。
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CCX リンク テストでは、スイッチはアクセス ポイントからクライアントの方向でもリンクの質を
テストできます。スイッチはクライアントにリンク テスト要求を発行し、クライアントは、応答
パケットで受信した要求パケットの RF パラメータ（受信信号強度インジケータ [RSSI]、信号対
雑音比 [SNR] など）を記録します。リンク テストの要求と応答の両方のロールを、アクセス ポイ
ントとスイッチに実装します。アクセス ポイントまたはスイッチから CCX v4 クライアントまた
は v5 クライアントに対してリンク テストを開始できるのと同様に、CCX v4 クライアントまたは
v5 クライアントからもアクセス ポイントまたはスイッチに対してリンク テストを開始できます。
スイッチでは、CCX リンク テストでのリンクの質のメトリックが両方向（アウト：アクセス ポ
イントからクライアント、イン：クライアントからアクセス ポイント）で表示されます。
• RSSI の形式の信号強度（最小、最大、および平均）
• SNR の形式の信号の質（最小、最大、および平均）
• 再試行されたパケットの合計数
• 単一パケットの最大再試行回数
• 消失パケット数
• 正常に送信されたパケットのデータ レート
コントローラにより、方向とは無関係に次のメトリックが表示されます。
• リンク テストの要求/応答の往復時間（最小、最大、および平均）
コントローラ ソフトウェアは、CCX バージョン 1 ～ 5 をサポートします。CCX サポートは、コ
ントローラ上の各 WLANについて自動的に有効となり、無効にできません。コントローラでは、
クライアント データベースにクライアントの CCX バージョンが格納されます。このクライアン
トの機能を制限するには、これを使用します。クライアントが CCX v4 または v5 をサポートして
いない場合、コントローラはクライアント上で ping リンク テストを実行します。クライアントが
CCX v4 または v5 をサポートしている場合、コントローラはクライアント上で CCX リンク テス
トを実行します。クライアントが CCX リンク テストの間にタイムアウトになった場合、コント
ローラは ping リンク テストに自動的に切り替わります。
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リンク遅延の設定方法
リンク遅延の設定（CLI）
手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1 enable

特権 EXEC モードを開始します。

例：
Device# enable

ステップ 2 configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device# configure
terminal

ステップ 3 ap link-latency
例：
Device(config)# ap
link-latency

現在スイッチに関連付けられているすべてのアクセス ポイ
ントのリンク遅延をイネーブルにします。
（注）

（注）

（注）

スイッチと関連付けられているすべてのアクセス
ポイントのリンク遅延をディセーブルにするに
は、no ap link-latency コマンドを使用します。
これらのコマンドは、現在スイッチにジョインさ
れているアクセス ポイントのリンク遅延のみを
イネーブルまたはディセーブルにします。将来
ジョインするアクセス ポイントのリンク遅延を
イネーブルまたはディセーブルにする必要があり
ます。
このスイッチに関連付けられている特定のアクセ
スポイントのリンク遅延をイネーブルまたはディ
セーブルにするには、特権 EXEC モードで次の
コマンドを入力します。
• ap name Cisco_AP link-latency：リンク遅延
をイネーブルにします。
• ap name Cisco_AP no link-latency：リンク遅
延をディセーブルにします。

ステップ 4 ap tcp-adjust-mss size size すべてのアクセス ポイントの TCP MSS 調整サイズを設定
します。範囲は 536 ～ 1363 です。
例：
Device(config)# ap
tcp-adjust-mss size 537

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
814

OL-30686-01-J

リンク遅延の設定方法

コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 5 show ap name Cisco_AP
config general
例：
Device(config)# show ap
name AP02 config
general

アクセス ポイントの一般的な設定の詳細を表示します。こ
れらの設定の詳細には、コマンドで指定したアクセス ポイ
ントに対応するリンク遅延の結果が含まれます。
このコマンドの出力には、次のリンク遅延結果が含まれま
す。
• [Current Delay]：アクセス ポイントからスイッチ、お
よびその逆の方向の CAPWAP ハートビート パケット
の現在のラウンドトリップ時間（ミリ秒）。
• [Maximum Delay]：リンク遅延がイネーブルになった
か、またはリセットされてからのアクセス ポイント
からスイッチ、およびその逆の方向の CAPWAP ハー
トビートパケットの最長のラウンドトリップ時間（ミ
リ秒）。
• [Minimum Delay]：リンク遅延がイネーブルになった
か、またはリセットされてからのアクセス ポイント
からスイッチ、およびその逆の方向の CAPWAP ハー
トビートパケットの最長のラウンドトリップ時間（ミ
リ秒）。

ステップ 6 ap name Cisco_AP
link-latency [reset]

特定のアクセス ポイントのスイッチの現在、最短、および
最長リンク遅延統計情報をクリアします。

例：
Device(config)# ap name
AP02 link-latency
reset

ステップ 7 show ap name Cisco_AP
config general

アクセス ポイントの一般的な設定の詳細を表示します。リ
セット操作の結果を表示するには、このコマンドを使用し
ます。

例：
Device(config)# show ap
name AP02 config
general

リンク遅延の設定（GUI）
手順
ステップ 1

[Configuration] > [Wireless] > [Access Points] > [All Aps] の順に選択します。
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[ALL APs] ページにアクセス ポイントのリストが表示されます。
ステップ 2

アクセス ポイントの名前をクリックします。
[AP] > [Edit] ページが表示されます。

ステップ 3

[Advanced] タブをクリックします。

ステップ 4

[Link Latency] 領域で、[Enable Link Latency] チェックボックスをオンまたはオフにします。
（注）
[Enable Link Latency] チェックボックスをオンにして、このアクセス ポイントのリンク
遅延を有効にするか、またはオフにして、エコー応答受信ごとにアクセス ポイントが
スイッチにラウンドトリップ時間を送信しないようにします。デフォルトの状態はオフ
です。

ステップ 5

[Apply] をクリックします。

ステップ 6

AP パラメータが変更されたことを通知するメッセージボックスが表示されたら、[OK] をクリッ
クします。

ステップ 7

[All APs] ページが表示されたら、以前に変更したアクセス ポイントをクリックします。
[AP] > [Edit] ページが表示されます。

ステップ 8

[Advanced] タブをクリックします。
[Link Latency] 領域で、以下のリンク遅延およびデータ遅延の結果が表示されます。
• [Current(mSec)]：アクセス ポイントからスイッチ、およびその逆の方向の CAPWAP ハート
ビート パケットまたはデータ パケットの現在のラウンド トリップ時間（ミリ秒単位）。
• [Minimum(mSec)]：リンク遅延がイネーブルになったか、またはリセットされてからのアク
セス ポイントからスイッチ、およびその逆の方向の CAPWAP ハートビート パケットまたは
データ パケットの最短ラウンドトリップ時間（ミリ秒）。
• [Maximum(mSec)]：リンク遅延がイネーブルになったか、またはリセットされてからのアク
セス ポイントからスイッチ、およびその逆の方向の CAPWAP ハートビート パケットまたは
データ パケットの最短ラウンドトリップ時間（ミリ秒）。

ステップ 9

このアクセス ポイントのスイッチ上の現在、最短、および最長リンク遅延およびデータ遅延統計
情報をクリアするには、[Reset Link Latency] をクリックします。
（注）
ページが更新されて [All APs] ページが再表示されたら、[Advanced] タブを選択します。
[Minimum] および [Maximum] テキスト ボックスに更新された統計情報が表示されます。
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TCP MSS の設定方法
TCP MSS の設定（CLI）
手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

ap tcp-adjust-mss size
size_value
例：

ユーザが指定した特定のアクセス ポイントで TCP MSS
をイネーブルにします。
（注）

Device(config)# ap
tcp-adjust-mss size 537

ステップ 3

reload

スイッチに関連付けられているすべてのア
クセス ポイントで TCP MSS をイネーブルに
するには、ap tcp-adjust-mss size size_value
コマンドを入力します。ここで、サイズ パ
ラメータの範囲は 536～1363 バイトです。
デフォルト値はクライアントにより異なり
ます。

変更をイネーブルにするには、スイッチをリブートし
ます。

例：
Device# reload

ステップ 4

show ap tcp-adjust-mss
例：
Device# show ap
tcp-adjust-mss

このスイッチに関連付けられているすべてのアクセス
ポイントの現在の TCP MSS 設定を表示します。
（注）

特定のアクセス ポイントに対応する TCP
MSS 設定を表示するには、show ap name
Cisco_AP tcp-adjust-mss コマンドを入力しま
す。

TCP MSS の設定（GUI）
手順
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ワイヤレス（Wireless）] > [アクセス ポイント（Access Points）] > [グ
ローバル AP の設定（Global AP Configuration）] の順に選択します。
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[Global Configuration] ページが表示されます。
ステップ 2

[TCP MSS] 領域で、[グローバル TCP 調整 MSS（Global TCP Adjust MSS）] チェックボックスをオ
ンして、スイッチに関連付けられているすべてのアクセス ポイントの MSS を設定します。有効
範囲は 536 ～ 1363 バイトです。

ステップ 3

[Apply] をクリックします。

ステップ 4

[Save Configuration] をクリックします。

リンク テストの実行（CLI）
（注）

スイッチ GUI を使用してこのタスクを実行する手順は現在利用できません。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

test wireless linktest mac_address

リンク テストを実行します。

例：
Device# test wireless linktest
00:0d:88:c5:8a:d1

ステップ 2

configure terminal

グローバルコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

wireless linktest frame-size frame_size

各パケットのリンク テスト フレームの
サイズを設定します。

例：
Device(config)# wireless linktest
frame-size 41

ステップ 4

wireless linktest number-of-frames
number_of_frames

リンクテスト用に送信するフレームの数
を設定します。

例：
Device(config)# wireless linktest
number-of-frames 50

ステップ 5

end
例：
Device(config)# end

特権 EXEC モードに戻ります。また、
Ctrl+Z キーを押しても、グローバル コン
フィギュレーションモードを終了できま
す。
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リンク遅延の設定例
リンク テストの実行：例
次に、リンク テストを実行する例を示します。
Device# test wireless linktest 6470.0227.ca55
Device# show wireless linktest statistic
Link Test to 64700227CA55 with 500 frame-size.
Client MAC Address
:
AP Mac Address
:
Link Test Packets Sent
:
Link Test Packets Received
:
Link Test Pkts Lost(Total/AP->Clnt/Clnt->AP) :
Link Test Pkts round trip time (min/max/avg) :
RSSI at AP (min/max/average)
:
RSSI at Client (min/max/average)
:

6470.0227.ca55
44e4.d901.19c0
20
20
0/0/0
9ms/31ms/14ms
-53dBm/-51dBm/-52dBm
-48dBm/-40dBm/-44dBm

リンク遅延情報の表示：例
この例は、アクセス ポイントの一般的な設定の詳細を表示する方法を示しています。これらの設
定の詳細には、コマンドで指定したアクセス ポイントに対応するリンク遅延の結果が含まれま
す。
Device# show ap name AP01 config general
Cisco AP Name
Cisco AP Identifier
Country Code
Regulatory Domain Allowed by Country
AP Country Code
AP Regulatory Domain
Switch Port Number
MAC Address
IP Address Configuration
IP Address
IP Netmask
Gateway IP Address
Fallback IP Address Being Used
Domain
Name Server
CAPWAP Path MTU
Telnet State
SSH State
Cisco AP Location
Cisco AP Group Name
Primary Cisco Controller Name
Primary Cisco Controller IP Address
Secondary Cisco Controller Name
Secondary Cisco Controller IP Address
Tertiary Cisco Controller Name
Tertiary Cisco Controller IP Address
Administrative State
Operation State
AP Mode
AP Submode
Remote AP Debug
Logging Trap Severity Level
Software Version
Boot Version
Stats Reporting Period

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

AP01
55
US - United States
802.11bg:-A
802.11a:-A
US - United States
Unconfigured
Te1/0/1
0000.2000.03f0
Static IP assigned
9.9.9.16
255.255.0.0
9.9.9.2
9.9.9.16
Cisco
0.0.0.0
1485
Enabled
Disabled
default-location
default-group
CAPWAP Controller
9.9.9.2
Not Configured
Not Configured
Enabled
Registered
Local
Not Configured
Disabled
informational
7.4.0.5
7.4.0.5
180
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LED State
PoE Pre-Standard Switch
PoE Power Injector MAC Address
Power Type/Mode
Number of Slots
AP Model
AP Image
IOS Version
Reset Button
AP Serial Number
AP Certificate Type
Management Frame Protection Validation
AP User Mode
AP User Name
AP 802.1X User Mode
AP 802.1X User Name
Cisco AP System Logging Host
AP Up Time
econd
AP CAPWAP Up Time
Join Date and Time
Join Taken Time
seconds
Join Priority
Ethernet Port Duplex
Ethernet Port Speed
AP Link Latency
Current Delay
Maximum Delay
Minimum Delay
Last Updated (based on AP up time)
Rogue Detection
AP TCP MSS Adjust
AP TCP MSS Size

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Enabled
Disabled
Disabled
Power Injector/Normal Mode
2
3502E
C3500-K9W8-M
SIM1140K002
Manufacture Installed
Disabled
Customized
Not Configured
Not Configured
Not Configured
255.255.255.255
16 days 3 hours 14 minutes 1 s

: 33 minutes 15 seconds
: 01/02/2013 22:41:47
: 16 days 2 hours 40 minutes 45
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

1
Auto
Auto
Enabled
0
0
0
0 seconds
Disabled
Disabled
536

TCP MSS 設定の表示：例
次に、スイッチに関連付けられているすべてのアクセス ポイントの現在の TCP MSS 設定を表示
する例を示します。
Device# show ap tcp-adjust-mss
AP Name
TCP State
MSS Size
-----------------------------------------------------AP01
Disabled
6146
AP02
Disabled
536
AP03
Disabled
6146
AP04
Disabled
6146
AP05
Disabled
6146
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Power over Ethernet の設定
• 機能情報の確認, 821 ページ
• Power over Ethernet の設定について, 821 ページ
• Power over Ethernet の設定方法, 822 ページ
• Power over Ethernet の設定例, 824 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。 最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソ
フトウェア リリースに対応したリリース ノートを参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。

Power over Ethernet の設定について
Lightweight モードに変換されたアクセス ポイント（AP1262 など）アクセス ポイントが Cisco
pre-Intelligent Power Management（pre-IPM）スイッチに接続されたパワー インジェクタで電源を供
給されている場合、インライン パワーとも呼ばれる Power over Ethernet（PoE）を設定する必要が
あります。
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Power over Ethernet の設定方法
Power over Ethernet の設定（CLI）
手順
コマンドまたはアクション 目的
ステッ
プ1

ap name Cisco_AP power
injector installed
例：
Device# ap name AP02 power
injector installed

PoE パワー インジェクタ状態をイネーブルにします。アク
セス ポイントは、パワー インジェクタがこの特定のスイッ
チ ポートに接続されていることを記憶します。アクセス
ポイントを再配置する場合、新しいパワー インジェクタの
存在を検証した後で、このコマンドを再度入力する必要が
あります。
（注）

ステッ
プ2

ap name Cisco_AP power
injector override
例：
Device# ap name AP02 power
injector override

ステッ
プ3

ネットワークに、12 W アクセス ポイントへ直接
接続すると過負荷を発生する可能性のある、従
来のシスコ 6 W スイッチが装備されている場合
には、このコマンドを入力します。このコマン
ドを入力する前に Cisco Discovery Protocol
（CDP）がイネーブルになっていることを確認
します。有効になっていない場合、このコマン
ドは失敗します。

セーフティ チェックを解除し、アクセス ポイントが他の
スイッチ ポートに接続できるようにします。ネットワーク
に、12 W アクセス ポイントに直接接続すると過負荷を発
生する可能性のある従来のシスコ 6 W スイッチが装備され
ていない場合は、このコマンドを使用できます。アクセス
ポイントは、パワー インジェクタが常に接続されているこ
とを前提としています。アクセス ポイントを再配置した場
合も、パワー インジェクタの存在を前提とします。

ap name Cisco_AP power
パワー インジェクタが設置されたスイッチ ポートの MAC
injector switch-mac-address アドレスを設定します。
switch_mac_address
（注）
接続スイッチ ポートの MAC アドレスがわかっ
ていて、[Installed] オプションを使用して自動的
例：
に検出しない場合は、このコマンドを入力しま
Device# ap name AP02 power
injector
す。
switch-mac-address
10a.2d.5c.3d
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コマンドまたはアクション 目的
ステッ
プ4

show ap name Cisco_AP
config general
例：

特定のアクセス ポイントの PoE 設定を含む共通の情報を
表示します。
（注）

Device# show ap name AP02
config general

アクセス ポイントが最大電力で動作していない
場合、[Power Type/Mode] テキスト ボックスに
は、「degraded mode」と表示されます。

Power over Ethernet の設定（GUI）
手順
ステップ 1

[Configuration] > [Wireless] > [Access Points] > [All Aps] の順に選択します。
[All Aps] ページが開き、スイッチと関連付けられたアクセス ポイントのリストが表示されます。

ステップ 2

アクセス ポイントの名前をクリックします。
[AP] > [Edit] ページが表示されます。

ステップ 3

[Advanced] タブをクリックします。

ステップ 4

[Power Over Ethernet Settings] 領域で、[Pre-standard 802.3af Switches] チェックボックスをオンにし
ます。Pre-Standard 802.3af Switches
アクセス ポイントが高電力の 802.3af シスコ スイッチで電源投入されている場合は、このチェッ
クボックスをオンにします。これらのスイッチは従来の 6 ワットを超える電力を供給しますが、
Intelligent Power Management（IPM）機能をサポートしません。
（注）

ステップ 5

パワー インジェクタによって電力が供給されている場合は、[Pre-standard 802.3af Switches]
チェックボックスをオフにします。これはデフォルト値です。

[Power Injector State] チェックボックスをオンにします。
付属のスイッチがIPMをサポートせず、パワーインジェクタが使用されている場合は、このチェッ
クボックスをオンにします。付属のスイッチが IPM をサポートしている場合、このチェックボッ
クスをオンにする必要はありません。
[Power Injector Selection] ドロップダウン リストが表示されます。ここには、パワー インジェクタ
が過失によりバイパスされた場合にスイッチ ポートが突発的に過負荷にならないように保護する
ことのできるパラメータが含まれます。

ステップ 6

[Power Injector Selection] ドロップダウン リストから、必要な保護のレベルを選択します。
次の 3 つのオプションから選択できます。
• Installed：現在接続されているスイッチ ポートの MAC アドレスを確認して記憶し、パワー
インジェクタが接続されていると見なします。ネットワークに従来のシスコ 6 W スイッチが
装備されていて、再配置されたアクセス ポイントを強制的にダブルチェックしたときに発生
する可能性のある過負荷を避けたい場合に、このオプションを選択します。
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スイッチの MAC アドレスを設定する場合は、[Injector Switch MAC Address] テキスト ボック
スに MAC アドレスを入力します。アクセス ポイントにスイッチの MAC アドレスを検知さ
せる場合は、[Injector Switch MAC Address] テキスト ボックスは空白のままにします。
（注）

アクセス ポイントが再配置されるたびに、新しいスイッチ ポートの MAC アドレ
スは記憶した MAC アドレスとの一致に失敗し、アクセス ポイントは低電力モード
のままになります。その場合、パワー インジェクタの存在を物理的に検証し、こ
のオプションを再選択して新しい MAC アドレスを記憶させます。

• Override：MAC アドレスの一致を最初に検証せずに、アクセス ポイントを高電力モードで
稼働できます。ネットワークに、12 W アクセス ポイントへ直接接続すると過負荷を発生す
る可能性のある、従来のシスコ 6 W スイッチが装備されていない場合には、このオプション
を選択できます。このオプションのメリットは、アクセス ポイントを再配置した場合、設定
しなおさずに高電力モードで稼働を継続できることです。このオプションのデメリットは、
アクセス ポイントが直接 6 W スイッチへ接続されていると、過負荷が発生することです。
ステップ 7

[Apply] をクリックします。

ステップ 8

[Save Configuration] をクリックします。

次の作業
手動でアクセス ポイントをリセットして、変更を適用します。

Power over Ethernet の設定例
Power over Ethernet 情報の表示：例
次に、特定のアクセス ポイントの PoE 設定を含む共通の情報を表示する例を示します。
Device# show ap name AP01 config general
Cisco AP Identifier...............
Cisco AP Name.....................
...
PoE Pre-Standard Switch...........
PoE Power Injector MAC Addr.......
Power Type/Mode...................
...

1
AP1
Enabled
Disabled
PoE/Low Power (degraded mode)
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モビリティについて
• 概要, 827 ページ
• 有線およびワイヤレス モビリティ, 828 ページ
• モビリティの機能, 829 ページ
• 低遅延ローミングを実現するスティッキ アンカリング, 830 ページ
• ブリッジ ドメイン ID および L2/L3 ローミング, 831 ページ
• リンク ダウンの動作, 831 ページ
• モビリティ コントローラのプラットフォーム固有のスケール要件, 831 ページ

概要
スイッチは、単に速度やフィードの増加をもたらすだけではなく、アクセス レイヤでより多くの
サービスを提供します。ワイヤレス サービスはスイッチと統合され、アクセス レイヤ スイッチ
がワイヤレス ユーザのデータ プレーンの終端となります。これにより、シスコのユニファイド
アーキテクチャを実現できます。統合とは、モビリティ サービスがワイヤレスと有線の両方のス
テーションに提供されることを意味します。
スイッチは、シームレスなローミングを提供します。これには、クライアントに対するネットワー
ク構成と展開オプションの透過性が必要です。
エンド ユーザの観点からすれば、どのモビリティ イベントも IP アドレス、デフォルト ルータ、
または DHCP サーバを変更することはできません。これは、ステーションがローミングするとき
に、次のことができるようにする必要があることを意味します。
• デフォルト ルータに ARP を送信します。
• 以前にアドレスを割り当てているサーバに DHCP 要求を送信します。
インフラストラクチャの観点からすれば、モビリティ イベントが発生した場合、ステーションの
トラフィックは現在の接続ポイントに従う必要があります。これは、モビリティ エージェント
（MA）またはモビリティ コントローラ（MC）のどちらかです。これは、ステーションが異なる
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サブネットに設定されたネットワークに移動したかどうかに関係なく当てはまります。ステーショ
ンがモビリティ イベント後にトラフィックを受信しない期間は、可能な限り短くする必要があり
ます（できれば 40 ms 以下）。これには、必要な認証手順も含まれます。
インフラストラクチャの観点からすれば、モビリティ管理ソリューションには 4 つの主要なコン
ポーネントが必要です。これらの機能はすべて、ローミングの制約の範囲内で実行する必要があ
ります。
• 最初のアソシエーション：この機能は、ネットワーク内でユーザの新しい接続ポイントを識
別するために使用されます。
• コンテキストの転送：この機能は、ステーションに関連するステート情報を転送するために
使用されます。これにより、セキュリティおよびアプリケーション ACL やサービスなど、
ステーションの静的なリアルタイム ポリシーがハンドオフ全体にわたって等しく保たれるよ
うにします。
• ハンドオフ：この機能は、ステーションの接続ポイントが変更され、以前のアクセス スイッ
チによってステーションの制御が放棄される必要があることを示すために使用されます。
• データ プレーン：通常、この機能はハンドオフ プロセスに関連しており、パフォーマンス
を著しく低下させずにステーションのトラフィックがステーションから引き続き提供および
受信されるようにします。

注意

（注）

ワイヤレス管理インターフェイス VLAN において Virtual Routing and Forwarding（VRF）を設
定した場合は、モビリティ機能は正常に動作しない可能性があります。

ワイヤレス モビリティ マルチキャストを機能させるには、PIM、IP ルーティングおよび IP マ
ルチキャスト ルーティングを有効にする必要があります。

有線およびワイヤレス モビリティ
統合アクセス ソリューションの主な機能の 1 つ（Cisco Catalyst 3850 スイッチと Cisco WLC 5700
シリーズ コントローラの両方に適用）は、イーサネット接続からワイヤレスへ（逆も同様）のモ
ビリティ イベント全体にわたり、デバイスに IP アドレスを設定し、セッションの持続性を維持す
る機能です。この機能により、ユーザはイーサネット ネットワークに可能な限りとどまり、必要
に応じてワイヤレス モビリティを自由に使用できます。
この機能は、クライアントとインフラストラクチャの両方のサポートを活用し、2 要素認証（デ
バイスとユーザ）を使用します。デバイス認証クレデンシャルは、モビリティコントローラ（MC）
でキャッシュされます。デバイスがリンク層間を移行し、デバイス クレデンシャルの検証で一致
が見つかった場合、MC は同じ IP アドレスが新しいインターフェイスに割り当てられるようにし
ます。
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モビリティの機能
• モビリティ コントローラ（MC）：コントローラは、ピア グループ間のローミング イベント
に対するモビリティ管理サービスを提供します。MC は、RADIUS などの管理およびポリシー
ベースの制御プロトコルに単一の窓口を提供します。これにより、ネットワーク全体にわ
たって移行するユーザの位置をインフラストラクチャ サーバが維持する必要性がなくなりま
す。MC は、サブドメイン内のすべてのモビリティ エージェントに、モビリティ設定、ピア
グループ メンバーシップ、およびメンバーのリストを送信します。サブドメインは、それを
形成する MC と同義です。各サブ ドメインは、MC、および AP が関連付けられたアクセス
スイッチ（0 台以上）で構成されます。
• モビリティ エージェント（MA）：モビリティ エージェントは、ワイヤレス モジュールを実
行しているアクセス スイッチ、または内部 MA を実行している MC です。モビリティ エー
ジェントは、MA を実行しているデバイスに AP を介して接続されたモバイル クライアント
用のクライアント モビリティ ステート マシンを維持するワイヤレス コンポーネントです。
• モビリティ サブドメイン：モビリティ ドメイン ネットワークの自律部分です。モビリティ
サブドメインは、単一のモビリティ コントローラおよび関連するモビリティ エージェント
（MA）で構成されます。

（注）

複数のモビリティ コントローラが存在する場合でも、1 台の MC だけを常に
アクティブにできます。

モビリティ サブドメインは、アクティブなモビリティ コントローラにより管理されるデバ
イスのセットです。モビリティ サブドメインは、一連のモビリティ エージェントおよび関
連するアクセス ポイントで構成されます。
• モビリティ グループ：高速ローミングがサポートされるモビリティ コントローラ（MC）の
集まりです。モビリティ グループの概念は、頻繁な移動が必要なキャンパス内の建物の集ま
りと同じです。
• モビリティ ドメイン：モビリティがサポートされるモビリティ サブドメインの集まりです。
モビリティ ドメインという用語は、キャンパス ネットワークと同じ意味合いがあります。
• Mobility Oracle （MO）：Mobility Oracle は、モビリティ サブドメインで発生するモビリティ
イベントの窓口として機能します。また、モビリティ ドメイン全体、ホーム、および現在の
サブドメインにある各ステーションのローカル データベースを維持します。モビリティ ド
メインには 1 つ以上の Mobility Oracle が含まれますが、常にアクティブなのは 1 つだけです。
• モビリティ トンネル エンドポイント（MTE）：モビリティ トンネル エンドポイント（MTE）
は、トンネリングを使用してモバイル デバイスにデータ プレーン サービスを提供します。
これにより、ネットワーク上のユーザの Point of Presence を一定に保ち、ローミング イベン
トのネットワークへの影響を最小化します。
• 接続ポイント：ステーションの接続ポイントは、ネットワークへの接続時にデータ パスが最
初に処理される場所です。これは、現在サービスを提供しているアクセス スイッチ、または
ワイヤレス LAN コントローラになります。
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• Point of Presence：ステーションの Point of Presence は、ステーションがアドバタイズされて
いるネットワーク内の場所です。たとえば、アクセス スイッチがルーティング プロトコル
を介してステーションへ到達可能性をアドバタイズしている場合、ルートがアドバタイズさ
れているインターフェイスはステーションの Point of Presence と見なされます。
• スイッチ ピア グループ（SPG）：ピア グループは、高速モビリティ サービスが提供される
隣接アクセス スイッチの静的に作成されたリストです。ピア グループは、ハンドオフ中の
スイッチ間のインタラクションの範囲を地理的に近いものだけに限定します。
• ステーション：ネットワークに接続し、ネットワークからサービスを要求するユーザ デバイ
ス。デバイスには、有線、ワイヤレス、またはその両方のインターフェイスがあります。
• 同じ SPG 内のスイッチ：ローカル スイッチのピア グループに属するピア スイッチ。
• SPG 外のスイッチ：ローカル スイッチのピア グループに属さないピア アクセス スイッチ。
• 外部モビリティ コントローラ：外部モビリティ サブドメインのステーションにモビリティ
管理サービスを提供するモビリティ コントローラ。外部モビリティ コントローラは、外部
サブドメインのアクセス スイッチとホーム ドメインのモビリティ コントローラ間の連絡窓
口として機能します。
• 外部モビリティ サブドメイン：モビリティ コントローラで制御され、別のモビリティ サブ
ドメインに固定されたステーションをサポートするモビリティ サブドメイン
• 外部スイッチ：現在ステーションにサービスを提供している外部モビリティ サブドメインの
アクセス スイッチ。
• アンカー モビリティ コントローラ：ホーム モビリティ サブドメインでステーションの制御
およびモビリティ管理サービスを一元化するモビリティ コントローラ。
• アンカー モビリティ サブドメイン：モビリティ コントローラによって制御される、IP アド
レスが割り当てられたステーションのモビリティ サブドメイン。
• アンカー スイッチ：ステーションに最後にサービスを提供したホーム モビリティ サブドメ
インのスイッチ。

低遅延ローミングを実現するスティッキ アンカリング
スティッキ アンカリングにより、クライアントが最初にネットワークに参加するスイッチにおい
て、クライアントの Point of Presence からのローミングの遅延を低く保つことができます。クライ
アントをローミングするためにクライアントのポリシーをスイッチに適用するのはコストがかか
ります。ダウンロード可能な ACL を AAA サーバに問い合わせる必要があるため、大幅な遅延が
生じる可能性があります。これは、時間的制約のあるクライアント トラフィックを復元するのに
はふさわしくありません。
この遅延を管理するため、異なるスイッチに接続された AP 間でクライアントがローミングを行
うときに、クライアント トラフィックはクライアントが最初にアソシエートするスイッチに常に
トンネル経由で送信されます。サブドメイン内のローミングであるか、サブドメイン間のローミ
ングであるかは関係ありません。クライアントは、ネットワークの初期接続ポイントにずっと固
定されます。
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この動作はデフォルトでイネーブルにされています。サブネット間のローミングにのみクライア
ント アンカリングを許可するには、この動作をディセーブルにできます。これは、WLAN コン
フィギュレーションごとに設定され、WLANコンフィギュレーション モードで使用できます。お
客様は、時間的制約のあるアプリケーションとそうでないアプリーションそれぞれに、異なる
SSID を設定できます。

ブリッジ ドメイン ID および L2/L3 ローミング
ブリッジ ドメイン ID は、特定のローミング タイプ（L2 または L3）を選択するための情報をモ
ビリティ ノードに提供します。また、ネットワーク管理者はネットワーク配信全体で VLAN ID
を再使用できるようになります。VLAN ID に関連付けられたサブネット設定がない場合、VLAN
ID と共に追加パラメータの使用が必要になる可能性があります。ネットワーク管理者は、同じブ
リッジ ドメイン ID の特定の VLAN が一意のサブネットに関連付けられていることを確認します。
まず、モバイル ノードは、そのノードのブリッジ ドメイン ID およびクライアントに関連付けら
れた VLAN ID を確認して、ローミング タイプを特定します。L2 ローミングとして処理するには、
ブリッジ ドメイン ID と VLAN ID が同じである必要があります。
SPG とその後の MC の作成時に、各 SPG にブリッジ ドメイン ID が設定されます。複数の SPG で
同じブリッジ ドメイン ID を使用できます。また、SPG 内のすべての MA は同じブリッジ ドメイ
ン ID を共有します。この情報は、設定のダウンロードの一部として MA が最初に起動したときに
MA へプッシュされます。システムの起動時にブリッジ ドメイン ID が変更された場合、変更され
た SPG 内のすべての MA にプッシュされ、次のローミングですぐに有効になります。

リンク ダウンの動作
ここでは、冗長マネージャがなく、MC や MO でダウンタイムが発生した場合の MA-MC および
MC-MO 間のデータ同期に関する情報を提供します。MA-MC または MC-MO 間でキープアライブ
が設定されている場合、クライアントのデータベースは MO とその MC および MC とその MA の
間で同期されます。

モビリティ コントローラのプラットフォーム固有のスケール要件
モビリティ コントローラ（MC）のロールは、Cisco WLC 5700 シリーズ、CUWN および Catalyst
3850 スイッチなど、さまざまなプラットフォームでサポートされています。次の表に、これら 3
つのプラットフォームのスケール要件の概要を示します。
拡張性

モビリティ ドメイン内の
MC の最大数

MC とし
ての
Catalyst
3850

MC とし
ての
Catalyst
3650

MC としての Cisco
WLC 5700

MC として
の CUWN
5508

MC とし
ての
WiSM2

8

8

72

72

72
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拡張性

MC とし
ての
Catalyst
3850

MC とし
ての
Catalyst
3650

MC としての Cisco
WLC 5700

MC として
の CUWN
5508

MC とし
ての
WiSM2

モビリティ グループ内の
MC の最大数

8

8

24

24

24

サブドメイン内の MA の
最大数（MC ごと）

16

16

350

350

350

サブドメイン内の SPG の
最大数（MC ごと）

8

8

24

24

24

SPG 内の MA の最大数

16

16

64

64

64
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チ）
832

OL-30686-01-J

第

47

章

モビリティ ネットワーク要素
• Mobility Agent, 833 ページ
• モビリティ コントローラ, 835 ページ
• Mobility Oracle, 835 ページ
• ゲスト コントローラ, 836 ページ

Mobility Agent
モビリティコントローラはスイッチに配置されます。モビリティコントローラは、制御パスおよ
びデータ パスのエンティティであり、次の処理を実行します。
• スイッチ上でのモビリティ イベントの処理
• モビリティ用スイッチのデータ パス要素の設定
• モビリティ コントローラとの通信
スイッチは、ワイヤレス ステーションで 802.11 トラフィックをカプセル化する CAPWAP トンネ
ルを終端することにより、MA としてデータ パス機能を実行します。
これにより、スイッチは有線およびワイヤレス トラフィックに機能を均等に適用できます。ス
イッチに関する限り、802.11 は単なる別のアクセス メディアです。
MA では次の機能が実行されます。
• モビリティ プロトコルのサポート：MA のタイムリーな対応により、スイッチがローミング
バジェットを達成できるようにします。
• Point of Presence：ワイヤレス サブネットが MC で使用できず、ワイヤレス クライアント
VLAN が新しい接続ポイントで使用できない場合、MA が Point of Presence を引き継ぎ、クラ
イアント トラフィックをトンネル経由で送信します。
• ARP サーバ：ネットワークがレイヤ 2 モードで設定されている場合、MA が接続されている
ステーションの到達可能性をアドバタイズします。トンネリングを使用する場合、ステー
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ションのために ARP 要求がトンネル経由で送信されます。ここで、Point of Presence（アン
カー スイッチ）がアップリンク インターフェイスへブリッジします。
• プロキシ IGMP：スイッチ上の MA が、ローミング イベントの発生後、ステーションのため
にマルチキャスト グループへの登録を行います。この情報は、新しいスイッチへコンテキス
トの一部として渡されます。これにより、ローミング時にマルチキャスト フローがユーザを
追跡します。
• ルーティング：スイッチがレイヤ 3 アクセス ネットワークに接続されている場合、MA はト
ンネリングが提供されていない関連付けられたステーションのルートをインジェクトしま
す。
• 802.1X オーセンティケータ：オーセンティケータ機能は MA に含まれており、有線およびワ
イヤレスのステーションを処理します。
• セキュアな PMK の共有：ステーションがネットワークに正常に認証されると、MA は PMK
を MC に転送します。MC は、サブドメインに属するすべての MA、およびモビリティ グルー
プのピア MC へ PMK をフラッディングします。
MA では次のデータ パス機能も実行されます。
• モビリティ トンネル：トンネリングの使用時に、アクセス スイッチが Point of Presence とし
て機能している場合、MA はモビリティ トンネルから MC へのパケット、さらにピア グルー
プ内の他の MA へのパケットをカプセル化および非カプセル化します。MA は、接続ポイン
ト間のクライアント データ トラフィックのトンネリングをサポートします。他のスイッチ
に使用するパケット形式は CAPWAP（802.3 ペイロードと併用）です。MA は、モビリティ
トンネルの再構成およびフラグメンテーションもサポートします。
• 暗号化：モビリティ ノード間のモビリティ制御トラフィックは暗号化された DTLS です。
MA は、接続ポイントで CAPWAP 制御とデータ（任意）も暗号化します。
• CAPWAP：スイッチは、CAPWAP 制御とデータ プレーンをサポートします。スイッチ転送
ロジックは、CAPWAP トンネルを 802.11 および 802.3 のペイロードと終端させます。大きな
フレーム（1500 バイト以上）のサポートは一般的に使用できないため、スイッチが CAPWAP
フラグメンテーションと再構成をサポートします。

（注）

4500 上の L3 インターフェイス、またはアップリンク ポート上の L3 インター
フェイス経由のモビリティ トンネル パスはサポートされていません。L3 ワイ
ヤレス管理インターフェイスを設定することはできません。トンネルが稼働
しても、パケット転送はサポートされていないため実行できません。SSID が
別の Cisco WLC にアンカーされた場合、4510 はワイヤレス クライアントから
DHCP パケットをドロップします。
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モビリティ コントローラ
モビリティ コントローラの主な機能は、スイッチ ピア グループの範囲外のクライアント ローミ
ングを調整することです。モビリティ コントローラのその他の機能は次のとおりです。
• ステーション データベース：モビリティ コントローラはローカル モビリティ サブドメイン
内で接続されたすべてのクライアントのデータベースを維持します。
• モビリティ プロトコル：MC はモビリティ プロトコルをサポートします。これにより、対象
ローミング ポイントが迅速に応答し、150 ms というローミング バジェットを達成できます。
• Mobility Oracle へのインターフェイス：モビリティ コントローラは、スイッチとMobility
Oracle 間のゲートウェイとして機能します。モビリティ コントローラがローカル データベー
スで一致を見つけられない場合、ワイヤレス クライアント エントリの一致（データベース
内）を提案し、モビリティ ドメインを管理する Mobility Oracle に要求を転送します。

（注）

Mobility Oracle の機能は、プラットフォームでサポートされている場合にのみ
MC でイネーブルにできます。

• ARP サーバ：ステーションに対してトンネリングを使用する場合、ネットワーク上の Point
of Presence はモビリティ トンネル エンドポイント（MTE）です。モビリティ コントローラ
は、担当するステーションで受信する ARP 要求に応答します。
• ルーティング：モビリティ コントローラがレイヤ 3 ネットワークに接続されている場合、モ
ビリティ コントローラはサポートするステーションのルートをネットワークへインジェクト
する必要があります。
• MTE の設定：モビリティ コントローラは、すべてのモビリティ管理関連の要求においてス
イッチのコントロール ポイントです。ステーションの接続ポイントで変更が発生すると、モ
ビリティ コントローラは MTE の転送ポリシーを設定します。
• NTP サーバ：モビリティ コントローラは、スイッチに対して NTP サーバとして機能し、ク
ロックを同期化するようにすべてのノードをサポートします。

（注）

デフォルトでイネーブルにされたモビリティ コントローラ機能を持つ Cisco 5700 シリーズ WLC
および他のコントローラ プラットフォームは、スイッチ ピア グループ（SPG）に追加できま
せん。

Mobility Oracle
Mobility Oracle は必要に応じてサブドメインを越えたクライアントのローミングを調整します。次
の機能で構成されます。
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• ステーション データベース：Mobility Oracle はモビリティ ドメイン内でサービスが提供され
ているすべてのステーションのデータベースを維持します。このデータベースは、サポート
するモビリティ サブドメインすべてにおいて、Mobility Oracle とすべてのモビリティ コント
ローラとのインタラクション時に入力されます。
• モビリティ コントローラへのインターフェイス：Mobility Oracle がモビリティ コントローラ
から要求を受信すると、ステーションの検索を実行し、必要に応じてモビリティ コントロー
ラへ要求を転送します。
• NTP サーバ：Mobility Oracle はモビリティ コントローラに対する NTP サーバとして機能し、
モビリティ ドメイン内のすべてのスイッチクロックを同期します。

ゲスト コントローラ
ゲスト アクセス機能により、ワイヤレス クライアントへのゲスト アクセスが可能になります。
ゲスト トンネルはモビリティ トンネルと同じ形式を使用します。ゲスト アクセス機能を使用す
れば、アクセス スイッチ上でゲスト VLAN を設定する必要はありません。有線およびワイヤレス
クライアントからのトラフィックは、ゲスト コントローラで終端します。ゲスト VLAN がアクセ
ススイッチに存在しないため、トラフィックは既存のモビリティトンネルを介して、さらにゲス
ト コントローラへのゲスト トンネルを介して、MTE に送信されます。
このアプローチの利点は、ゲスト コントローラにトンネル経由で送信される前に、すべてのゲス
ト トラフィックが MTE を通過することです。ゲスト コントローラは、自身とすべての MTE 間
のトンネルだけをサポートする必要があります。
このアプローチの欠点は、ゲスト クライアントからのトラフィックが 2 回トンネル経由で送信さ
れることです。最初は MTE に、さらにゲスト コントローラにトンネル経由で送信されます。
ゲストコントローラではローミングがサポートされていないため、クライアントはゲストコント
ローラへローミングできません。この制限は、IOS-XE のゲスト アンカーのみに適用され、AireOS
へは適用されません。
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モビリティ制御プロトコルについて
モビリティ制御プロトコルは、トンネル型とルーティング型のどちらでも使用されます。モビリ
ティ制御プロトコルは、MO、MC、および MA 間のモビリティ イベントに使用されます。
モビリティ アーキテクチャは、次の両方のアプローチを使用します。
• 各 SPG 内のスイッチとの直接通信を使用した分散型アプローチ
• MC と MO を使用した集中型アプローチ
この目的は、スイッチ間のインタラクションを制限してシステム全体を拡張しつつ、集中化され
た MC 上でオーバーヘッドを削減することです。

最初のアソシエーションとローミング
次のシナリオは、モビリティ管理プロトコルに適用されます。
• 最初のアソシエーション
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• スイッチ内のローミング
• スイッチ ピア グループ内のローミング
• スイッチ ピア グループ間のローミング
• サブドメイン間のローミング
• グループ間のローミング

最初のアソシエーション
次の図では、最初のアソシエーション プロセスとそれに続くスイッチについて説明します。
図 46：最初のアソシエーション
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1 ステーションがモビリティ エージェントに最初に関連付けられると、MA は検索を実行して、
キー キャッシングのキーイング情報を MA でローカルに入手できるかどうか判断します。キー
イング情報が入手できない場合、つまりステーションがネットワークに最初に表示される場
合、スイッチはデバイスに自身を認証して、Pairwise Master Key（PMK）を生成するように求
めます。PMK はクライアントと RADIUS サーバ側で生成され、RADIUS サーバはオーセンティ
ケータである MA に PMK を転送します。
2 MA は MC に PMK を送信します。
3 MA から PMK を受け取ると、MC はサブドメイン内のすべての MA、およびモビリティ グルー
プ内の他のすべての MC に PMK を送信します。
4 モビリティ グループは、単一キー ドメインです。これにより、802.11r に対応するステーショ
ンはキー ドメインを認識し、802.11r で定義された高速移行手順の使用を試みます。

（注）

802.11r プロトコルは、キーイング情報を共有するアクセス ポイントの集まりであるキー ドメ
インを定義します。
5 （図のステップ 2B を参照）PMK が MA のローカル キー キャッシュ内に存在しないという事
実が示すように、ステーションはモビリティ サブドメインにとって新しいため、MA は MC に
モバイル通知メッセージを送信します。
6 MC は、クライアントがデータベース内に存在するかどうかを確認します。クライアントが検
出されない場合、MC は MO に転送します（可能な場合）。
7 （図のステップ 5 を参照）ステーションがネットワークにとって新しいため、MO は否定応答
（NACK）を返します。これは、MC によりスイッチへ転送されます。Mobility Oracle が使用
できない場合、モバイル通知への応答がない原因は MC にあります。

（注）

新しいモビリティで多数のピアがある場合、IOS コントローラは AirOS ピアからの NACK メッ
セージに反応せず、さらに 2 つのプローブを送信します。NACK は、クライアントが存在しな
い場合は無視され、単にドロップされます。そのようなシナリオでは、AIREOS は NACK を送
信します。したがってモビリティ コントローラからの NACK は処理されません。
8 スイッチの MA は、Handoff Complete メッセージにより、ステーションの新しい接続ポイント
について MC に通知します。
9 MA は、Handoff Notification メッセージによって、ステーションの新しい接続ポイントについ
てスイッチ ピア グループ（SPG）内の他の MA に通知します。MC とやり取りすることなく
ローカル ハンドオフを可能にするには、SPG 内の MA にこの通知を送信する必要があります。
SPG 内の MA に送信された Handoff Notification メッセージで、MC に送信された Handoff Complete
メッセージ内のすべての情報を伝える必要はありません。
10 （図のステップ 7B を参照）MC はデータベースを更新し、Mobility Oracle に Handoff Complete
メッセージを転送します。これにより、Mobility Oracle のデータベースが更新され、ステーショ
ンの現在のホーム モビリティ サブドメインが記録されます。
スイッチ全体にわたり迅速に移動するデバイスにより発生する競合状態を解消するため、モビリ
ティ サブドメイン内に存在するかどうかに関係なく、MA と MC/MO 間のメッセージは時間同期
されます。これにより、受信した要求に異常があったとしても、MC と MO はそれらの要求を適
切に処理できます。
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SPG 内の MA に送信された Handoff Notification は認識されません。

スイッチ内のハンドオフ
MA 内のモビリティ イベントは SPG と MC に対して完全に透過的です。ステーションが同じ MA
の AP 間を移動して、迅速なハンドオフの実行を試みる場合、PMK は MA 上にあります。MA は
その他の信号を呼び出すことなく迅速なハンドオフを完了します。

スイッチ ピア グループ内のハンドオフ
スイッチ ピア グループ（SPG）とは、ユーザがローミングを行う MA のグループのことで、高速
ローミング サービスを提供します。SPG 内で MA が直接ハンドオフを実行することにより、必要
な交換メッセージの数が少なくなり、MC のオーバーヘッドが減少します。
最初のアソシエーションが完了すると、ステーションはその SPG に属する別の MA に移動しま
す。スイッチ ピア グループ内のローミングでは、最初のアソシエーション、ステーション PMK
はモビリティ サブドメイン内のすべての MA に転送されています。
図 47：スイッチ ピア グループ内のハンドオフ

次のプロセスでは、スイッチ ピア グループ内のハンドオフについて説明します。
1 最初のアソシエーションの例では、ステーションの現在の接続ポイントを確認するために、
Handoff Notification メッセージがすべての MA に送信されます。
2 新しい MA は、クライアントが関連付けられた以前の MA にユニキャスト モバイル通知メッ
セージを送信します。
3 ハンドオフが完了したら、新しい MA は MC へ Handoff Complete メッセージを送信します。
4 新しいスイッチは、同じ SPG 内のすべての MA に Handoff Notification を送信して、クライア
ントの新しい Point of Presence について通知します。
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スイッチ ピア グループ間のハンドオフ
SPG 内ローミングは、考えられるすべてのシナリオをカバーしているわけではありません。同じ
SPG に存在しない 2 つの MA 間でモビリティ イベントが発生する可能性があります。
ネットワーク内での Handoff Notification メッセージの紛失や新しい SPG に存在しない MA へのス
テーションのローミングなどの理由により、MA にステーションの現在の接続ポイントに関する
情報がない場合、MA は MC を参照します。MC は、モビリティ サブドメイン内のクライアント
の Point of Presence に関する情報を提供します。これにより、モビリティ サブドメイン内の他の
MC すべてを参照せずに済みます。
図 48：スイッチ ピア グループ間のハンドオフ

上記の図は、同じ SPG ではなく、同じモビリティ サブドメインに存在する MA で発生するモビリ
ティ イベントの例を示します。

（注）

MA の色は SPG を表す円と一致します。
1 新しい MA には、クライアントの初期認証時にモビリティ サブドメインの各 MA に転送され
たステーションの PMK があります。
2 MA は内部の隣接する MA にあるステーションの存在を前もって通知されていなかったため、
別の SPG がサブドメインの MC へモバイル通知を送信します。
3 （図のステップ 2 を参照）モバイル通知メッセージを受信すると、MC はデータベース内で検
索を実行し、以前にステーションにサービスを提供していた MA へ要求を転送します。この情
報は、信頼性の高い方法で古い MA から送信された Handoff Complete メッセージにより、MC
に通知されます。
4 （図のステップ 3 を参照）上の緑色で示されている古い MA は、新しい MA へハンドオフ メッ
セージを直接送信します。
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5 古い MA は、Station Left メッセージを使用して、ステーションがグループを離れたことを SPG
内の他の MA に通知する必要があります。これにより、ステーションが MA の 1 つに戻ったと
しても、古い MA はもはやサービスをステーションに提供しないことを MA は認識できます。
6 ハンドオフが完了すると、新しい MA は信頼性の高い方法で MC に Handoff Complete メッセー
ジを送信します。
7 新しい MA は SPG 内の他の MA に Handoff Notification を送信します。

サブ ドメイン間のハンドオフ
サブドメインは、モビリティコントローラとそのモビリティコントローラが直接管理するモビリ
ティ エージェントによって形成される集合体です。サブドメイン間のモビリティ イベントは、2
台のモビリティ コントローラ間の通信を意味しています。これら 2 台のモビリティ コントローラ
は、同じモビリティグループ値で設定され、相互に認識できます。これらは互いのモビリティリ
ストに表示されます。また、異なるモビリティ グループ値で設定しても、相互に認識できます。
同じモビリティ グループの MC 間のサブドメインでローミング イベントが発生した場合、新しい
AP によりアドバタイズされる 802.11r キー ドメインは同じです。また、クライアントの初期認証
時に、クライアントの PMK もすべての MC へ送信されます。新しい MC はクライアントに再認
証を強制する必要がありません。また、新しい MC は、以前の MC のうちどれがワイヤレス クラ
イアント モビリティを管理しているかも認識します。
図 49：サブ ドメイン間のハンドオフ

次の手順は、モビリティ コントローラが同じモビリティ グループに属している場合のサブ ドメ
イン間のハンドオフに関するものです。
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1 最初の MA によりクライアントの PMK がモビリティ グループのすべての MC へ送信されたと
きに、新しい MA は MC からクライアントの PMK をすでに受信したため、再認証は必要では
ありません。
2 新しい MA は、サブドメインの MC へモバイル通知を送信する別の SPG 内で、隣接する MA
にあるステーションの存在を前もって通知されていませんでした。
3 モバイル通知メッセージを受信すると、MC はモバイル通知を MO へ転送します。MO はデー
タベース内で検索を実行して、以前にステーションにサービスを提供していた MC へ要求を転
送します。
4 以前の MC は、ステーションにサービスを提供していた MA へその要求を転送します。
5 黄色で示されている古い MA は、新しい MA へハンドオフ メッセージを直接送信します。
6 古い MA は、Station Left メッセージを使用して、ステーションが SPG を離れたことを SPG 内
の他の MA に通知する必要があります。これにより、ステーションが MA の 1 つに戻った場合
に、古い MA はもはやサービスをステーションに提供しないことを MA は認識できます。
7 ハンドオフが完了すると、新しい MA は信頼性の高い方法で新しいモビリティ コントローラ
に Handoff Complete メッセージを送信します。
8 新しい MA は他のすべての MA に Handoff Notification を送信します。
9 新しい MC は、古い MC に Handoff Complete を送信します。

モビリティ グループ間のハンドオフ
モビリティ グループは、同じモビリティ グループ名を共有し、相互に認識する MC により形成さ
れます。
ローミング イベントはモビリティ グループ全体で発生するため、新しい AP によってアドバタイ
ズされる 802.11r キー ドメインは異なります。結果として、クライアントは再認証を行う必要が
あります。MC はモビリティ グループ内でのみ伝搬されます。また、モビリティ グループ間の
ローミングでステーションがモビリティ グループの境界を越える際に、ステーションの再認証が
必要です。認証が完了すると、生成される PMK は同じモビリティ グループ内の MA および MCS
にプッシュされます。各 PMK は特定のサブドメイン（802.11y キー ドメイン）に関連付けられて
いるため、ステーションは以前のサブドメインから PMK をキャッシュします。これにより、PMK
キャッシュ タイムアウト インターバル内に PMK が以前のサブドメインへローミングで戻る場合、
再認証を行う必要がなくなります。残りの手順は、サブドメイン間のハンドオフのステップと同
じです（ただし、これらのステップはモビリティ グループ間のローミングに関連しています）。
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章

モビリティの設定
• モビリティ コントローラの設定, 845 ページ
• モビリティ エージェントの設定, 854 ページ

モビリティ コントローラの設定
統合アクセス コントローラの設定
ピア グループ、ピア グループ メンバー、ブリッジ ドメイン ID の作成（CLI）
はじめる前に
• モビリティ エージェントでは、モビリティ コントローラの IP アドレスだけを設定できます。
• モビリティ コントローラでは、各ピア グループ メンバーのピア グループおよび IP アドレス
を定義できます。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

wireless mobility controller

デバイスのモビリティ コントローラ機能
をイネーブルにします。このコマンドは
スイッチだけに適用されます。デフォル
トのコントローラはモビリティコントロー
ラです。

例：
Device(config)# wireless mobility
controller
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

wireless mobility controller peer-group
SPG1

SPG1 という名前のピア グループが作成さ
れます。

例：
Device(config)# wireless mobility
controller peer-group SPG1

ステップ 3

wireless mobility controller peer-group
ピア グループにモビリティ エージェント
SPG1member ip member-ip-addrpublic-ip を追加します。
public-ip-addr
（注）
10.10.20.2 は、モビリティ エー
例：
Device(config)# wireless mobility
controller peer-group
SPG1 member ip 10.10.20.2 public-ip
10.10.20.2

ステップ 4

ジェントの直接 IP アドレスで
す。NAT を使用する場合、任意
のパブリック IP アドレスを使用
して、モビリティ エージェント
の NATed アドレスを入力しま
す。NAT を使用しない場合、パ
ブリック IP アドレスは使用され
ず、デバイスはモビリティ エー
ジェントの直接 IP アドレスを表
示します。

wireless mobility controller peer-group
ピア グループ SPG1 に別のメンバーを追
SPG1member ip member-ip-addrpublic-ip 加します。
public-ip-addr
例：
Device(config)# wireless mobility
controller peer-group
SPG1 member ip 10.10.20.6 public-ip
10.10.20.6

ステップ 5

wireless mobility controller peer-group
SPG2

別のピア グループ SPG2 を作成します。

例：
Device(config)# wireless mobility
controller peer-group SPG2

ステップ 6

wireless mobility controller peer-group
ピア グループ SPG2 にメンバーを追加し
SPG2member ip member-ip-addrpublic-ip ます。
public-ip-addr
例：
Device(config)# wireless mobility
controller peer-group
SPG2 member ip 10.10.10.20 public-ip
10.10.10.20
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

wireless mobility controller peer-group
SPG1bridge-domain-id id

（任意）他の SPG でサブネット VLAN
マッピングを定義するために使用される
SPG1 にブリッジ ドメインを追加します。

例：
Device(config)# wireless mobility
controller peer-group
SPG1 bridge-domain-id 54

次に、ピア グループを作成し、メンバーを追加する例を示します。
Device(config)#
Device(config)#
Device(config)#
Device(config)#
10.10.20.2
Device(config)#
10.10.20.6
Device(config)#
Device(config)#
10.10.10.20
Device(config)#

wireless
wireless
wireless
wireless

mobility
mobility
mobility
mobility

controller
controller peer-group SPG1
controller peer-group SPG1
controller peer-group SPG1 member ip 10.10.20.2 public-ip

wireless mobility controller peer-group SPG1 member ip 10.10.20.6 public-ip
wireless mobility controller peer-group SPG2
wireless mobility controller peer-group SPG2 member ip 10.10.10.20 public-ip
wireless mobility controller peer-group SPG1 bridge-domain-id 54

ピア グループ、ピア グループ メンバー、ブリッジ ドメイン ID の作成（GUI）
はじめる前に
• デバイスがモビリティ コントローラ状態にあることを確認します。
• モビリティ エージェントでは、モビリティ コントローラの IP アドレスだけを設定できます。
• モビリティ コントローラでは、各ピア グループ メンバーのピア グループおよび IP アドレス
を定義できます。

手順
ステップ 1

[Controller] > [Mobility Management] > [Switch Peer Group] と選択します。
[Mobility Switch Peer Groups] ページが表示されます。

ステップ 2

[New] をクリックします。

ステップ 3

次の詳細を入力します。
a) スイッチ ピア グループ名
b) ブリッジ ドメイン ID
c) Multicast IP Address

ステップ 4

[Apply] をクリックします。

ステップ 5

[Save Configuration] をクリックします。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

847

モビリティ コントローラの設定

ローカル モビリティ グループの設定（CLI）
モビリティ グループが MC のグループである場合の、ワイヤレス モビリティ グループとモビリ
ティ グループ メンバーの設定。

はじめる前に
MC は 1 つのグループだけに所属できますが、複数のモビリティ グループ内の MC を認識できま
す。

手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1

目的

wireless mobility group name group-name Mygroup という名前のモビリティ グルー
プを作成します。
例：
Device(config)# wireless mobility
group name Mygroup

ステップ 2

wireless mobility group member ip
member-ip-addrpublic-ip public-ip-addr

NAT を使用する場合、任意のパ
ブリック IP アドレスを使用し
Device(config)# wireless mobility
group member ip 10.10.34.10 public-ip
て、モビリティ コントローラの
10.10.34.28
NATed IP アドレスを入力しま
す。
wireless mobility group keepalive interval モビリティ メンバーに送信される 2 つの
time-in-seconds
キープアライブの間隔を設定します。
（注）

例：

ステップ 3

Mygroup モビリティ グループにモビリティ
コントローラを追加します。

例：
Device(config)# wireless mobility
group keepalive interval 5

ステップ 4

wireless mobility group keepalive count
count

メンバー ステータスがダウン状態に移行
するまでのキープアライブ再試行回数を
入力します。

例：
Device(config)# wireless mobility
group keepalive count 3

Device(config)#
Device(config)#
Device(config)#
Device(config)#

wireless
wireless
wireless
wireless

mobility
mobility
mobility
mobility

group
group
group
group

name Mygroup
member ip 10.10.34.10 public-ip 10.10.34.28
keepalive interval 5
keepalive count 3

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
848

OL-30686-01-J

モビリティ コントローラの設定

ローカル モビリティ グループの設定（GUI）
はじめる前に
モビリティ コントローラは 1 つのグループだけに所属できますが、複数のモビリティ グループ内
のモビリティ コントローラを認識できます。

手順
ステップ 1

[Controller] > [Mobility Management] > [Mobility Global Config] と選択します。
[Mobility Controller Configuration] ページが表示されます。

ステップ 2

次の詳細を入力します。
a) Mobility Group Name
b) モビリティ キープアライブ インターバル
c) モビリティ キープアライブ カウント
d) マルチキャスト IP アドレス（マルチキャスト モードをイネーブルにして、モビリティ メン

ステップ 3

バーにモバイル通知メッセージを送信する場合）
（注）
マルチキャスト IP アドレスをイネーブルにしないと、デバイスはユニキャスト モー
ドを使用してモバイル通知メッセージを送信します。
[Apply] をクリックします。

ステップ 4

[Save Configuration] をクリックします。

ピア モビリティ グループの追加（CLI）
はじめる前に
MC は 1 つのグループだけに所属しますが、複数のグループ内の MC を認識できます。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

wireless mobility group member ip
member-ip-addrpublic-ip public-ip-addrgroup
group-name

Mygroup 以外のグループにメン
バーをピア MC として追加しま
す。

例：
Device(config)# wireless mobility group member
ip 10.10.10.24 public-ip 10.10.10.25 group
Group2
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ピア モビリティ グループの追加（GUI）
はじめる前に
モビリティ コントローラは 1 つのグループだけに所属しますが、複数のモビリティ グループを認
識できます。

手順
ステップ 1

[Controller] > [Mobility Management] > [Mobility Peer] と選択します。
[Mobility Peer] ページが表示されます。

ステップ 2

[New] をクリックします。

ステップ 3

次の詳細を入力します。
a) モビリティ メンバー IP
b) モビリティ メンバーのパブリック IP
c) モビリティ メンバーのグループ名
d) Multicast IP Address

ステップ 4

[Apply] をクリックします。

ステップ 5

[Save Configuration] をクリックします。

ローミング動作のオプション パラメータの設定
この設定により、スティッキ アンカーをディセーブルにします。必要に応じ、このコマンドは、
ターゲット SSID にローミングが必要なすべての MA と MC との間で使用できます。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

wlan open21

WLAN を設定します。

例：
Device(config)# wlan open20

ステップ 2

no mobility anchor sticky

デフォルトのスティッキ モビリティ
アンカーをディセーブルにします。

例：
Device(config-wlan)# no mobility
anchor sticky
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Device(config)# wlan open20
Device(config-wlan)# no mobility anchor sticky

モビリティ コントローラの Mobility Oracle への指定（CLI）
はじめる前に
既知のモビリティ コントローラ上で Mobility Oracle を設定できます。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

wireless mobility group member ip
member-ip-addrgroup group-name

MC を作成してモビリティ グルー
プに追加します。

例：
Device(config)# wireless mobility group
member ip 10.10.10.10 group Group3

ステップ 2

wireless mobility oracle ip oracle-ip-addr

Mobility Oracle としてモビリティ
コントローラを設定します。

例：
Device(config)# wireless mobility oracle ip
10.10.10.10

Device(config)# wireless mobility group member ip 10.10.10.10 group Group3
Device(config)# wireless mobility oracle ip 10.10.10.10

モビリティ コントローラの Mobility Oracle への指定（GUI）
はじめる前に
既知のモビリティ コントローラ上で Mobility Oracle を設定できます。

手順
ステップ 1

[Controller] > [Mobility Management] > [Mobility Global Config] と選択します。
[Mobility Controller Configuration] ページが表示されます。

ステップ 2

Mobility Oracle の IP アドレスを入力します。
（注）
モビリティ コントローラ自体を Mobility Oracle にするには、[Mobility Oracle Enabled]
チェックボックスを選択します。
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ステップ 3

[Apply] をクリックします。

ステップ 4

[Save Configuration] をクリックします。

ゲスト コントローラの設定
ゲスト コントローラは、クライアント トラフィックを非武装地帯（DMZ）のゲスト アンカー コ
ントローラへトンネル経由で送信する場合に使用されます。ゲスト クライアントは Web 認証プロ
セスを通過します。Web 認証プロセスは任意です。ゲストは認証なしでトラフィックを渡すこと
もできます。
ゲスト クライアントがゲスト コントローラのモビリティ アンカー アドレスと接続するモビリティ
エージェントの WLAN をイネーブルにします。
Cisco 5500 シリーズ WLC、Cisco WiSM2、Cisco 5700 シリーズ WLC などのゲスト コントローラ
WAN で、独自の IP アドレスとしてモビリティ アンカーの IP アドレスを設定します。これによ
り、トラフィックはモビリティエージェントからゲストコントローラへトンネル経由で送信され
ます。

（注）

Cisco 5700 シリーズ WLC をゲスト アンカー コントローラとして、また Cisco 5500 シリーズ
WLC または Cisco WiSM2 をエクスポートまたは外部コントローラとした場合、Cisco 5700 シ
リーズ WLC ではユーザごとのゲスト ユーザ ロールはサポートされていません。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

wlan wlan-id

クライアントの WLAN を作成します。

例：
Device(config)# wlan Mywlan1

ステップ 2

mobility anchor
guest-anchor-ip-addr
例：
Device(config-wlan)# mobility
anchor 10.10.10.2

MA でゲスト アンカー（GA）の IP アドレスを
イネーブルにします。
（注）
モビリティ コントローラでゲスト ア
ンカーをイネーブルにする場合、IP ア
ドレスを入力する必要はありません。
WLAN コンフィギュレーション モー
ドで mobility anchor コマンドを入力
して、モビリティ コントローラの GA
をイネーブルにします。
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

client vlan vlan-name

クライアントの WLAN に VLAN を割り当てま
す。

例：
Device(config-wlan)# client
vlan gc_ga_vlan1

ステップ 4

security open

WLAN にセキュリティ タイプを割り当てます。

例：
Device(config-wlan)# security
open

Device(config)# wlan
Device(config-wlan)#
Device(config-wlan)#
Device(config-wlan)#

Mywlan1
mobility anchor 10.10.10.2
client vlan gc_ga_vlan1
security open

ゲスト アンカーの設定
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

wlan Mywlan1

クライアントの WLAN を作成します。

例：
Device(config)# wlan Mywlan1

ステップ 2

mobility anchor
<guest-anchors-own-ip-address>

ゲスト アンカー（GA）のゲスト アン
カーIPアドレスをイネーブルにします。
GA は自身のアドレスを割り当てます。

例：
Device(config-wlan)# mobility anchor
10.10.10.2

ステップ 3

client vlan<vlan-name>

クライアントの WLAN に VLAN を割り
当てます。

例：
Device(config-wlan)# client vlan
gc_ga_vlan1

ステップ 4

security open

WLAN にセキュリティ タイプを割り当
てます。

例：
Device(config-wlan)# security open

Device(config)# wlan Mywlan1
Device(config-wlan)# mobility anchor 10.10.10.2
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Device(config-wlan)# client vlan gc_ga_vlan1
Device(config-wlan)# security open

モビリティ エージェントの設定
モビリティ コントローラの指定によるモビリティ エージェントの設定（CLI）
はじめる前に
• デフォルトでは、スイッチはモバイル エージェントとして設定されます。
• ネットワークには少なくとも 1 台のモビリティ コントローラがあり、モビリティ コントロー
ラとのネットワーク接続が動作している必要があります。
• モビリティ エージェントからはモビリティを設定できません。モビリティ エージェントで
は、SPG コンフィギュレーションをダウンロードするモビリティ コントローラの IP アドレ
スだけを設定できます。
• モビリティ エージェントでは、外部モビリティ エージェントを指定するようにモビリティ
コントローラ アドレスを設定するか、モビリティ コントローラ機能をイネーブルにします。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

wireless management interface vlan デバイスのワイヤレス機能をイネーブルにし、
21
モビリティ エージェント機能をアクティブ化
します。これにより、AP が CAPWAP トンネ
例：
ルを終端する場所を確保できます。
Device (config)# wireless
management interface vlan 21

次に、モビリティ コントローラを指定して、モビリティ グループにモビリティ エージェントを
追加する例を示します。
Device(config)# wireless management interface vlan 21
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モビリティ コントローラの指定によるモビリティ エージェントの設定（GUI）
はじめる前に
• デフォルトでは、スイッチはモバイル エージェントとして設定されます。
• ネットワークには少なくとも 1 台のモビリティ コントローラがあり、モビリティ コントロー
ラとのネットワーク接続が動作している必要があります。
• モビリティ エージェントからはモビリティを設定できません。モビリティ エージェントで
は、SPG コンフィギュレーションをダウンロードするモビリティ コントローラの IP アドレ
スだけを設定できます。
• モビリティ エージェントでは、外部モビリティ エージェントを指定するようにモビリティ
コントローラ アドレスを設定するか、モビリティ コントローラ機能をイネーブルにします。

手順
ステップ 1

[Configuration] > [Controller] > [Mobility Management] > [Mobility Global Config] と選択します。
[Mobility Controller Configuration] ページが表示されます。

ステップ 2

[Mobility Role] ドロップダウン リストから [Mobility Agent] を選択します。

ステップ 3

[Mobility Controller IP Address] にモビリティ コントローラの IP アドレスを入力します。

ステップ 4

[Apply] をクリックします。

ステップ 5

[Save Configuration] をクリックします。

ステップ 6

デバイスをリブートします。

モビリティ エージェントのモビリティ コントローラの設定（CLI）
手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

wireless mobility controller

スイッチでモビリティ機能をイネーブルにしま
す。

例：
Device (config)# wireless
mobility controller
Mobility role changed to Mobility
Controller.
Please save config and reboot the
whole stack.

（注）

このコマンドの入力後、設定を保存し
てスイッチをリブートし、モビリティ
コントローラ機能を有効にします。
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コマンドまたはアクション
ステッ
プ2

目的

wireless mobility controller ip ip-addr モバイル エージェントに関連するモビリティ コ
ントローラを指定します。
例：
Device (config)# wireless
mobility controller ip 10.10.21.3

（注）

モバイル エージェントが設定され、モ
ビリティ コントローラが別のデバイス
にある場合、モビリティ コントローラ
の SPG を設定して、モビリティ エー
ジェントが正しく機能するようにしま
す。

次の作業
モビリティ エージェントにモビリティ コントローラのロールを追加したら、モビリティ エージェ
ントに任意のパラメータを設定できます。

モビリティ エージェントへのモビリティ コントローラ ロールの追加
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

wireless mobility controller ip 10.10.21.3

モビリティ エージェントをモビリ
ティ コントローラに変換します。

例：
Device(config)# wireless mobility
controller ip 10.10.21.3

次に、モビリティ エージェントにモビリティ コントローラ ロールを追加する例を示します。
Device(config)# wireless mobility controller ip 10.10.21.3
Mobility role changed to Mobility Controller.
Please save config and reboot the whole stack.

モビリティ エージェントのオプション パラメータの設定（CLI）
ここでは、スイッチのロード バランシングを設定する方法を示します。
• デフォルトでは、ロード バランシングはイネーブルにされており、ディセーブルにはできません。
• スイッチは最大 2000 のクライアントをサポートし、デフォルト値はクライアントの最大負荷の 50 % です。
• スイッチがしきい値に達すると、同じ SPG 内のより負荷が低いモビリティ エージェントに新しいクライアントの
負荷を再配信します。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

wireless mobility load-balance threshold
threshold-value

ロード バランシングをトリガーす
るしきい値を設定します。

例：
Device(config)# wireless mobility
load-balance threshold 150

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

857

モビリティ エージェントの設定

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
858

OL-30686-01-J

第

IX

部

Network Management
• Cisco IOS Configuration Engine の設定, 861 ページ
• Cisco Discovery Protocol の設定, 885 ページ
• 簡易ネットワーク管理プロトコルの設定, 897 ページ
• Web Cache Communication Protocol を使用したキャッシュ サービスの設定, 931 ページ
• サービス レベル契約の設定, 945 ページ
• SPAN および RSPAN の設定, 969 ページ
• Wireshark の設定, 1017 ページ

第

50

章

Cisco IOS Configuration Engine の設定
• 機能情報の確認, 861 ページ
• Configuration Engine を設定するための前提条件, 861 ページ
• Configuration Engine の設定に関する制約事項, 862 ページ
• Configuration Engine の設定について, 862 ページ
• Configuration Engine の設定方法, 869 ページ
• CNS 設定のモニタリング, 882 ページ
• その他の参考資料, 883 ページ
• Configuration Engine の機能の履歴と情報, 884 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

Configuration Engine を設定するための前提条件
• ユーザが接続している設定エンジン インスタンスの名前を取得します。
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• CNS は、イベント バスとコンフィギュレーション サーバの両方を使用してデバイスに設定
を提供するので、設定済みのスイッチごとに ConfigID と DeviceID の両方を定義する必要が
あります。
• cns config partial グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して設定したすべての
スイッチがイベント バスにアクセスする必要があります。スイッチを起源とする DeviceID
は、Cisco Configuration Engine 内の対応するスイッチ定義の DeviceID と一致する必要があり
ます。ユーザが接続しているイベント バスのホスト名を把握する必要があります。
関連トピック
Cisco Networking Service ID およびデバイスのホスト名, （865 ページ）
DeviceID, （865 ページ）

Configuration Engine の設定に関する制約事項
• コンフィギュレーション サーバの 1 つのインスタンスでは、設定済みの 2 つのスイッチが同
じ ConfigID 値を共有できません。
• イベント バスの 1 つのインスタンスでは、設定済みの 2 つのスイッチが同じ DeviceID 値を
共有できません。
関連トピック
Cisco Networking Service ID およびデバイスのホスト名, （865 ページ）

Configuration Engine の設定について
Cisco Configuration Engine ソフトウェア
Cisco Configuration Engine は、ネットワーク管理ユーティリティ ソフトウェアで、ネットワーク
デバイスおよびサービスの配置と管理を自動化するためのコンフィギュレーション サービスとし
て機能します。各 Cisco Configuration Engine は、シスコ デバイス（スイッチとルータ）のグルー
プとデバイスが提供するサービスを管理し設定を保存して、必要に応じて配信します。Cisco
Configuration Engine は、デバイス固有のコンフィギュレーション変更を生成してデバイスに送信
し、コンフィギュレーション変更を実行して結果をログに記録することにより、初期設定とコン
フィギュレーションの更新を自動化します。
Cisco Configuration Engine は、スタンドアロン モードとサーバ モードをサポートし、次の Cisco
Networking Service（CNS）コンポーネントがあります。
• コンフィギュレーション サービス
◦ Web サーバ
◦ ファイル マネージャ
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◦ ネームスペース マッピング サーバ
• イベント サービス（イベント ゲートウェイ）
• データ サービス ディレクトリ（データ モデルおよびスキーマ）

（注）

Cisco Configuration Engine のサポートは、将来のリリースでは廃止される予定です。『Cisco プ
ラグ アンド プレイ機能ガイド』に記載されている設定を使用します。
スタンドアロンモードでは、内部に組み込まれたディレクトリサービスがサポートされます。こ
のモードでは、外部ディレクトリまたはその他のデータストアは必要ありません。サーバモード
では、ユーザが定義した外部ディレクトリの使用がサポートされます。
図 50：Cisco Configuration Engine のアーキテクチャの概要

コンフィギュレーション サービス
コンフィギュレーション サービスは、Cisco Configuration Engine の中核コンポーネントです。ス
イッチ上にある Cisco IOS CNS エージェントと連携して動作するコンフィギュレーション サーバ
で構成されています。コンフィギュレーション サービスは、初期設定と論理グループによる大規
模な再設定のために、デバイスとサービスの設定をスイッチに配信します。スイッチはネットワー
ク上で初めて起動するときに、コンフィギュレーション サービスから初期設定を受信します。
コンフィギュレーション サービスは CNS イベント サービスを使用して設定変更イベントを送受
信し、成功および失敗の通知を送信します。
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コンフィギュレーション サーバは Web サーバであり、コンフィギュレーション テンプレートと
組み込み型ディレクトリ（スタンドアロン モード）またはリモート ディレクトリ（サーバ モー
ド）に保存されているデバイス固有の設定情報を使用します。
コンフィギュレーション テンプレートは、CLI（コマンドライン インターフェイス）コマンド形
式で静的な設定情報を含んだテキスト ファイルです。テンプレートでは、変数は、Lightweight
Directory Access Protocol（LDAP）URL を使用して指定します。この URL はディレクトリに保存
されているデバイス固有の設定情報を参照します。
Cisco IOS エージェントは受信したコンフィギュレーション ファイルの構文をチェックし、イベン
トを発行して構文チェックが成功または失敗したかを表示します。コンフィギュレーション エー
ジェントは設定をただちに適用することも、あるいは同期化イベントをコンフィギュレーション
サーバから受信するまで適用を遅らせることもできます。

イベント サービス
Cisco Configuration Engine は、設定イベントの受信および生成にイベント サービスを使用します。
イベント サービスはイベント エージェント、イベント ゲートウェイから構成されます。イベン
ト エージェントはスイッチ上にあり、スイッチと Cisco Configuration Engine のイベント ゲート
ウェイ間の通信を容易にします。
イベント サービスは、非常に有効なパブリッシュ サブスクライブ通信方式です。イベント サー
ビスは、サブジェクトベースのアドレス指定を使用して、メッセージを宛先に送信します。サブ
ジェクトベースのアドレス表記法では、メッセージおよび宛先には簡単で均一なネームスペース
を定義します。
関連トピック
CNS イベント エージェントのイネーブル化, （869 ページ）

名前空間マッパー
Cisco Configuration Engine はネームスペース マッパー（NSM）を備えています。これは、アプリ
ケーション、デバイスまたはグループ ID、およびイベントに基づいてデバイスの論理グループを
管理するための検索サービスを提供します。
Cisco IOS デバイスは、たとえば cisco.cns.config.load といった、Cisco IOS ソフトウェアで設定され
たサブジェクト名と一致するイベントサブジェクト名のみを認識します。ネームスペースマッピ
ング サービスを使用すると、希望する命名規則を使用することでイベントを指定できます。サブ
ジェクト名でデータ ストアにデータを入力した場合、NSM はイベント サブジェクト名ストリン
グを、Cisco IOS が認識するものに変更します。
サブスクライバの場合、一意のデバイス ID とイベントが指定されると、ネームスペース マッピ
ング サービスは、サブスクライブ対象のイベント セットを返します。同様にパブリッシャの場
合、一意のグループ ID、デバイス ID、およびイベントが指定されると、マッピング サービスは、
パブリッシュ対象のイベント セットを返します。
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Cisco Networking Service ID およびデバイスのホスト名
Cisco Configuration Engine は、設定対象の各スイッチに一意の識別子が関連付けられていることを
前提としています。一意の識別子は複数の同義語を持つことができますが、各同義語は特定のネー
ムスペース内で一意です。イベント サービスは、ネームスペースの内容を使用してメッセージの
サブジェクトベース アドレス指定を行います。
Cisco Configuration Engine は、イベント バス用とコンフィギュレーション サーバ用の 2 つの名前
空間を交差します。コンフィギュレーション サーバのネームスペースでは、ConfigID という用語
がデバイスの一意な識別子です。イベント バスのネームスペースでは、DeviceID という用語がデ
バイスの CNS 一意識別子です。
関連トピック
Configuration Engine を設定するための前提条件, （861 ページ）
Configuration Engine の設定に関する制約事項, （862 ページ）

ConfigID
設定対象のスイッチはそれぞれ固有の ConfigID を持ちます。これは Cisco Configuration Engine ディ
レクトリからスイッチ CLI 属性の対応するセットを取得するためのキーとなります。スイッチで
定義された ConfigID は、Cisco Configuration Engine 上の対応するスイッチ定義の ConfigID と一致
する必要があります。
ConfigID は起動時に固定され、スイッチ ホスト名を再設定した場合でもデバイスを再起動するま
で変更できません。

DeviceID
イベント バスに参加している設定済みのスイッチごとに一意の DeviceID があります。これはス
イッチの送信元アドレスに似ているので、スイッチをバス上の特定の宛先として指定できます。
DeviceID の発信元は、スイッチの Cisco IOS ホスト名によって定義されます。ただし、DeviceID
変数およびその使用は、スイッチに隣接するイベント ゲートウェイ内にあります。
イベント バス上の Cisco IOS の論理上の終点は、イベント ゲートウェイに組み込まれ、それがス
イッチの代わりにプロキシとして動作します。イベントゲートウェイはイベントバスに対して、
スイッチおよび対応する DeviceID を表示します。
スイッチは、イベントゲートウェイとの接続が成功するとすぐに、そのホスト名をイベントゲー
トウェイに宣言します。接続が確立されるたびに、イベント ゲートウェイは DeviceID 値を Cisco
IOS ホスト名に組み合わせます。イベント ゲートウェイは、スイッチと接続している間、この
DeviceID 値を保持します。
関連トピック
Configuration Engine を設定するための前提条件, （861 ページ）
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ホスト名および DeviceID
DeviceID は、イベント ゲートウェイと接続したときに固定され、スイッチ ホスト名を再設定した
場合でも変更されません。
スイッチでスイッチ ホスト名を変更するとき、DeviceID を更新する唯一の方法は、スイッチとイ
ベント ゲートウェイ間の接続を切断することです。DeviceID 更新の手順については、以下の「関
連項目」を参照してください。
接続が再確立されると、スイッチは変更したホスト名をイベント ゲートウェイに送信します。イ
ベント ゲートウェイは DeviceID を新しい値に再定義します。

注意

Cisco Configuration Engine ユーザ インターフェイスを使用するときは、最初に DeviceID フィー
ルドを、スイッチ が前ではなく後に取得するホスト名値に設定する必要があります。Cisco IOS
CNS エージェント用に設定を再初期化する必要があります。そのようにしないと、後続の部分
的なコンフィギュレーション コマンド操作で誤動作が発生する可能性があります。

関連トピック
DeviceID の更新, （878 ページ）

ホスト名、DeviceID、および ConfigID
スタンドアロン モードでは、ホスト名の値をスイッチに設定すると、コンフィギュレーション
サーバはイベントをホスト名に送信する場合、そのホスト名を DeviceID として使用します。ホス
ト名が設定されていない場合、イベントはデバイスの cn=<value>で送信されます。
サーバ モードでは、ホスト名は使用されません。このモードでは、バス上のイベント送信には常
に一意の DeviceID 属性が使用されます。この属性が設定されていない場合はスイッチを更新でき
ません。
Cisco Configuration Engine で Setup を実行する場合、これらの属性および関連する属性（タグ値の
ペア）を設定します。

Cisco IOS CNS エージェント
CNS イベント エージェント機能によって、スイッチはイベント バス上でイベントにパブリッシュ
およびサブスクライブを行い、Cisco IOS CNS エージェントと連携できます。スイッチ Cisco IOS
ソフトウェアに組み込まれているこれらのエージェントでは、スイッチを接続して、自動的に設
定できます。
関連トピック
Cisco IOS CNS エージェントのイネーブル化, （871 ページ）
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初期設定
スイッチが最初に起動すると、ネットワークで Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）要求
をブロードキャストすることで IP アドレスを取得しようとします。サブネット上には DHCP サー
バがないものと想定し、ディストリビューション スイッチは DHCP リレー エージェントとして動
作し、要求を DHCP サーバに転送します。DHCP サーバは要求を受信すると、新しいスイッチに
IP アドレスを割り当て、Trivial File Transfer Protocol（TFTP）サーバのインターネット プロトコル
（IP）アドレス、ブートストラップ コンフィギュレーション ファイルへのパス、デフォルト ゲー
トウェイの IP アドレスを、DHCP リレー エージェントに対するユニキャスト応答に組み入れま
す。DHCP リレー エージェントは、この応答をスイッチに転送します。
スイッチは、割り当てられた IP アドレスを自動的にインターフェイス VLAN 1（デフォルト）に
設定し、TFTP サーバからブートストラップ コンフィギュレーション ファイルをダウンロードし
ます。ブートストラップ コンフィギュレーション ファイルが正常にダウンロードされると、ス
イッチはそのファイルを実行コンフィギュレーションにロードします。
Cisco IOS CNS エージェントは、該当する ConfigID および EventID を使用して Configuration Engine
との通信を開始します。Configuration Engine はこの ConfigID をテンプレートにマッピングして、
スイッチに完全なコンフィギュレーション ファイルをダウンロードします。
次の図に、DHCP ベースの自動設定を使用して初期ブートストラップ コンフィギュレーション
ファイルを取得するためのネットワーク構成例を示します。
図 51：初期設定

関連トピック
Cisco IOS CNS エージェントの初期設定のイネーブル化, （873 ページ）
CNS 設定のモニタリング, （882 ページ）

差分（部分的）設定
ネットワークが稼働すると、Cisco IOS CNS エージェントを使用して新しいサービスを追加できま
す。差分（部分）設定は、スイッチに送信できます。実際の設定を、イベント ペイロードとして
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イベントゲートウェイを介して（プッシュ処理）送信するか、スイッチにプルオペレーションを
開始させる信号イベントとして送信できます。
スイッチは、適用する前に設定の構文をチェックできます。構文が正しい場合は、スイッチは差
分設定を適用し、コンフィギュレーション サーバに成功を信号で伝えるイベントを発行します。
スイッチが差分設定を適用しない場合、エラー ステータスを示すイベントを発行します。スイッ
チが差分設定を適用した場合、不揮発性 RAM（NVRAM）に書き込むか、または書き込むように
指示されるまで待つことができます。
関連トピック
Cisco IOS CNS エージェントの部分的設定のイネーブル化, （880 ページ）
CNS 設定のモニタリング, （882 ページ）

コンフィギュレーションの同期
スイッチは、設定を受信した場合、書き込み信号イベントの受信時に設定の適用を遅らせること
ができます。書き込み信号イベントは、更新された設定を NVRAM に保存しないようにスイッチ
に指示します。スイッチは更新された設定を実行コンフィギュレーションとして使用します。こ
れによりスイッチの設定は、次のリブート時の使用のために NVRAM に設定を保存する前に、他
のネットワーク アクティビティと同期化されます。

自動 CNS 設定
スイッチの自動 CNS 設定をイネーブルにするには、まずこのトピックに示す前提条件を完了する
必要があります。条件設定を完了したらスイッチの電源を入れます。setup プロンプトでは何も入
力しません。スイッチが初期設定を開始します。コンフィギュレーション ファイル全体がスイッ
チにロードされると作業は完了です。
初期設定中の動作については、「関連項目」を参照してください。
表 68：自動設定イネーブル化の条件

デバイス

必要な設定

アクセス スイッチ

出荷時の設定（コンフィギュレーション ファイ
ルなし）

ディストリビューション スイッチ

• IP ヘルパー アドレス
• DHCP リレー エージェントをイネーブル
にする4
• IP ルーティング（デフォルト ゲートウェ
イとして使用する場合）
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デバイス
DHCP サーバ

必要な設定
• IP アドレスの割り当て
• TFTP サーバの IP アドレス
• TFTP サーバのブートストラップ コンフィ
ギュレーション ファイルへのパス
• デフォルト ゲートウェイの IP アドレス

TFTP サーバ

• スイッチと Configuration Engine との通信
を可能にする CNS コンフィギュレーショ
ン コマンドを含むブートストラップ コン
フィギュレーション ファイル
• （デフォルトのホスト名の代わりに）ス
イッチ MAC アドレスまたはシリアル番号
のいずれかを使用して ConfigID および
EventID を生成するように設定されたス
イッチ
• スイッチにコンフィギュレーション ファ
イルをプッシュするように設定されたCNS
イベント エージェント

CNS Configuration Engine

4

デバイス タイプ別の 1 つまたは複数のテンプ
レートで、テンプレートにデバイスの ConfigID
がマッピングされています。

DHCP リレーは、DHCP サーバがクライアントとは異なるサブネット上にある場合にのみ必要です。

Configuration Engine の設定方法
CNS イベント エージェントのイネーブル化
（注）

スイッチ上で CNS イベント エージェントをイネーブルにしてから、CNS 設定エージェントを
イネーブルにする必要があります。
スイッチ上で CNS イベント エージェントをイネーブルにするには、次の手順を実行します。
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手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

cns event {hostname |
ip-address} [port-number] [
[keepalive seconds
retry-count] [failover-time
seconds ] [reconnect-time
time] | backup]
例：
Device(config)# cns event
10.180.1.27 keepalive 120
10

イベントエージェントをイネーブルにして、ゲートウェ
イ パラメータを入力します。
• {hostname | ip-address} に、イベント ゲートウェイ
のホスト名または IP アドレスを入力します。
• （任意）port number に、イベント ゲートウェイの
ポート番号を入力します。デフォルトのポート番
号は 11011 です。
• （任意）keepalive seconds に、スイッチがキープア
ライブ メッセージを送信する間隔を入力します。
retry-count に、キープアライブ メッセージへの応
答がない場合に接続を終了するまでのスイッチの
メッセージ送信回数を入力します。デフォルト値
はいずれも 0 です。
• （任意）failover-time seconds に、バックアップ
ゲートウェイが確立された後にスイッチがプライ
マリ ゲートウェイ ルートを待つ時間を入力しま
す。
• （任意）reconnect-time time に、スイッチがイベン
ト ゲートウェイに再接続しようとする前の最大時
間間隔を入力します。
• （任意）バックアップ ゲートウェイであることを
示す場合は、backup を入力します（省略した場合
は、プライマリ ゲートウェイになります）。
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コマンドまたはアクション 目的
（注）

ステップ 4

end

encrypt および clock-timeout time は、コマン
ドライン ヘルプの文字列に表示されますが、
これらのキーワードはサポートされていませ
ん。

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 5

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show
running-config

ステップ 6

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保
存します。

例：
Device# copy
running-config
startup-config

次の作業
イベント エージェントに関する情報を確認するには、show cns event connections コマンドを特権
EXEC モードで使用します。
CNS イベント エージェントをディセーブルにするには、no cns event { ip-address | hostname } グ
ローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。
関連トピック
イベント サービス, （864 ページ）

Cisco IOS CNS エージェントのイネーブル化
スイッチ上で Cisco IOS CNS エージェントをイネーブルにするには、次の手順を実行します。

はじめる前に
このエージェントをイネーブルにする前に、スイッチで CNS イベント エージェントをイネーブル
にする必要があります。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

cns config initial {hostname |
ip-address} [port-number]
例：
Device(config)# cns config
initial 10.180.1.27 10

Cisco IOS CNS エージェントをイネーブルにし、
コンフィギュレーション サーバ パラメータを入
力します。
• {hostname | ip-address} に、コンフィギュレー
ション サーバのホスト名または IP アドレス
を入力します。
• （任意）port number に、コンフィギュレー
ション サーバのポート番号を入力します。
このコマンドが Cisco IOS CNS エージェントをイ
ネーブルにして、スイッチで初期設定を開始しま
す。

ステップ 4

cns config partial {hostname |
ip-address} [port-number]
例：
Device(config)# cns config
partial 10.180.1.27 10

Cisco IOS CNS エージェントをイネーブルにし、
コンフィギュレーション サーバ パラメータを入
力します。
• {hostname | ip-address} に、コンフィギュレー
ション サーバのホスト名または IP アドレス
を入力します。
• （任意）port number に、コンフィギュレー
ション サーバのポート番号を入力します。
Cisco IOS CNS エージェントをイネーブルにして、
スイッチで部分的設定を開始します。
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 6

入力を確認します。

show running-config
例：
Device# show running-config

ステップ 7

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定
を保存します。

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

ステップ 8

Cisco IOS CNS エージェント
を、スイッチで開始します。

次の作業
リモートで差分設定をスイッチに送信するために、Cisco Configuration Engine を使用できるように
なりました。
関連トピック
Cisco IOS CNS エージェント, （866 ページ）

Cisco IOS CNS エージェントの初期設定のイネーブル化
スイッチ上で、CNS コンフィギュレーション エージェントをイネーブルにして初期設定を開始す
るには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

cns template connect name
例：

CNS テンプレート接続コンフィギュレーション モード
を開始して、CNS 接続テンプレートの名前を指定しま
す。

Device(config)# cns
template connect
template-dhcp

ステップ 4

cli config-text
例：

CNS接続テンプレートにコマンドラインを入力します。
テンプレート内の各コマンドラインにこの手順を繰り
返します。

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

ステップ 5

別の CNS 接続テンプレート
を設定する場合は、ステップ
3 ～ 4 を繰り返します。

ステップ 6

exit

グローバル コンフィギュレーション モードに戻りま
す。

例：
Device(config)# exit

ステップ 7

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

CNS 接続コンフィギュレーション モードを開始し、
CNS 接続プロファイルの名前を指定し、プロファイル
パラメータを定義します。スイッチは CNS 接続プロ
ファイルを使用して Configuration Engine に接続します。

例：

• CNS 接続プロファイルの name を入力します。

Device(config)# cns connect
dhcp

• （任意）retries number に、接続のリトライ回数を
入力します。指定できる範囲は 1 ～ 30 です。デ
フォルト値は 3 です。
• （任意）retry-interval seconds に、Configuration
Engine への連続する接続の試行間隔を入力しま
す。指定できる範囲は 1 ～ 40 秒です。デフォルト
は 10 秒です。
• （任意）sleep seconds に、最初の接続試行を実行
するまで待機する時間を入力します。指定できる
範囲は 0 ～ 250 秒です。デフォルト値は 0 です。
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コマンドまたはアクション

目的
• （任意）timeout seconds に、接続が終了しようと
した後に待機する時間を入力します。値の範囲は
10 ～ 2000 秒です。デフォルト値は 120 です。

ステップ 8

discover {controller
CNS 接続プロファイル内のインターフェイス パラメー
controller-type | dlci
タを入力します。
[subinterface
• controller controller-type に、コントローラ タイプ
subinterface-number] | interface
[interface-type] | line line-type}
を入力します。
例：
Device(config-cns-conn)#
discover interface
gigabitethernet

• dlci に、アクティブなデータリンク接続識別子
（DLCI）を入力します。
（任意）subinterface subinterface-number に、アク
ティブな DLCI の検索に使用するポイントツーポ
イント サブインターフェイス番号を指定します。
• interface [interface-type] に、インターフェイスのタ
イプを入力します。
• line line-type に、回線タイプを入力します。

ステップ 9

template name [... name]
例：

スイッチの設定に適用する CNS 接続プロファイル内の
CNS 接続テンプレートのリストを指定します。複数の
テンプレートを指定できます。

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

ステッ
プ 10

ステップ 8 ～ 9 を繰り返し、
CNS 接続プロファイルにさ
らに多くのインターフェイス
パラメータと CNS 接続テン
プレートを指定します。

ステッ
プ 11

exit

グローバル コンフィギュレーション モードに戻りま
す。

例：
Device(config-cns-conn)#
exit

ステッ
プ 12

hostname name

スイッチのホスト名を入力します。

例：
Device(config)# hostname
device1
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ステッ
プ 13

コマンドまたはアクション

目的

ip route network-number

（任意）IP アドレスが network-number の Configuration
Engine へのスタティック ルートを確立します。

例：
RemoteDevice(config)# ip
route 172.28.129.22
255.255.255.255 11.11.11.1

ステッ
プ 14

cns id interface num
（任意）Configuration Engine が使用する一意の EventID
{dns-reverse | ipaddress |
または ConfigID を設定します。このコマンドを入力す
mac-address} [event] [image] る場合は、cns id {hardware-serial | hostname | string
string | udi} [event] [image] コマンドを入力しないでく
例：
ださい。
RemoteDevice(config)# cns
id GigabitEthernet1/0/1
ipaddress

• interface num に、インターフェイスのタイプを入
力します。たとえば、ethernet、group-async、
loopback、virtual-template を入力します。この設定
では、一意の ID を定義するためにどのインター
フェイスから IP アドレスまたは MAC アドレスを
取得するかを指定します。
• {dns-reverse | ipaddress | mac-address} では、一意
の ID として使用する値がホスト名の場合は
dns-reverse、IP アドレスの場合は ipaddress、MAC
アドレスの場合は mac-address を入力します。
• （任意）ID をスイッチの識別に使用する event-id
値になるように設定するには、event を入力しま
す。
• （任意）ID をスイッチの識別に使用する image-id
値になるように設定するには、image を入力しま
す。
（注）

ステッ
プ 15

event と image キーワードの両方を省略した
場合は、スイッチの識別には image-id 値が使
用されます。

cns id {hardware-serial |
（任意）Configuration Engine が使用する一意の EventID
hostname | string string | udi} または ConfigID を設定します。このコマンドを入力す
[event] [image]
る場合は、cns id interface num {dns-reverse | ipaddress |
mac-address} [event] [image] コマンドを入力しないで
例：
ください。
RemoteDevice(config)# cns
id hostname

• {hardware-serial | hostname | string string | udi }
では、一意の ID としてスイッチのシリアル番号
を使用する場合は hardware-serial 、スイッチホス
ト名の場合は hostname（デフォルト）、任意のテ
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コマンドまたはアクション

目的
キスト文字列の場合はその文字列を string の後に
入力し、固有デバイス識別子（UDI）の場合は udi
を入力します。

ステッ
プ 16

cns config initial {hostname | Cisco IOS エージェントをイネーブルにして、初期設定
ip-address} [port-number]
を開始します。
[event] [no-persist] [page page]
• {hostname | ip-address} に、コンフィギュレーショ
[source ip-address]
[syntax-check]
ン サーバのホスト名または IP アドレスを入力し
ます。
例：
RemoteDevice(config)# cns
config initial 10.1.1.1
no-persist

• （任意）port number に、コンフィギュレーション
サーバのポート番号を入力します。デフォルトの
ポート番号は 80 です。
• （任意）設定が完了したときの設定の成功、失敗、
または警告のメッセージ用に event をイネーブル
にします。
• （任意）no-persist グローバル コンフィギュレー
ション コマンドの入力結果によってプルされた設
定の NVRAM への自動書き込みを抑制するには、
cns config initial を入力します。no-persist キーワー
ドを入力しない場合、cns config initial コマンドを
使用すると、その結果の設定が自動的に NVRAM
に書き込まれます。
• （任意）page page に、初期設定の Web ページを
入力します。デフォルトは /Config/config/asp です。
• （任意）送信元 IP アドレスに使用するには、
source ip-address を入力します。
• （任意）このパラメータを使用したときの構文を
チェックするには、syntax-check をイネーブルに
します。
（注）

ステッ
プ 17

end

encrypt、status url および inventory は、コマ
ンドライン ヘルプの文字列に表示されます
が、これらのキーワードはサポートされてい
ません。

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end
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ステッ
プ 18

コマンドまたはアクション

目的

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステッ
プ 19

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保
存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

次の作業
コンフィギュレーション エージェントに関する情報を確認するには、show cns config connections
コマンドを特権 EXEC モードで使用します。
CNS Cisco IOS エージェントをディセーブルにするには、no cns config initial { ip-address | hostname
} グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。
関連トピック
初期設定, （867 ページ）
CNS 設定のモニタリング, （882 ページ）

DeviceID の更新
スイッチ上でホスト名を変更するときに DeviceID を更新するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
パスワードを入力します（要求された場
合）。

例：
Device> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

show cns config connections

CNS イベント エージェントがゲートウェイ
に接続しているか、接続されているか、ま
たはアクティブか、およびイベントエージェ
ントに使用されているゲートウェイ、その
IP アドレス、およびポート番号を表示しま
す。

例：
Device# show cns config
connections

ステップ 3

CNS イベント エージェントがイベ 次のように show cns config connections の出
ント ゲートウェイに正しく接続され 力を確認します。
ていることを確認します。
• 接続がアクティブになっている。
• 接続で現在設定されているスイッチ ホ
スト名を使用している。DeviceID はこ
れらの手順を使用して、新しいホスト
名の設定に対応するように更新されま
す。

ステップ 4

show cns event connections

スイッチのイベント接続情報を表示します。

例：
Device# show cns event connections

ステップ 5

ステップ 4 の出力に基づいて、次に
示す現在接続されている接続に関す
る情報を記録します。この手順の以
降のステップで IP アドレスとポート
番号を使用します。

ステップ 6

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 7

no cns event ip-address port-number
例：
Device(config)# no cns event
172.28.129.22 2012

ステップ 8

cns event ip-address port-number
例：
Device(config)# cns event
172.28.129.22 2012

このコマンドで、ステップ 5 で記録した IP
アドレスとポート番号を指定します。
このコマンドで、スイッチとイベント ゲー
トウェイ間の接続が解除されます。最初に
接続を解除し、次にこの接続を再確立して、
DeviceID を更新する必要があります。
このコマンドで、ステップ 5 で記録した IP
アドレスとポート番号を指定します。
このコマンドで、スイッチとイベント ゲー
トウェイ間の接続が再確立されます。
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 10

show cns event connections からの出
力を調べて、スイッチとイベント接
続間の接続が再確立されていること
を確認します。

ステップ 11

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 12

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイル
に設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

関連トピック
ホスト名および DeviceID, （866 ページ）

Cisco IOS CNS エージェントの部分的設定のイネーブル化
スイッチ上で Cisco IOS CNS エージェントをイネーブルにして部分設定を開始するには、次の手
順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

cns config partial {ip-address |
コンフィギュレーション エージェントをイネーブ
hostname} [port-number] [source ルにし、部分設定を開始します。
ip-address]
• {ip-address | hostname} に、コンフィギュレー
ション サーバの IP アドレスまたはホスト名
例：
を入力します。
Device(config)# cns config
partial 172.28.129.22 2013

• （任意）port number に、コンフィギュレー
ション サーバのポート番号を入力します。
デフォルトのポート番号は 80 です。
• （任意）送信元IPアドレスに使用するには、
source ip-address を入力します。
（注）

ステップ 4

end

encrypt キーワードは、コマンドライン
のヘルプ ストリングに表示されます
が、サポートされていません。

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 5

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 6

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定
を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

881

CNS 設定のモニタリング

次の作業
コンフィギュレーション エージェントに関する情報を確認するには、show cns config stats または
show cns config outstanding コマンドのいずれかを特権 EXEC モードで使用します。
Cisco IOS エージェントをディセーブルにするには、no cns config partial { ip-address | hostname }
グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。部分設定を取り消すには、cns config
cancel グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。
関連トピック
差分（部分的）設定, （867 ページ）
CNS 設定のモニタリング, （882 ページ）

CNS 設定のモニタリング
表 69：CNS show コマンド

コマンド

目的

show cns config connections

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

Device# show cns config connections

show cns config outstanding

開始されたがまだ終了していない差分（部分）
CNS 設定に関する情報を表示します。

Device# show cns config outstanding

show cns config stats

Cisco IOS CNS エージェントに関する統計情報
を表示します。

Device# show cns config stats

show cns event connections

CNS イベント エージェントの接続のステータ
スを表示します。

Device# show cns event connections

show cns event gateway

スイッチのイベント ゲートウェイ情報を表示し
ます。

Device# show cns event gateway

show cns event stats

CNS イベント エージェントに関する統計情報
を表示します。

Device# show cns event stats

show cns event subject
Device# show cns event subject

アプリケーションによってサブスクライブされ
たイベント エージェントのサブジェクト一覧を
表示します。

関連トピック
Cisco IOS CNS エージェントの部分的設定のイネーブル化, （880 ページ）
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その他の参考資料

差分（部分的）設定, （867 ページ）
Cisco IOS CNS エージェントの初期設定のイネーブル化, （873 ページ）
初期設定, （867 ページ）

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Configuration Engine のセットアップ

『Cisco Configuration Engine Installation and Setup
Guide, 1.5 for Linux』 http://www.cisco.com/en/US/
docs/net_mgmt/configuration_engine/1.5/
installation_linux/guide/setup_1.html

エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

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

標準および RFC
標準/RFC

Title

なし

-

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs
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シスコのテクニカル サポート
説明

Link

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

Configuration Engine の機能の履歴と情報
リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
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• 機能情報の確認, 885 ページ
• CDP に関する情報, 885 ページ
• CDP の設定方法, 887 ページ
• CDP のモニタおよびメンテナンス, 894 ページ
• その他の参考資料, 895 ページ
• Cisco Discovery Protocol の機能の履歴と情報, 896 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

CDP に関する情報
CDP の概要
CDP はすべてのシスコ デバイス（ルータ、ブリッジ、アクセス サーバ、コントローラ、およびス
イッチ）のレイヤ 2（データリンク層）で動作するデバイス検出プロトコルです。ネットワーク
管理アプリケーションは CDP を使用することにより、既知のデバイスにネイバー シスコ デバイ
スを検出できます。また、下位レイヤのトランスペアレント プロトコルが稼働しているネイバー
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デバイスのデバイス タイプや、簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）エージェント アドレ
スを学習することもできます。この機能によって、アプリケーションからネイバー デバイスに
SNMP クエリーを送信できます。
CDP は、サブネットワーク アクセス プロトコル（SNAP）をサポートしているすべてのメディア
で動作します。CDP はデータリンク層でのみ動作するため、異なるネットワーク層プロトコルを
サポートする 2 つのシステムで互いの情報を学習できます。
CDP が設定された各デバイスはマルチキャスト アドレスに定期的にメッセージを送信して、SNMP
メッセージを受信可能なアドレスを 1 つまたは複数アドバタイズします。このアドバタイズには、
受信側デバイスで CDP 情報を廃棄せずに保持する時間を表す存続可能時間、つまりホールドタイ
ム情報も含まれます。各デバイスは他のデバイスから送信されたメッセージも待ち受けて、ネイ
バー デバイスについて学習します。
CDP はスイッチ上で Network Assistant をイネーブルにすることで、ネットワークをグラフィカル
に表示できます。スイッチは CDP を使用してクラスタ候補を検出し、クラスタ メンバ、およびコ
マンド スイッチから最大 3 台（デフォルト）離れたクラスタ対応の他のデバイスについての情報
を維持します。
関連トピック
CDP 特性の設定, （887 ページ）
CDP のモニタおよびメンテナンス, （894 ページ）

CDP およびスタック
スイッチ スタックは、ネットワーク内の 1 つのスイッチとして表示されます。したがって、CDP
は、個々のスタック メンバではなく、スイッチ スタックを検出します。スタック メンバの追加
または削除など、スイッチ スタック メンバーシップに変更があった場合、スイッチ スタックに
より、ネイバー ネットワーク デバイスに CDP メッセージが送信されます。

CDP のデフォルト設定
この表は、CDP のデフォルト設定を示します。
機能

デフォルト設定

CDP グローバル ステート

イネーブル

CDP インターフェイス ステート

イネーブル

CDP タイマー（パケット更新頻度）

60 秒

CDP ホールドタイム（廃棄までの時間）

180 秒

CDP バージョン 2 アドバタイズ

イネーブル
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関連トピック
Enabling CDP, （890 ページ）
CDP のディセーブル化, （888 ページ）
インターフェイス上での CDP のイネーブル化, （892 ページ）
インターフェイス上での CDP のディセーブル化, （891 ページ）

CDP の設定方法
CDP 特性の設定
次の CDP 特性を設定できます。
• CDP 更新の頻度
• 破棄するまで情報を保持する時間の長さ
• バージョン 2 アドバタイズを送信するかどうか

（注）

ステップ 3 ～ 5 はすべて任意であり、どの順番で実行してもかまいません。
CDP 特性を設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パ
スワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

cdp timer seconds
例：
Device(config)# cdp timer 20

（任意）CDP 更新の送信頻度を秒単位で設定
します。
指定できる範囲は 5 ～ 254 です。デフォルト
は 60 秒です。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

887

CDP の設定方法

ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

cdp holdtime seconds

（任意）受信デバイスがこのデバイスから送
信された情報を破棄せずに保持する時間を指
定します。

例：

ステップ 5

Device(config)# cdp holdtime
60

指定できる範囲は 10 ～ 255 秒です。デフォル
トは 180 秒です。

cdp advertise-v2

（任意）バージョン 2 アドバタイズを送信す
るように CDP を設定します。

例：

これは、デフォルトの状態です。

Device(config)# cdp
advertise-v2

ステップ 6

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 7

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 8

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

次の作業
デフォルト設定に戻すには、CDP コマンドの no 形式を使用します。
関連トピック
CDP の概要, （885 ページ）
CDP のモニタおよびメンテナンス, （894 ページ）

CDP のディセーブル化
CDP はデフォルトで有効になっています。
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（注）

スイッチ クラスタと他のシスコ デバイス（Cisco IP Phone など）は、CDP メッセージを定期的
に交換します。CDP をディセーブルにすると、クラスタ検出が中断され、デバイスの接続が切
断されます。
CDP デバイス検出機能をディセーブルにするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにしま
す。パスワードを入力します（要求され
た場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバルコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

no cdp run

CDP をディセーブルにします。

例：
Device(config)# no cdp run

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 5

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファ
イルに設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config
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次の作業
CDP を使用するには、再びイネーブルにする必要があります。
関連トピック
Enabling CDP, （890 ページ）
CDP のデフォルト設定, （886 ページ）

Enabling CDP
CDP はデフォルトで有効になっています。

（注）

スイッチ クラスタと他のシスコ デバイス（Cisco IP Phone など）は、CDP メッセージを定期的
に交換します。CDP をディセーブルにすると、クラスタ検出が中断され、デバイスの接続が切
断されます。
無効になっている CDP を有効にするには、次の手順を実行します。

はじめる前に
CDP を無効にする必要があります。そのようにしないと有効にできません。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにしま
す。パスワードを入力します（要求され
た場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

cdp run

無効にされている場合は、CDP を有効に
します。

例：
Device(config)# cdp run

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイ
ルに設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

次の作業
showrunall コマンドを使用して、CDP が有効になっていることを確認します。showrun だけを入
力した場合、CDP の有効化が表示されないことがあります。
関連トピック
CDP のデフォルト設定, （886 ページ）
CDP のディセーブル化, （888 ページ）

インターフェイス上での CDP のディセーブル化
CDP 情報を送受信するために、サポートされているすべてのインターフェイス上では CDP がデ
フォルトでイネーブルになっています。

（注）

スイッチ クラスタと他のシスコ デバイス（Cisco IP Phone など）は、CDP メッセージを定期的
に交換します。CDP をディセーブルにすると、クラスタ検出が中断され、デバイスの接続が切
断されます。
ポート上で CDP をディセーブルにするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
パスワードを入力します（要求された場
合）。

例：
Device> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id
例：

CDP をディセーブルにするインターフェイ
スを指定し、インターフェイス コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

Device(config)# interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 4

no cdp enable

ステップ 3 で指定したインターフェイスで
CDP をディセーブルにします。

例：
Device(config-if)# no cdp enable

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 6

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 7

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

関連トピック
インターフェイス上での CDP のイネーブル化, （892 ページ）
CDP のデフォルト設定, （886 ページ）

インターフェイス上での CDP のイネーブル化
CDP 情報を送受信するために、サポートされているすべてのインターフェイス上では CDP がデ
フォルトでイネーブルになっています。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
892

OL-30686-01-J

CDP の設定方法

（注）

スイッチ クラスタと他のシスコ デバイス（Cisco IP Phone など）は、CDP メッセージを定期的
に交換します。CDP をディセーブルにすると、クラスタ検出が中断され、デバイスの接続が切
断されます。
ポート上でディセーブルになっている CDP をイネーブルにするには、次の手順を実行します。

はじめる前に
CDP をイネーブルにしようとしているポートで、CDP をディセーブルになっている必要がありま
す。そうでない場合は、イネーブルにできません。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
パスワードを入力します（要求された場
合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id
例：

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

Device(config)# interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 4

cdp enable

ディセーブルにされているインターフェイ
スで CDP をイネーブルにします。

例：
Device(config-if)# cdp enable

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 6

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config
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コマンドまたはアクション
ステップ 7

目的

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

関連トピック
CDP のデフォルト設定, （886 ページ）
インターフェイス上での CDP のディセーブル化, （891 ページ）

CDP のモニタおよびメンテナンス
表 70：CDP 情報を表示するためのコマンド

コマンド

説明

clear cdp counters

トラフィック カウンタを 0 にリセットします。

clear cdp table

ネイバー デバイスに関する情報を収めた CDP テーブルを
削除します。

show cdp

送信間隔、送信したパケットの保持時間などのグローバ
ル情報を表示します。

show cdp entry entry-name [version]
[protocol]

特定のネイバーに関する情報を表示します。
アスタリスク（*）を入力してすべての CDP ネイバーを表
示することも、情報が必要なネイバーの名前を入力する
こともできます。
また、指定されたネイバー上でイネーブルになっている
プロトコルの情報や、デバイス上で稼働しているソフト
ウェアのバージョン情報が表示されるように、表示内容
を制限することもできます。

show cdp interface [interface-id]

CDP がイネーブルに設定されているインターフェイスの
情報を表示します。
必要なインターフェイスの情報だけを表示できます。
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コマンド

説明

show cdp neighbors [interface-id]
[detail]

装置タイプ、インターフェイス タイプ、インターフェイ
ス番号、保持時間の設定値、機能、プラットフォーム、
ポート ID を含めたネイバー情報を表示します。
特定のインターフェイスに関するネイバー情報だけを表
示したり、詳細表示にするため表示内容を拡張したりで
きます。

show cdp traffic

CDP カウンタ（送受信されたパケット数およびチェック
サム エラーを含む）を表示します。

関連トピック
CDP 特性の設定, （887 ページ）
CDP の概要, （885 ページ）

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

システム管理コマンド

『Network Management Command Reference, Cisco
IOS XE Release 3E』

エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

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

標準および RFC
標準/RFC

Title

なし

-
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MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

シスコのテクニカル サポート
説明

Link

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

Cisco Discovery Protocol の機能の履歴と情報
リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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SNMP の前提条件
サポートされている SNMP バージョン
このソフトウェア リリースは、次の SNMP バージョンをサポートしています。
• SNMPv1：RFC1157 に規定された SNMP（完全インターネット標準）。
• SNMPv2C は、SNMPv2Classic のバルク検索機能を残し、エラー処理を改善したうえで、
SNMPv2Classic のパーティ ベースの管理およびセキュリティ フレームワークをコミュニティ
ストリング ベースの管理フレームワークに置き換えたものです。次の機能があります。
◦ SNMPv2：RFC 1902 ～ 1907 に規定された SNMP バージョン 2（ドラフト版インターネッ
ト標準）
◦ SNMPv2C：RFC 1901 に規定された SNMPv2 のコミュニティ ストリング ベースの管理
フレームワーク（試験版インターネット プロトコル）
• SNMPv3：SNMP のバージョン 3 は、RFC 2273 ～ 2275 に規定されている相互運用可能な標
準ベース プロトコルです。SNMPv3 は、ネットワーク上のパケットを認証、暗号化すること
でデバイスへのアクセスに対するセキュリティを提供します。SNMPv3は、次のセキュリティ
機能を備えています。
◦ メッセージの完全性：パケットが伝送中に改ざんされないようにします。
◦ 認証：有効な送信元からのメッセージであるかどうかを判別します。
◦ 暗号化：パッケージの内容をミキシングし、許可されていない送信元に内容が読まれる
ことを防止します。

（注）

暗号化を選択するには、priv キーワードを入力します。
SNMPv1 と SNMPv2C は、ともにコミュニティベース形式のセキュリティを使用します。エージェ
ントの MIB にアクセスできるマネージャのコミュニティが、IP アドレス アクセス コントロール
リストおよびパスワードによって定義されます。
SNMPv2C にはバルク検索機能が組み込まれ、より詳細なエラー メッセージを管理ステーション
に報告します。バルク検索機能は、テーブルや大量の情報を検索し、必要な往復回数を削減しま
す。SNMPv2C ではエラー処理機能が改善され、さまざまなエラーを区別するための拡張エラー
コードが使用されています。これらのエラーは、SNMPv1 では単一のエラー コードで報告されま
す。SNMPv2 では、エラー リターン コードでエラー タイプが報告されるようになりました。
SNMPv3 では、セキュリティ モデルとセキュリティ レベルの両方が提供されています。セキュリ
ティ モデルは、ユーザとユーザが属しているグループ用に設定された認証方式です。セキュリ
ティレベルとは、セキュリティモデル内で許可されるセキュリティのレベルです。セキュリティ
レベルとセキュリティ モデルの組み合わせにより、SNMP パケットを扱うときに使用するセキュ
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リティ方式が決まります。使用可能なセキュリティ モデルは、SNMPv1、SNMPv2C、および
SNMPv3 です。
次の表では、この特性を識別し、セキュリティモデルとセキュリティレベルの異なる組み合わせ
を比較します。
表 71：SNMP セキュリティ モデルおよびセキュリティ レベル

モデル

レベル

認証

暗号化

結果

SNMPv1

noAuthNoPriv

コミュニティスト 未対応
リング

コミュニティスト
リングの照合を使
用して認証しま
す。

SNMPv2C

noAuthNoPriv

コミュニティスト 未対応
リング

コミュニティスト
リングの照合を使
用して認証しま
す。

SNMPv3

noAuthNoPriv

ユーザ名

未対応

ユーザ名の照合を
使用して認証しま
す。

SNMPv3

authNoPriv

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

HMAC-MD5 アル
ゴリズムまたは
HMAC-SHA アル
ゴリズムに基づい
て認証します。
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モデル

レベル

認証

暗号化

結果

SNMPv3

authPriv

MD5 または SHA

データ暗号規格
（DES）または
Advanced
Encryption Standard
（AES）

HMAC-MD5 アル
ゴリズムまたは
HMAC-SHA アル
ゴリズムに基づい
て認証します。
次の暗号化アルゴ
リズムで、
User-based Security
Model（USM）を
指定できます。
• CBC-DES
（DES-56）
規格に基づ
く認証に加
えた DES 56
ビット暗号
化
• 3DES 168
ビット暗号
化
• AES 128 ビッ
ト暗号化、
192 ビット暗
号化、また
は 256 ビッ
ト暗号化

管理ステーションでサポートされている SNMP バージョンを使用するには、SNMP エージェント
を設定する必要があります。エージェントは複数のマネージャと通信できるため、SNMPv1、
SNMPv2C、および SNMPv3 を使用する通信をサポートするようにソフトウェアを設定できます。

SNMP の制約事項
バージョンの制約事項
• SNMPv1 は informs をサポートしていません。
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SNMP に関する情報
SNMP の概要
SNMP は、マネージャとエージェント間の通信のメッセージ フォーマットを提供するアプリケー
ションレイヤ プロトコルです。SNMP システムは、SNMP マネージャ、SNMP エージェント、お
よび管理情報ベース（MIB）で構成されます。SNMP マネージャは、Cisco Prime Infrastructure な
どのネットワーク管理システム（NMS）に統合できます。エージェントおよび MIB は、スイッチ
に常駐します。スイッチ 上で SNMP を設定するには、マネージャとエージェント間の関係を定義
します。
SNMP エージェントは MIB 変数を格納し、SNMP マネージャはこの変数の値を要求または変更で
きます。マネージャはエージェントから値を取得したり、エージェントに値を格納したりできま
す。エージェントは、デバイス パラメータやネットワーク データの保存場所である MIB から値
を収集します。また、エージェントはマネージャのデータ取得またはデータ設定の要求に応答で
きます。
エージェントは非送信請求トラップをマネージャに送信できます。トラップは、ネットワーク上
のある状態を SNMP マネージャに通知するメッセージです。トラップは不正なユーザ認証、再起
動、リンク ステータス（アップまたはダウン）、MAC アドレス追跡、TCP 接続の終了、ネイバー
との接続の切断などの重要なイベントの発生を意味する場合があります。

SNMP マネージャ機能
SNMP マネージャは、MIB 情報を使用して、次の表に示す動作を実行します。
表 72：SNMP の動作

動作

説明

get-request

特定の変数から値を取得します。

get-next-request テーブル内の変数から値を取得します。5
get-bulk-request6 テーブルの複数の行など、通常はサイズの小さい多数のデータ ブロックに分割
して送信する必要がある巨大なデータ ブロックを取得します。
get-response

NMS から送信される get-request、get-next-request、および set-request に対して応
答します。

set-request

特定の変数に値を格納します。

trap

SNMP エージェントから SNMP マネージャに送られる、イベントの発生を伝え
る非送信請求メッセージです。

5

この動作を使用した場合、SNMP マネージャは厳密な変数名を知る必要はありません。テーブル内を順に検索して、必要な変数を検出しま
す。
6
get-bulk コマンドを使用できるのは、SNMPv2 以上に限られます。
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SNMP エージェント機能
SNMP エージェントは、次のようにして SNMP マネージャ要求に応答します。
• MIB 変数の取得：SNMP エージェントは NMS からの要求に応答して、この機能を開始しま
す。エージェントは要求された MIB 変数の値を取得し、この値を使用して NMS に応答しま
す。
• MIB 変数の設定：SNMP エージェントは NMS からのメッセージに応答して、この機能を開
始します。SNMP エージェントは、MIB 変数の値を NMS から要求された値に変更します。
エージェントで重要なイベントが発生したことを NMS に通知するために、SNMP エージェントは
非送信請求トラップ メッセージも送信します。トラップ条件の例には、ポートまたはモジュール
がアップまたはダウン状態になった場合、スパニングツリー トポロジが変更された場合、認証に
失敗した場合などがあります。
関連トピック
SNMP エージェントのディセーブル化, （905 ページ）
SNMP ステータスのモニタリング, （927 ページ）

SNMP コミュニティ ストリング
SNMP コミュニティ ストリングは、MIB オブジェクトへのアクセスを認証し、組み込みパスワー
ドとして機能します。NMS が スイッチ にアクセスするには、NMS 上のコミュニティ ストリング
定義が スイッチ 上の 3 つのコミュニティ ストリング定義の少なくとも 1 つと一致しなければな
りません。
コミュニティ ストリングの属性は、次のいずれかです。
• 読み取り専用（RO）：コミュニティ ストリングを除き MIB 内のすべてのオブジェクトに、
許可された管理ステーションに対する読み取りアクセス権を与えますが、書き込みアクセス
は許可しません。
• 読み取り-書き込み（RW）：MIB 内のすべてのオブジェクトに、許可された管理ステーショ
ンに対する読み取りおよび書き込みアクセス権を与えますが、コミュニティ ストリングへの
アクセスは許可しません。
• クラスタを作成すると、コマンド スイッチがメンバ スイッチと SNMP アプリケーション間
のメッセージ交換を管理します。Network Assistant ソフトウェアは、コマンド スイッチ上で
最初に設定された RW および RO コミュニティ ストリングにメンバ スイッチ番号（@esN、
N はスイッチ番号）を追加し、これらのストリングをメンバ スイッチに伝播します。
関連トピック
コミュニティ ストリングの設定, （907 ページ）
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SNMP MIB 変数アクセス
NMS の例として、Cisco Prime Infrastructure ネットワーク管理ソフトウェアがあります。Cisco Prime
Infrastructure 2.0 ソフトウェアは、スイッチ MIB 変数を使用して装置変数を設定し、ネットワーク
上の装置をポーリングして特定の情報を取得します。ポーリング結果は、グラフ形式で表示され
ます。この結果を解析して、インターネットワーキング関連の問題のトラブルシューティング、
ネットワーク パフォーマンスの改善、デバイス設定の確認、トラフィック負荷のモニタなどを行
うことができます。
次の図に示すように、SNMP エージェントは MIB からデータを収集します。エージェントは SNMP
マネージャに対し、トラップ（特定イベントの通知）を送信でき、SNMP マネージャはトラップ
を受信して処理します。トラップは、ネットワーク上で発生した不正なユーザ認証、再起動、リ
ンク ステータス（アップまたはダウン）、MAC アドレス トラッキングなどの状況を SNMP マ
ネージャに通知します。SNMP エージェントはさらに、SNMP マネージャから get-request、
get-next-request、および set-request 形式で送信される MIB 関連のクエリに応答します。
図 52：SNMP ネットワーク

SNMP 通知
SNMP を使用すると、特定のイベントが発生した場合に、スイッチから SNMP マネージャに通知
を送信できます。SNMP 通知は、トラップまたは情報要求として送信できます。コマンド構文で
は、トラップまたは情報を選択するオプションがコマンドにない限り、キーワード traps はトラッ
プ、情報、またはその両方を表します。snmp-server host コマンドを使用して、トラップまたは情
報として SNMP 通知を送信するかどうかを指定します。

（注）

SNMPv1 は informs をサポートしていません。
トラップは信頼性に欠けます。受信側はトラップを受信しても確認応答を送信しないので、トラッ
プが受信されたかどうかが送信側にわからないからです。情報要求の場合、受信した SNMP マ
ネージャは SNMP 応答プロトコル データ ユニット（PDU）でメッセージを確認します。送信側
が応答を受信しなかった場合は、再び情報要求を送信できます。再送信できるので、情報の方が
トラップより意図した宛先に届く可能性が高くなります。
情報の方がトラップより信頼性が高いのは、スイッチおよびネットワークのリソースを多く消費
するという特性にも理由があります。送信と同時に廃棄されるトラップと異なり、情報要求は応
答を受信するまで、または要求がタイムアウトになるまで、メモリ内に保持されます。トラップ
の送信は 1 回限りですが、情報は数回にわたって再送信つまり再試行が可能です。再送信の回数
が増えるとトラフィックが増加し、ネットワークのオーバーヘッドが高くなる原因にもなります。
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したがって、トラップにするか情報にするかは、信頼性を取るかリソースを取るかという選択に
なります。SNMP マネージャですべての通知を受信することが重要な場合は、情報要求を使用し
てください。ネットワークまたはスイッチ のメモリ上のトラフィックが問題になる場合で、なお
かつ通知が不要な場合は、トラップを使用してください。
関連トピック
SNMP 通知の設定, （914 ページ）
SNMP ステータスのモニタリング, （927 ページ）

SNMP ifIndex MIB オブジェクト値
SNMP エージェントの IF-MIB モジュールがリブート後すぐに起動されます。さまざまな物理イン
ターフェイス ドライバが IF-MIB モジュールの登録を初期化されているように、「インデックス
番号をください」と示します。IF-MIB モジュールが先着順で使用可能な次の ifIndex 番号を割り
当てます。つまり、1 つのリブートから他のリブートへのドライバの初期化順序のマイナーな違
いが、同じ物理インターフェイスにリブートを行う以前のものとは別のインデックス番号を取得
する可能性があるということです（インデックス持続が有効化されていない限り）。

SNMP のデフォルト設定

7

機能

デフォルト設定

SNMP エージェント

ディセーブル7

SNMP トラップ レシーバ

未設定

SNMP トラップ

TCP 接続のトラップ（tty）以外は、イネーブルではありません。

SNMP バージョン

バージョン キーワードがない場合、デフォルトはバージョン 1 に
なります。

SNMPv3 認証

キーワードを入力しなかった場合、セキュリティ レベルはデフォ
ルトで noauth（noAuthNoPriv）になります。

SNMP 通知タイプ

タイプが指定されていない場合、すべての通知が送信されます。

これは、スイッチが起動し、スタートアップ コンフィギュレーションに snmp-server グローバル コンフィギュレーション コマンドが設定
されていない場合のデフォルトです。

SNMP 設定時の注意事項
スイッチが起動し、スイッチのスタートアップ コンフィギュレーションに少なくとも 1 つの
snmp-server グローバル コンフィギュレーション コマンドが設定されている場合、SNMP エージェ
ントはイネーブルになります。
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SNMP グループは、SNMP ユーザを SNMP ビューに対応付けるテーブルです。SNMP ユーザは、
SNMP グループのメンバです。SNMP ホストは、SNMP トラップ動作の受信側です。SNMP エン
ジン ID は、ローカルまたはリモート SNMP エンジンの名前です。
SNMP グループを設定するときには、次の注意事項に従ってください。
• SNMP グループを設定するときは、通知ビューを指定しません。snmp-server host グローバ
ル コンフィギュレーション コマンドがユーザの通知ビューを自動生成し、そのユーザを対
応するグループに追加します。グループの通知ビューを変更すると、そのグループに対応付
けられたすべてのユーザが影響を受けます。
• リモート ユーザを設定する場合は、ユーザが存在するデバイスのリモート SNMP エージェン
トに対応する IP アドレスまたはポート番号を指定します。
• 特定のエージェントのリモート ユーザを設定する前に、snmp-server engineID グローバル コ
ンフィギュレーション コマンドを remote オプションとともに使用して、SNMP エンジン ID
を設定してください。リモート エージェントの SNMP エンジン ID およびユーザ パスワード
を使用して認証およびプライバシー ダイジェストが算出されます。先にリモート エンジン
ID を設定しておかないと、コンフィギュレーション コマンドがエラーになります。
• SNMP 情報を設定するときには、プロキシ要求または情報の送信先となるリモート エージェ
ントの SNMP エンジン ID を SNMP データベースに設定しておく必要があります。
• ローカル ユーザがリモート ホストと関連付けられていない場合、スイッチは auth
（authNoPriv）および priv（authPriv）の認証レベルの情報を送信しません。
• SNMP エンジン ID の値を変更すると、重大な影響が生じます。（コマンド ラインで入力さ
れた）ユーザのパスワードは、パスワードおよびローカル エンジン ID に基づいて、MD5 ま
たは SHA セキュリティ ダイジェストに変換されます。コマンド ラインのパスワードは、RFC
2274 の規定に従って廃棄されます。このようにパスワードが廃棄されるため、エンジン ID
値を変更した場合は SNMPv3 ユーザのセキュリティ ダイジェストが無効となり、snmp-server
user username グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、SNMP ユーザを再
設定する必要があります。エンジン ID を変更した場合は、同様の制限によってコミュニティ
ストリングも再設定する必要があります。
関連トピック
SNMP グループおよびユーザの設定, （909 ページ）
SNMP ステータスのモニタリング, （927 ページ）

SNMP の設定方法
SNMP エージェントのディセーブル化
no snmp-server グローバル コンフィギュレーション コマンドは、デバイス上で実行している SNMP
エージェントのすべてのバージョン（バージョン 1、バージョン 2C、バージョン 3）をディセー
ブルにします。入力した最初の snmp-server グローバル コンフィギュレーション コマンドによっ
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て、SNMP エージェントのすべてのバージョンを再度イネーブルにします。特に SNMP をイネー
ブルにするために指定された Cisco IOS コマンドはありません。
SNMP エージェントをディセーブルにするには、次の手順を実行します。

はじめる前に
SNMP エージェントをディセーブルにする前にイネーブルにする必要があります。デバイス上で
入力した最初の snmp-server グローバル コンフィギュレーション コマンドによって SNMP エー
ジェントがイネーブルになります。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにしま
す。パスワードを入力します（要求され
た場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

no snmp-server

SNMP エージェント動作をディセーブル
にします。

例：
Device(config)# no snmp-server

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 5

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイ
ルに設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config
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関連トピック
SNMP エージェント機能, （902 ページ）
SNMP ステータスのモニタリング, （927 ページ）

コミュニティ ストリングの設定
SNMP マネージャとエージェントの関係を定義するには、SNMP コミュニティ ストリングを使用
します。コミュニティ ストリングは、スイッチ上のエージェントへのアクセスを許可する、パス
ワードと同様の役割を果たします。ストリングに対応する次の特性を 1 つまたは複数指定するこ
ともできます。
• コミュニティ ストリングを使用してエージェントにアクセスできる SNMP マネージャの IP
アドレスのアクセス リスト
• 指定のコミュニティにアクセスできるすべての MIB オブジェクトのサブセットを定義する
MIB ビュー
• コミュニティにアクセスできる MIB オブジェクトの読み書き権限または読み取り専用権限
スイッチ上でコミュニティ ストリングを設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権EXECモードをイネーブルにします。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステッ
プ2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステッ
プ3

snmp-server community string[view コミュニティ ストリングを設定します。
view-name][ro|rw][access-list-number]
（注）
コンテキスト情報を区切るには @ 記号
を使用します。このコマンドの設定時に
例：
SNMP コミュニティ ストリングの一部
Device(config)# snmp-server
として@記号を使用しないでください。
community comaccess ro 4
• string には、パスワードと同様に機能し、
SNMP プロトコルへのアクセスを許可するス
トリングを指定します。任意の長さのコミュ
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コマンドまたはアクション

目的
ニティ ストリングを 1 つまたは複数設定でき
ます。
• （任意）view には、コミュニティがアクセス
できるビュー レコードを指定します。
• （任意）許可された管理ステーションで MIB
オブジェクトを取得する場合は読み取り専用
（ro）、許可された管理ステーションで MIB
オブジェクトを取得および変更する場合は読
み書き（rw）を指定します。デフォルトで
は、コミュニティ ストリングはすべてのオブ
ジェクトに対する読み取り専用アクセスを許
可します。
• （任意）access-list-number には、1 ～ 99 およ
び 1300 ～ 1999 の標準 IP アクセス リスト番
号を入力します。

ステッ
プ4

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

（任意）ステップ 3 で標準 IP アクセス リスト番号
を指定してリストを作成した場合は、必要に応じ
てコマンドを繰り返します。
• access-list-number には、ステップ 3 で指定し
たアクセス リスト番号を入力します。

Device(config)# access-list 4
deny any

• deny キーワードは、条件が一致した場合にア
クセスを拒否します。permit キーワードは、
条件が一致した場合にアクセスを許可しま
す。
• source には、コミュニティ ストリングを使用
してエージェントにアクセスできる SNMP マ
ネージャの IP アドレスを入力します。
• （任意）source-wildcard には、source に適用
されるワイルドカード ビットをドット付き
10 進表記で入力します。無視するビット位置
には 1 を設定します。
アクセス リストの末尾には、すべてに対する暗黙
の拒否ステートメントが常に存在することに注意
してください。
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ステッ
プ5

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステッ
プ6

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステッ
プ7

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定
を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

次の作業
SNMP コミュニティのアクセスをディセーブルにするには、そのコミュニティのコミュニティ ス
トリングをヌル ストリングに設定します（コミュニティ ストリングに値を入力しないでくださ
い）。
特定のコミュニティ ストリングを削除するには、no snmp-server コミュニティ ストリング グロー
バル コンフィギュレーション コマンドを使用します。
スイッチのローカルまたはリモート SNMP サーバ エンジンを表す識別名（エンジン ID）を指定
できます。SNMP ユーザを SNMP ビューにマッピングする、SNMP サーバ グループを設定し、新
規ユーザを SNMP グループに追加できます。
関連トピック
SNMP コミュニティ ストリング, （902 ページ）

SNMP グループおよびユーザの設定
スイッチのローカルまたはリモート SNMP サーバ エンジンを表す識別名（エンジン ID）を指定
できます。SNMP ユーザを SNMP ビューにマッピングする、SNMP サーバ グループを設定し、新
規ユーザを SNMP グループに追加できます。
スイッチ上の SNMP グループとユーザを設定するには、次の手順を実行します。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

909

SNMP の設定方法

手順
コマンドまたはアクション
enable
ス
テッ
プ 1 例：
Device> enable

configureterminal
ス
テッ
プ 2 例：
Device# configure terminal

snmp-server engineID{local engineid-string|remote ip-address[udp-port port-number] engineid-string}
ス
テッ
プ 3 例：
Device(config)# snmp-server engineID local 1234
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コマンドまたはアクション

snmp-server group group-name readview writeview notifyview access-list{v1|v2c|v3{auth|noauth|priv}}[read][
ス
テッ
プ 4 例：
Device(config)# snmp-server group public v2c access lmnop
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コマンドまたはアクション

snmp-server user username group-name host port access-list access-list access-list auth-passwordpriv
ス
テッ priv-password{remote[udp-port]}{v1[access]|v2c[access]|v3[encrypted][access][auth{md5|sha}]}[{des|3des|a
プ5
例：
Device(config)#

snmp-server user Pat public v2c
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コマンドまたはアクション
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コマンドまたはアクション

end
ス
テッ
プ 6 例：
Device(config)# end

show running-config
ス
テッ
プ 7 例：
Device# show running-config

copy running-config startup-config
ス
テッ
プ 8 例：
Device# copy running-config startup-config

関連トピック
SNMP 設定時の注意事項, （904 ページ）
SNMP ステータスのモニタリング, （927 ページ）

SNMP 通知の設定
トラップ マネージャは、トラップを受信して処理する管理ステーションです。トラップは、特定
のイベントが発生したときにスイッチが生成するシステム アラートです。デフォルトでは、ト
ラップ マネージャは定義されず、トラップは送信されません。この Cisco IOS Release が稼働して
いるスイッチでは、トラップ マネージャを無制限に設定できます。
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（注）

コマンド構文で traps というワードを使用するコマンドは多数あります。トラップまたは情報
を選択するオプションがコマンドにない限り、キーワード traps はトラップ、情報のいずれ
か、またはその両方を表します。snmp-server host グローバル コンフィギュレーション コマン
ドを使用して、トラップまたは情報として SNMP 通知を送信するかどうかを指定します。
グローバル コンフィギュレーション コマンドを snmp-server host グローバル コンフィギュレー
ション コマンドと組み合わせて使用すると、次の表に示す通知タイプを特定のホストで受信でき
ます。これらのトラップの一部または全部をイネーブルにして、これを受信するようにトラップ
マネージャを設定できます。
表 73：デバイスの通知タイプ

通知タイプのキーワード

説明

bridge

STP ブリッジ MIB トラップを生成します。

cluster

クラスタ設定が変更された場合に、トラップを生成します。

config

SNMP 設定が変更された場合に、トラップを生成します。

copy-config

SNMP コピー設定が変更された場合に、トラップを生成しま
す。

cpu threshold

CPU に関連したトラップをイネーブルにします。

entity

SNMP エンティティが変更された場合に、トラップを生成し
ます。

envmon

環境モニタ トラップを生成します。ファン（fan）、シャッ
トダウン（shutdown）、ステータス（status）、電源
（supply）、温度（temperature）の環境トラップのいずれか
またはすべてをイネーブルにできます。

flash

SNMP FLASH 通知を生成します。スイッチ スタックでは、
オプションとして、フラッシュの追加または削除に関する通
知をイネーブルにできます。このようにすると、スタックか
らスイッチを削除するか、またはスタックにスイッチを追加
した場合に（物理的な取り外し、電源の再投入、またはリ
ロードの場合に）、トラップが発行されます。

fru-ctrl

エンティティ現場交換可能ユニット（FRU）制御トラップを
生成します。スイッチ スタックでは、このトラップはスタッ
クにおけるスイッチの挿入/取り外しを意味します。

hsrp

ホットスタンバイ ルータ プロトコル（HSRP）が変更された
場合に、トラップを生成します。

ipmulticast

IP マルチキャスト ルーティングが変更された場合に、トラッ
プを生成します。
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通知タイプのキーワード

説明

mac-notification

MAC アドレス通知のトラップを生成します。

ospf

Open Shortest Path First（OSPF）が変更された場合に、トラッ
プを生成します。シスコ固有、エラー、リンクステート ア
ドバタイズ、レート制限、再送信、ステート変更に関するト
ラップを任意にイネーブルにできます。

pim

Protocol-Independent Multicast（PIM）が変更された場合に、
トラップを生成します。無効な PIM メッセージ、ネイバー
変更、およびランデブー ポイント（RP）マッピングの変更
に関するトラップを任意にイネーブルにできます。

port-security

SNMP ポート セキュリティ トラップを生成します。1 秒あ
たりの最大トラップ速度も設定できます。指定できる範囲は
0 ～ 1000 秒です。デフォルトは 0 秒で、レート制限がない
という意味です。
通知タイプ port-security を使用してトラップを設
定する際に、まずポート セキュリティ トラップを
設定して、次に以下のポート セキュリティ トラッ
プ レートを設定します。
1 snmp-server enable trapsport-security
（注）

2 snmp-server enable trapsport-securitytrap-rate rate
snmp

認証、コールド スタート、ウォーム スタート、リンク アッ
プ、またはリンク ダウンについて、SNMP タイプ通知のト
ラップを生成します。

storm-control

SNMP ストーム制御のトラップを生成します。1 分あたりの
最大トラップ速度も設定できます。指定できる範囲は 0 ～
1000 です。デフォルトは 0 に設定されています（制限なし
の状態では、発生ごとにトラップが送信されます）。

stpx

SNMP STP 拡張 MIB トラップを生成します。

syslog

SNMP の Syslog トラップを生成します。

tty

TCP 接続のトラップを生成します。このトラップは、デフォ
ルトでイネーブルに設定されています。

vlan-membership

SNMP VLAN メンバーシップが変更された場合に、トラップ
を生成します。

vlancreate

SNMP VLAN 作成トラップを生成します。

vlandelete

SNMP VLAN 削除トラップを生成します。
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通知タイプのキーワード

説明

vtp

VLAN トランキング プロトコル（VTP）が変更された場合
に、トラップを生成します。

ホストにトラップまたは情報を送信するようにスイッチを設定するには、次の手順を実行します。

手順

ス
テッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 E
にしま
ます（

例：
Device> enable

ス
テッ
プ2

グロー
ション

configureterminal
例：
Device# configure terminal

ス
テッ
プ3

snmp-server engineID remote ip-address engineid-string

リモー
を指定

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

ス
テッ
プ4

snmp-server user username group-name host port access-list access-list access-list
SNMP
auth-password{remote[udp-port]}{v1[access]|v2c[access]|v3[encrypted][access][auth{md5|sha}]} プ 3 で
に関連
例：
Device(config)#

ス
テッ
プ5

（注）

snmp-server user Pat public v2c

snmp-server group group-name{v1|v2c|v3{auth|noauth|priv}}[read readview][write writeview][notify SNMP
notifyview][access access-list]
例：
Device(config)# snmp-server group public v2c access lmnop
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ス
テッ
プ6

コマンドまたはアクション

目的

snmp-server host host-addr[informs|traps][version{1|2c|3{auth|noauth|priv}}]
community-string[notification-type]

SNMP ト
指定しま

host-addr
なる受信
ターネッ
す。

例：
Device(config)# snmp-server host 203.0.113.1 comaccess snmp

（任意）
トに送信
フォルト

（任意）
送信する
ます。

（任意）
または 3）
SNMPv1 は
ていませ

（任意）
認証レベ
は priv を
（注）

communit
または ve
いる場合
る、パス
ミュニテ
ます。ve
る場合、
力します

コンテキ
@ 記号を
ンドの設
ティ スト
記号を使

（任意）
上の表に
ワードを
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コマンドまたはアクション

目的

指定さ
の通知

（注）

ス
テッ
プ7

snmp-server enable traps notification-types

スイッ
ンフォ
にし、
定しま
ついて
か、次
ださい
traps?

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

複数の
ブルに
プごと
traps コ
必要が

（注）
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ス
テッ
プ8

コマンドまたはアクション

目的

snmp-server trap-source interface-id

（任意）
スを指定
フェイス
セージの
ます。情
も、この
す。

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

ス
テッ
プ9

snmp-server queue-length length

（任意）
メッセー
します。
1000 です
す。

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

snmp-server trap-timeout seconds
ス
テッ
プ 10 例：

（任意）
再送信す
指定でき
す。デフ

Device(config)# snmp-server trap-timeout 60

end
ス
テッ
プ 11 例：

特権 EXE

Device(config)# end

show running-config
ス
テッ
プ 12 例：

入力を確

Device# show running-config

copy running-config startup-config
ス
テッ
プ 13 例：

（任意）
ン ファイ
す。

Device# copy running-config startup-config

次の作業
snmp-server host コマンドでは、通知を受信するホストを指定します。snmp-server enable traps コ
マンドによって、指定された通知方式（トラップおよび情報）がグローバルでイネーブルになり
ます。ホストが情報を受信できるようにするには、そのホストに対応する snmp-server host informs
コマンドを設定しsnmp-server enable traps コマンドを使用して情報をグローバルにイネーブルに
する必要があります。
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指定したホストがトラップを受信しないようにするには、no snmp-server host host グローバル コ
ンフィギュレーション コマンドを使用します。キーワードを指定しないで no snmp-server host コ
マンドを使用すると、ホストへのトラップはディセーブルになりますが、情報はディセーブルに
なりません。情報をディセーブルにするには、no snmp-server host informs グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用してください。特定のトラップ タイプをディセーブルにするに
は、no snmp-server enable traps notification-types グローバル コンフィギュレーション コマンドを
使用します。
関連トピック
SNMP 通知, （903 ページ）
SNMP ステータスのモニタリング, （927 ページ）

エージェント コンタクトおよびロケーションの設定
SNMP エージェントのシステム接点およびロケーションを設定して、コンフィギュレーション
ファイルからこれらの記述にアクセスできるようにするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにしま
す。パスワードを入力します（要求さ
れた場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

snmp-server contact text

システムの連絡先文字列を設定しま
す。

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

ステップ 4

snmp-server location text

システムの場所を表す文字列を設定し
ます。

例：
Device(config)# snmp-server location
Building 3/Room 222
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 6

入力を確認します。

show running-config
例：
Device# show running-config

ステップ 7

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファ
イルに設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

SNMP を通して使用する TFTP サーバの制限
SNMP を介したコンフィギュレーション ファイルの保存とロードに使用する TFTP サーバを、ア
クセス リストで指定されたサーバに限定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal
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チ）
922

OL-30686-01-J

SNMP の設定方法

ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

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

SNMP を介したコンフィギュレーション ファイ
ルのコピーに使用する TFTP サーバを、アクセ
ス リストのサーバに限定します。

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

ステップ 4

access-list-number には、1 ～ 99 および 1300 ～
1999 の標準 IP アクセス リスト番号を入力しま
す。

access-list access-list-number
標準アクセス リストを作成し、コマンドを必要
sourcesource-wildcard{deny|permit}[] な回数だけ実行します。
例：
Device(config)# access-list 44
permit 10.1.1.2

access-list-number には、ステップ 3 で指定した
アクセス リスト番号を入力します。
deny キーワードは、条件が一致した場合にアク
セスを拒否します。permit キーワードは、条件
が一致した場合にアクセスを許可します。
source には、スイッチにアクセスできる TFTP
サーバの IP アドレスを入力します。
（任意）source-wildcard には、source に適用さ
れるワイルドカード ビットをドット付き 10 進
表記で入力します。無視するビット位置には 1
を設定します。
アクセス リストの末尾には、すべてに対する暗
黙の拒否ステートメントが常に存在します。

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 6

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 7

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設
定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config
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SNMP のトラップフラグの設定
手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

trapflags ap { interfaceup | AP 関連トラップの送信をイネーブルにします。トラッ
register}
プ フラグをディセーブルにするには、このコマンドのno
形式を使用します。
例：
Device(config)# trapflags
ap interfaceup

• interfaceup：Cisco AP インターフェイス（A または
B）が起動したときにトラップをイネーブルにしま
す。
• register：Cisco AP が Cisco スイッチ に登録するとき
にトラップをイネーブルにします。

ステップ 3

trapflags client {dot11 |
excluded}
例：
Device(config)# trapflags
client excluded

クライアント関連 DOT11 トラップの送信をイネーブル
にします。トラップ フラグをディセーブルにするには、
このコマンドのno 形式を使用します。
• dot11：クライアントの DOT11 トラップをイネーブ
ルにします。
• excluded：クライアント用の除外されたトラップを
イネーブルにします。

ステップ 4

trapflags dot11-security
{ids-sig-attack |
wep-decrypt-error}
例：

802.11 セキュリティ関連トラップの送信をイネーブルに
します。トラップ フラグをディセーブルにするには、こ
のコマンドのno 形式を使用します。
• ids-sig-attack：IDS シグニチャ攻撃トラップをイネー
ブルにします。

Device(config)# trapflags
dot11-security
wep-decrypt-error

• wep-decrypt-error：クライアントの WEP 復号化エ
ラーのトラップをイネーブルにします。
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コマンドまたはアクション 目的
ステップ 5

trapflags mesh
例：

メッシュのトラップをイネーブルにします。トラップ フ
ラグをディセーブルにするには、このコマンドのno 形式
を使用します。

Device(config)# trapflags
mesh

ステップ 6

trapflags rogueap
例：

不正 AP 検出のトラップをイネーブルにします。トラッ
プ フラグをディセーブルにするには、このコマンドのno
形式を使用します。

Device(config)# trapflags
rogueap

ステップ 7

trapflags rrm-params
{channels | tx-power}
例：
Device(config)# trapflags
rrm-params tx-power

RRM-parameter 更新関連トラップの送信をイネーブルに
します。トラップ フラグをディセーブルにするには、こ
のコマンドのno 形式を使用します。
• channels：RF マネージャが自動的に Cisco AP イン
ターフェイスのチャネル番号を変更するときにト
ラップをイネーブルにします。
• tx-power：RF マネージャが自動的に Cisco AP イン
ターフェイスの Tx-Power レベルを変更するときに
トラップをイネーブルにします。

ステップ 8

trapflags rrm-profile
{coverage | interference |
load | noise}
例：
Device(config)# trapflags
rrm-profile interference

RRM-Profile 関連トラップの送信をイネーブルにします。
トラップ フラグをディセーブルにするには、このコマン
ドのno 形式を使用します。
• coverage：RF マネージャによって保持されるカバ
レッジ プロファイルでエラーが発生したときにト
ラップをイネーブルにします。
• interference：RF マネージャによって保持される干
渉プロファイルでエラーが発生したときにトラップ
をイネーブルにします。
• load：RF マネージャによって保持される負荷プロ
ファイルでエラーが発生したときにトラップをイ
ネーブルにします。
• noise：RF マネージャによって保持されるノイズ プ
ロファイルでエラーが発生したときにトラップをイ
ネーブルにします。
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コマンドまたはアクション 目的
ステップ 9

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

SNMP ワイヤレス トラップ通知のイネーブル化
手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステッ
プ2

snmp-server enable traps
SNMP ワイヤレス トラップ通知をイネーブルにしま
wireless [AP | RRM |
す。
bsn80211SecurityTrap |
• AP：アクセス ポイント トラップをイネーブルに
bsnAPParamUpdate |
bsnAPProfile | bsnAccessPoint |
します。
bsnMobileStation | bsnRogue |
• RRM：RRM トラップをイネーブルにします。
client | mfp | rogue]
• bsn80211SecurityTrap：セキュリティ関連のトラッ
例：
Device(config)# snmp-server
enable traps wireless AP

プをイネーブルにします。
• bsnAPParamUpdate：更新される AP パラメータの
トラップをイネーブルにします。
• bsnAPProfile：BSN AP プロファイル トラップを
イネーブルにします。
• bsnAccessPoint：BSN アクセス ポイント トラップ
をイネーブルにします。
• bsnMobileStation：ワイヤレス クライアント ト
ラップを制御します。
• bsnRogue：BSN 不正関連トラップをイネーブル
にします。
• client：クライアント トラップをイネーブルにし
ます。
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コマンドまたはアクション

目的
• mfp：MFP トラップをイネーブルにします。
• rogue：不正関連トラップをイネーブルにします。

ステッ
プ3

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Device(config)# end

SNMP ステータスのモニタリング
不正なコミュニティ ストリング エントリ、エラー、要求変数の数など、SNMP の入出力統計情報
を表示するには、show snmp 特権 EXEC コマンドを使用します。また、次の表にリストされたそ
の他の特権 EXEC コマンドを使用して、SNMP 情報を表示することもできます。
表 74：SNMP 情報を表示するためのコマンド

コマンド

目的

show snmp

SNMP 統計情報を表示します。

show snmp engineID

デバイスに設定されているローカル SNMP エンジンおよ
びすべてのリモートエンジンに関する情報を表示します。

show snmp group

ネットワーク上の各 SNMP グループに関する情報を表示
します。

show snmp pending

保留中の SNMP 要求の情報を表示します。

show snmp sessions

現在の SNMP セッションの情報を表示します。

show snmp user

SNMP ユーザ テーブルの各 SNMP ユーザ名に関する情報
を表示します。
（注）

このコマンドは、auth | noauth | priv モードの
SNMPv3 設定情報を表示するときに使用する必
要があります。この情報は、show running-config
の出力には表示されません。
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関連トピック
SNMP エージェントのディセーブル化, （905 ページ）
SNMP エージェント機能, （902 ページ）
SNMP グループおよびユーザの設定, （909 ページ）
SNMP 設定時の注意事項, （904 ページ）
SNMP 通知の設定, （914 ページ）
SNMP 通知, （903 ページ）

SNMP の例
次に、SNMP のすべてのバージョンをイネーブルにする例を示します。この設定では、任意の
SNMP マネージャがコミュニティ ストリング public を使用して、読み取り専用権限ですべてのオ
ブジェクトにアクセスできます。この設定では、スイッチ はトラップを送信しません。
Device(config)# snmp-server community public

次に、任意の SNMP マネージャがコミュニティ ストリング public を使用して、読み取り専用権限
ですべてのオブジェクトにアクセスする例を示します。スイッチはさらに、SNMPv1 を使用して
ホスト 192.180.1.111 および 192.180.1.33 に、SNMPv2C を使用してホスト 192.180.1.27 に VTP ト
ラップを送信します。コミュニティ ストリング public は、トラップとともに送信されます。
Device(config)#
Device(config)#
Device(config)#
Device(config)#
Device(config)#

snmp-server
snmp-server
snmp-server
snmp-server
snmp-server

community public
enable traps vtp
host 192.180.1.27 version 2c public
host 192.180.1.111 version 1 public
host 192.180.1.33 public

次に、comaccess コミュニティ ストリングを使用するアクセス リスト 4 のメンバに、すべてのオ
ブジェクトへの読み取り専用アクセスを許可する例を示します。その他の SNMP マネージャは、
どのオブジェクトにもアクセスできません。SNMP 認証障害トラップは、SNMPv2C がコミュニ
ティ ストリング public を使用してホスト cisco.com に送信します。
Device(config)# snmp-server community comaccess ro 4
Device(config)# snmp-server enable traps snmp authentication
Device(config)# snmp-server host cisco.com version 2c public

次に、エンティティ MIB トラップをホスト cisco.com に送信する例を示します。コミュニティ ス
トリングは制限されます。1 行めで、スイッチ はすでにイネーブルになっているトラップ以外に、
エンティティ MIB トラップを送信できるようになります。2 行目はこれらのトラップの宛先を指
定し、ホスト cisco.com に対する以前の snmp-server ホスト コマンドを無効にします。
Device(config)# snmp-server enable traps entity
Device(config)# snmp-server host cisco.com restricted entity

次に、コミュニティ ストリング public を使用して、すべてのトラップをホスト myhost.cisco.com
に送信するようにスイッチをイネーブルにする例を示します。
Device(config)# snmp-server enable traps
Device(config)# snmp-server host myhost.cisco.com public
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次に、ユーザとリモート ホストを関連付けて、ユーザがグローバル コンフィギュレーション モー
ドのときに auth（authNoPriv）認証レベルで情報を送信する例を示します。
Device(config)# snmp-server engineID remote 192.180.1.27 00000063000100a1c0b4011b
Device(config)# snmp-server group authgroup v3 auth
Device(config)# snmp-server user authuser authgroup remote 192.180.1.27 v3 auth md5 mypassword
Device(config)# snmp-server user authuser authgroup v3 auth md5 mypassword
Device(config)# snmp-server host 192.180.1.27 informs version 3 auth authuser config
Device(config)# snmp-server enable traps
Device(config)# snmp-server inform retries 0

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

SNMP コマンド

『Network Management Command Reference, Cisco
IOS XE Release 3E』

エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

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

標準および RFC
標準/RFC

Title

なし

-

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs
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シスコのテクニカル サポート
説明

Link

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

簡易ネットワーク管理プロトコルの機能の履歴と情報
リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
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• その他の参考資料, 942 ページ
• Web Cache Communication Protocol の機能の履歴と情報, 944 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

WCCP の前提条件
スイッチで WCCP を設定する前に、次の設定要件に従ってください。
• 同じサービス グループ内のアプリケーション エンジンおよびスイッチは、WCCP 対応のス
イッチに直接接続された同一サブネットワーク内に存在する必要があります。
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• クライアント、アプリケーション エンジン、およびレイヤ 3 インターフェイスとしての サー
バ（ルーテッド ポートおよびスイッチ仮想インターフェイス（SVI））に接続されたスイッ
チ インターフェイスを設定します。WCCP パケットのリダイレクトが機能するためには、
サーバ、アプリケーション エンジン、およびクライアントが、異なるサブネット上に存在す
る必要があります。
• 各アプリケーション エンジンに 1 つのマルチキャスト アドレスを設定するときは、予約さ
れていないマルチキャスト アドレスだけを使用します。
• WCCP エントリおよび PBR エントリは、同じ TCAM リージョンを使用します。WCCP は、
PBR（アクセス、ルーティング、デュアル IPv4/v6 ルーティング）をサポートするテンプレー
ト上でだけサポートされます。
• TCAM エントリを WCCP エントリの追加に使用できない場合、パケットはリダイレクトされ
ず、標準ルーティング テーブルを使用して転送されます。
• 使用可能な PBR ラベルの数は、WCCP 入力方法でイネーブルになるインターフェイスが増え
るにつれて減っていきます。サービス グループをサポートする各インターフェイスでは、ラ
ベルが 1 つ消費されます。WCCP ラベルは PBR ラベルから取得されます。PBR と WCCP 間
で使用可能なラベルを監視および管理する必要があります。ラベルが使用できないと、ス
イッチはサービス グループを追加できなくなります。ただし、別のインターフェイスに同じ
一連のサービス グループがある場合、新しいラベルは必要にならず、グループをインター
フェイスに追加できます。

WCCP に関する制約事項
サポートされない WCCP 機能
次の WCCP 機能は、このソフトウェア リリースでサポートされていません。
• ip wccp redirect out インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して設定され
た発信インターフェイスでのパケットのリダイレクト
• GRE 上での WCCP
• ロードバランシング用のハッシュ割り当て方式
• WCCP の SNMP サポート
• ハードウェアでのハッシュ割り当てマスク割り当てのみを使用したロード バランスの実行
• フラグメント化されたパケットのリダイレクト。これは、セキュリティ機能です。
一般的な制約事項
• サービス グループの最大数：8 入力および 8 出力。
• 同じスイッチ インターフェイス上では、WCCP と VPN ルーティングおよび転送（VRF）を
設定できません。
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• 同じスイッチ インターフェイス上では、WCCP および PBR を設定できません。
• 同じスイッチ インターフェイス上では、WCCP およびプライベート VLAN（PVLAN）を設
定できません。
• ip wccp redirect exclude in コマンドは、出力 WCCP 方式から入力パケットを除外できるよう
にします。これは、CE へのインターフェイスでは必要ではありません。
• キャッシュ エンジンが使用できない場合は、一致するパケットはドロップされます。これ
は、クローズ グループのサポートです。VRF 認識 WCCP のサポート、IPv6 WCCP のサポー
トはありません。
• デバイスを ip wccp check services all コマンドで設定すると、リダイレクト ACL がパケット
と一致しなかった場合、次のプライオリティのサービス グループと照合されます。

WCCP に関する情報
WCCP の概要
（注）

この機能を使用するには、デバイス上で IP Services フィーチャー セットが稼働している必要
があります。
WCCP はシスコが開発したコンテンツ ルーティング技術です。WCCP を使用すると広域アプリ
ケーション エンジン（以降、アプリケーション エンジンと呼ぶ）をネットワーク インフラスト
ラクチャに統合できます。アプリケーション エンジンは、頻繁にアクセスのあるコンテンツを透
過的に格納し、その同じコンテンツへの要求を満たし、サーバから繰り返し伝送されることを防
ぎます。アプリケーション エンジンは、コンテンツ配信を加速させ、最大限のスケーラビリティ
とコンテンツの可用性を実現します。サービスプロバイダー ネットワークのアクセス ポイント
（POP）で、WCCP および アプリケーション エンジン ソリューションを展開できます。エンター
プライズ ネットワークでは、地域サイトまたは小規模ブランチ オフィスで WCCP およびアプリ
ケーション エンジン ソリューションを展開できます。
WCCP およびシスコのキャッシュ エンジン（または WCCP が稼働している他のアプリケーション
エンジン）は、ネットワークでのトラフィック パターンをローカライズし、コンテンツ要求が
ローカルで実現されるようにします。
WCCP により、サポート対象のシスコ ルータおよびスイッチは、コンテンツ要求を透過的にリダ
イレクトできます。透過リダイレクトを使用すると、ユーザは使用しているブラウザが Web プロ
キシを使用するように設定する必要がありません。代わりに、ターゲット URLを使用してコンテ
ンツを要求でき、その要求は自動的にアプリケーション エンジンにリダイレクトされます。透過
という用語は、エンド ユーザが、自分の要求したファイル（Web ページなど）が、もとの指定し
たサーバからではなくアプリケーション エンジンから送信されるのを知らないという意味です。
アプリケーションエンジンが要求を受け取ると、自身のローカルキャッシュからサービスしよう
とします。要求された情報が存在しない場合、アプリケーション エンジンは別個の要求をエンド
サーバに送信し、要求された情報を取得します。取得した情報は、アプリケーション エンジンが
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要求元のクライアントに転送するとともに、その後の要求に応えるため、情報をキャッシュしま
す。
WCCP では、アプリケーションエンジン クラスタ（一連のアプリケーション エンジン）は、複数
のルータまたはスイッチにサービスできます。

WCCP メッセージ交換
次の一連のイベントは、WCCP メッセージ交換について説明します。
1 アプリケーション エンジンは、WCCP を使用して IP アドレスを WCCP 対応スイッチに送信
し、Here I am メッセージを通して自己の存在を伝えます。スイッチおよびアプリケーション
エンジンは、UDP ポート 2048 に基づき、制御チャネルを介して互いに通信します。
2 WCCP 対応スイッチは、アプリケーション エンジンの IP 情報を使用してクラスタ ビュー（ク
ラスタ内のアプリケーション エンジンのリスト）を作成します。このビューが、I see you メッ
セージでクラスタ内の各アプリケーション エンジンに送信すると、本質的にすべてのアプリ
ケーション エンジンが互いの存在を認識するようになります。クラスタのメンバーシップが一
定時間同じままになった後で、安定したビューが確立されます。
3 安定したビューが確立されると、クラスタ内の低い IP アドレスを持つアプリケーション エン
ジンが指定アプリケーション エンジンとして選択されます。

WCCP ネゴシエーション
WCCP プロトコル メッセージを交換する際、指定アプリケーション エンジンおよび WCCP 対応
スイッチは次の項目をネゴシエートします。
• 転送方式（スイッチがパケットをアプリケーション エンジンに転送するときに使用される方
式）。スイッチは、パケット宛先 MAC アドレスをターゲット アプリケーション エンジン
MAC アドレスに置き換えて、レイヤ 2 ヘッダーを書き換えます。次にスイッチは、パケッ
トをアプリケーション エンジンに転送します。この転送方式では、ターゲット アプリケー
ション エンジンがレイヤ 2 でスイッチに直接接続されている必要があります。
• 割り当て方式（パケットをクラスタ内のアプリケーション エンジン間に配信するときに使用
される方式）。スイッチは宛先 IP アドレス、送信元 IP アドレス、宛先レイヤ 4 ポート、お
よび送信元レイヤ 4 ポートの一部のビットを使用して、リダイレクトされたパケットを受け
取るアプリケーション エンジンを判別します。
• パケット戻し方式（パケットをアプリケーション エンジンから通常の転送用スイッチに戻す
ときに使用される方式）。アプリケーション エンジンがパケットを拒否し、パケット戻し機
能を起動するのには以下の理由があります。
◦ アプリケーション エンジンが過負荷となり、パケットにサービスする余裕がない。
◦ アプリケーション エンジンがサーバからエラー メッセージ（プロトコル エラーや認証
エラーなど）を受け取り、ダイナミック クライアント バイパス機能を使用している。
バイパスは、クライアントがアプリケーション エンジンをバイパスし、サーバに直接接
続できるようにします。
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アプリケーション エンジンはパケットを WCCP 対応スイッチに戻し、アプリケーション エンジ
ンが存在しないかのようにサーバに転送します。アプリケーション エンジンは、再接続試行を代
行受信しません。このようにして、アプリケーションエンジンは効率的にアプリケーションエン
ジンへのパケットのリダイレクトをキャンセルし、バイパス フローを作成します。戻し方式がレ
イヤ 2 書き換えである場合、パケットはハードウェア内でターゲット サーバに転送されます。
サーバが情報に応答しているとき、スイッチは通常のレイヤ 3 転送を使用して、情報を要求して
いるクライアントに戻します。

MD5 セキュリティ
WCCP は各プロトコル メッセージでオプションのセキュリティ コンポーネントを提供し、スイッ
チとアプリケーション エンジン間のメッセージで MD5 認証をスイッチが使用できるようにしま
す。（スイッチの認証がイネーブルになっているとき）MD5 で認証されないメッセージは、ス
イッチによって廃棄されます。パスワード文字列は、MD5 値と組み合され、スイッチとアプリ
ケーションエンジン間の接続のセキュリティを確立します。各アプリケーションエンジンで同じ
パスワードを設定する必要があります。

パケットのリダイレクトおよびサービス グループ
WCCP を設定して、FTP、プロキシ Web キャッシュ処理、音声およびビデオアプリケーションな
ど、リダイレクト用トラフィックを分類できます。この分類はサービス グループと呼ばれ、プロ
トコル タイプ（TCP または UDP）およびレイヤ 4 送信元ポート番号と宛先ポート番号に基づきま
す。サービス グループは、TCP ポート 80 を意味する、Web キャッシュなどの Well-known 名また
は 0 ～ 99 のサービス番号のいずれかで識別されます。サービス グループは、プロトコルおよび
レイヤ 4 ポート番号にマッピングするように設定され、独立して確立および維持されます。WCCP
は、アプリケーション エンジンに加入して分類基準を動的に提供するダイナミック サービス グ
ループを許可します。
スイッチまたはスイッチ スタックでは最大 8 つまでのサービス グループを、サービス グループ
ごとに 32 までのキャッシュ エンジンを設定できます。WCCP のグループ定義には、サービス グ
ループのプライオリティがあります。WCCP は、プライオリティを使用して、スイッチ ハード
ウェアのサービス グループを設定します。たとえば、サービス グループ 1 はプライオリティ 100
で、宛先ポート 80 を探していて、サービス グループ 2 はプライオリティ 50 で、送信元ポート 80
を探している場合、送信元および宛先ポート 80 の着信パケットは、サービス グループ 1 を使用
して転送されます。これは、サービス グループ 1 の方がプライオリティが高いためです。
WCCP は各サービス グループのアプリケーション エンジンのクラスタをサポートします。リダイ
レクトされたトラフィックは、アプリケーション エンジンの 1 つに送信可能です。スイッチは、
サービスグループのクラスタ内のアプリケーションエンジン間で、トラフィックのロードバラン
シングのマスク割り当て方式をサポートします。
WCCP がスイッチ上で設定された後、スイッチはクライアントから受信したすべてのサービス グ
ループパケットをアプリケーションエンジンに転送します。ただし、次のパケットはリダイレク
トされません。
• アプリケーションエンジンから発信され、サーバに宛てられたパケット
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• アプリケーション エンジンから発信され、クライアントに宛てられたパケット
• アプリケーション エンジンにより返送または拒否されたパケットこれらのパケットはサーバ
に送信されます。
プロトコル メッセージの送受信用に、サービス グループにつき 1 つのマルチキャスト アドレス
を設定できます。マルチキャスト アドレスが 1 つの場合、アプリケーション エンジンは通知を 1
つのアドレスに送信することになり、たとえば 225.0.0.0 など、サービス グループのすべてのルー
タにカバレッジを提供します。ルータを動的に追加および削除する場合、1 つのマルチキャスト
アドレスを使用することで、コンフィギュレーションが簡単になります。これは、特に WCCP
ネットワークのすべてのデバイスのアドレスを入力する必要がないためです。
ルータ グループ リストを使用すれば、アプリケーション エンジンから受け取ったプロトコル パ
ケットを検証できます。グループリストのアドレスに一致するパケットは処理され、グループリ
スト アドレスに一致しないパケットはドロップされます。
特定クライアント、サーバ、またはクライアントとサーバのペアのキャッシングをディセーブル
にするには、WCCP リダイレクト アクセス コントロール リスト（ACL）を使用します。リダイ
レクト ACL に一致しないパケットはキャッシュをバイパスし、通常通りに転送されます。
WCCP パケットがリダイレクトされる前、スイッチはインターフェイス上に設定されているすべ
ての着信機能に関連した ACL をテストし、パケットが ACL 内のエントリと一致するかどうかに
よって、パケットの転送を許可または拒否します。

（注）

WCCP リダイレクト リストでは、許可と拒否の両方の ACL エントリがサポートされます。
パケットがリダイレクトされると、リダイレクトされたインターフェイスに関連付けられた出力
ACL がパケットに適用されます。元のポートに関連付けられた ACL は、リダイレクトされたイ
ンターフェイス上で必須出力 ACL を特に設定しない限り適用されません。

WCCP およびスイッチ スタック
スイッチ スタックの WCCP サポート機能は、スタンドアロン スイッチの場合と同じです。WCCP
の設定情報は、スタック内のすべてのスイッチに伝播されます。スタック マスターを含むスタッ
ク内のすべてのスイッチでは、情報が処理され、ハードウェアがプログラムされます
スタック マスターは、次の WCCP 機能を実行します。
• WCCP 対応インターフェイスからのプロトコル パケットを受信し、そのパケットをスタック
の WCCP 対応インターフェイスに送信します。
• WCCP 設定を処理し、情報をすべてのスタック メンバに伝播します。
• WCCP 情報を、スタックに加入しているすべてのスイッチに配信します。
• 処理する WCCP 情報を使用して、ハードウェアをプログラミングします。
スタック メンバーはマスター スイッチから WCCP 情報を受け取り、ハードウェアをプログラミ
ングします。
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WCCP のデフォルト設定
機能

デフォルト設定

WCCP イネーブル ステート

WCCP サービスはディセーブ
ルです。

プロトコル バージョン

WCCPv2

インターフェイス上で受信したトラフィックのリダイレクト

ディセーブル

関連トピック
キャッシュ サービスのイネーブル化, （937 ページ）

キャッシュ サービスのイネーブル化
WCCP パケット リダイレクトが機能するために、クライアントに接続されたスイッチ インター
フェイスが着信パケットをリダイレクトするように設定する必要があります。
この手順では、ルーテッド ポートでこれらの機能を設定する方法を示します。これらの機能を
SVI で設定するには、手順に従った設定例を参照してください。
キャッシュ サービスをイネーブルにしたり、マルチキャスト グループ アドレスまたはグループ
リストを設定したり、ルーテッド インターフェイスを設定したり、クライアントから受信した着
信パケットをアプリケーションエンジンにリダイレクトしたり、マルチキャストアドレスを受信
するようにインターフェイスをイネーブルにしたり、パスワードを設定したりするには、次の手
順を実行します。この手順は必須です。

はじめる前に
SDM テンプレートを設定し、デバイスをリブートします。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ip wccp {web-cache |
service-number} [group-address
groupaddress] [group-list
access-list] [redirect-list
access-list] [password
encryption-number password]
例：
Device(config)# ip wccp
web-cache

キャッシュサービスをイネーブルにし、アプリケー
ション エンジンで定義されたダイナミック サービ
スに対応するサービス番号を指定します。デフォル
トでは、この機能はディセーブルになっています。
（任意）group-address groupaddress には、スイッ
チおよびアプリケーション エンジンがサービス グ
ループに加入するときに使用するマルチキャスト
グループ アドレスを指定します。
（任意）group-list access-list には、マルチキャスト
グループ アドレスが使用されない場合、サービス
グループに加入しているアプリケーション エンジ
ンに対応する有効な IP アドレスのリストを指定し
ます。
（任意）redirect-list access-list には、特定ホストの
リダイレクトサービスまたはホストから特定パケッ
トを指定します。
（任意）password encryption-number password には、
暗号化番号を指定します。指定できる範囲は 0 ～ 7
です。暗号化しない場合は 0、独自の場合は 7 を使
用します。7 文字以内でパスワード名を指定しま
す。スイッチは、パスワードと MD5 認証値を組み
合わせて、スイッチとアプリケーション エンジン
との接続にセキュリティを確保します。デフォルト
では、パスワードは設定されておらず、認証も実行
されていません。
各アプリケーション エンジンで同じパスワードを
設定する必要があります。
認証がイネーブルになっている場合、スイッチは認
証されないメッセージを廃棄します。

ステップ 4

interface interface-id
例：

アプリケーション エンジンまたはサーバに接続さ
れたインターフェイスを指定し、インターフェイス
コンフィギュレーション モードを開始します。

Device(config)# interface
gigabitethernet1/0/1
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

no switchport

レイヤ 3 モードを開始します。

例：
Device(config-if)# no
switchport

ステップ 6

ip address ip-address
subnet-mask

IP アドレスとサブネット マスクを設定します。

例：
Device(config-if)# ip address
172.20.10.30 255.255.255.0

ステップ 7

no shutdown

インターフェイスをイネーブルにします。

例：
Device(config-if)# no
shutdown

ステップ 8

exit
例：

グローバル コンフィギュレーション モードに戻り
ます。各アプリケーション エンジンおよびサーバ
にステップ 4 ～ 8 を繰り返します。

Device(config-if)# exit

ステップ 9

interface interface-id
例：

クライアントに接続するインターフェイスを指定
し、インターフェイスコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

Device(config)# interface
gigabitethernet1/0/2

ステップ 10

no switchport

レイヤ 3 モードを開始します。

例：
Device(config-if)# no
switchport

ステップ 11

ip address ip-address
subnet-mask

IP アドレスとサブネット マスクを設定します。

例：
Device(config-if)# ip address
175.20.20.10 255.255.255.0

ステップ 12

no shutdown

インターフェイスをイネーブルにします。

例：
Device(config-if)# no
shutdown
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ステップ 13

コマンドまたはアクション

目的

ip wccp {web-cache |
service-number} redirect in

クライアントから受信したパケットをアプリケー
ション エンジンにリダイレクトします。クライア
ントに接続されているインターフェイス上でイネー
ブルにします。

例：
Device(config-if)# ip wccp
web-cache redirect in

ステップ 14

ip wccp {web-cache |
service-number} group-listen
例：
Device(config-if)# ip wccp
web-cache group-listen

ステップ 15

exit
例：

（任意）マルチキャスト グループ アドレスを使用
するとき、group-listen キーワードはインターフェ
イスをイネーブルにしてマルチキャスト アドレス
をリッスンします。アプリケーション エンジンに
接続されているインターフェイス上でイネーブルに
します。
グローバル コンフィギュレーション モードに戻り
ます。各クライアントにステップ 9 ～ 15 を繰り返
します。

Device(config-if)# exit

ステップ 16

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 17

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 18

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定
を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

設定例
次に、ルーテッド インターフェイスを設定し、マルチキャスト グループ アドレスとリダイレク
ト アクセス リストでキャッシュ サービスをイネーブルにする例を示します。ギガビット イーサ
ネット ポート 1 はアプリケーション エンジンに接続され、IP アドレス 172.20.10.30 のルーテッド
ポートとして設定され、再イネーブル化されています。ギガビット イーサネット ポート 2 はイン
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ターネット経由でサーバに接続され、IP アドレス 175.20.20.10 のルーテッド ポートとして設定さ
れ、再イネーブル化されています。ギガビット イーサネット ポート 3 ～ 6 はクライアントに接続
され、IP アドレス 175.20.30.20、175.20.40.30、175.20.50.40、および 175.20.60.50 のルーテッド ポー
トとして設定されています。スイッチはマルチキャストトラフィックを受信し、クライアントイ
ンターフェイスから受信したパケットをアプリケーション エンジンにリダイレクトします。
Device# configure terminal
Device(config)# ip wccp web-cache group-address 224.1.1.100 redirect list 12
Device(config)# access-list 12 permit host 10.1.1.1
Device(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Device(config-if)# no switchport
Device(config-if)# ip address 172.20.10.30 255.255.255.0
Device(config-if)# no shutdown
Device(config-if)# ip wccp web-cache group-listen
Device(config-if)# exit
Device(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Device(config-if)# no switchport
Device(config-if)# ip address 175.20.20.10 255.255.255.0
Device(config-if)# no shutdown
Device(config-if)# exit
Device(config)# interface gigabitethernet1/0/3
Device(config-if)# no switchport
Device(config-if)# ip address 175.20.30.20 255.255.255.0
Device(config-if)# no shutdown
Device(config-if)# ip wccp web-cache redirect in
Device(config-if)# exit
Device(config)# interface gigabitethernet1/0/4
Device(config-if)# no switchport
Device(config-if)# ip address 175.20.40.30 255.255.255.0
Device(config-if)# no shutdown
Device(config-if)# ip wccp web-cache redirect in
Device(config-if)# exit
Device(config)# interface gigabitethernet1/0/5
Device(config-if)# no switchport
Device(config-if)# ip address 175.20.50.40 255.255.255.0
Device(config-if)# no shutdown
Device(config-if)# ip wccp web-cache redirect in
Device(config-if)# exit
Device(config)# interface gigabitethernet1/0/6
Device(config-if)# no switchport
Device(config-if)# ip address 175.20.60.50 255.255.255.0
Device(config-if)# no shutdown
Device(config-if)# ip wccp web-cache redirect in
Device(config-if)# exit

次に、SVI を設定し、マルチキャスト グループ リストでキャッシュ サービスをイネーブルにする
例を示します。VLAN 299 は、IP アドレス 175.20.20.10 で作成および設定されています。ギガビッ
ト イーサネットのポート 1 をインターネット経由でサーバに接続し、VLAN 299 のアクセス ポー
トとして設定します。VLAN 300 は、IP アドレス 172.20.10.30 で作成および設定されています。ギ
ガビット イーサネット ポート 2 はアプリケーション エンジンに接続され、VLAN 300 のアクセス
ポートとして設定されています。VLAN 301 を作成し、IP アドレス 175.20.30.50 に設定します。ク
ライアントに接続されているファスト イーサネット ポート 3 ～ 6 は、VLAN 301 のアクセス ポー
トとして設定されています。スイッチは、クライアント インターフェイスから受信したパケット
をアプリケーション エンジンにリダイレクトします。

（注）

WCCP リダイレクト リストでは、許可と拒否の両方の ACL エントリがサポートされます。
Device# configure terminal
Device(config)# ip wccp web-cache group-list 15
Device(config)# access-list 15 permit host 171.69.198.102
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Device(config)# access-list 15 permit host 171.69.198.104
Device(config)# access-list 15 permit host 171.69.198.106
Device(config)# vlan 299
Device(config-vlan)# exit
Device(config)# interface vlan 299
Device(config-if)# ip address 175.20.20.10 255.255.255.0
Device(config-if)# exit
Device(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Device(config-if)# switchport mode access
Device(config-if)# switchport access vlan 299
Device(config)# vlan 300
Device(config-vlan)# exit
Device(config)# interface vlan 300
Device(config-if)# ip address 171.69.198.100 255.255.255.0
Device(config-if)# exit
Device(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Device(config-if)# switchport mode access
Device(config-if)# switchport access vlan 300
Device(config-if)# exit
Device(config)# vlan 301
Device(config-vlan)# exit
Device(config)# interface vlan 301
Device(config-if)# ip address 175.20.30.20 255.255.255.0
Device(config-if)# ip wccp web-cache redirect in
Device(config-if)# exit
Device(config)# interface range gigabitethernet1/0/3 - 6
Device(config-if-range)# switchport mode access
Device(config-if-range)# switchport access vlan 301
Device(config-if-range)# exit

次の作業
キャッシュ サービスをディセーブルにするには、no ip wccp web-cache グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。着信パケット リダイレクトをディセーブルにするには、no
ip wccp web-cache redirect in インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。
この手順を完了した後、ネットワークでアプリケーション エンジンを設定します。
関連トピック
WCCP のデフォルト設定, （937 ページ）

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

SNMP コマンド

『Network Management Command Reference, Cisco
IOS XE Release 3E』
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エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

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

標準および RFC
標準/RFC

Title

なし

-

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

シスコのテクニカル サポート
Link

説明

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

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

943

Web Cache Communication Protocol の機能の履歴と情報

Web Cache Communication Protocol の機能の履歴と情報
リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
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章

サービス レベル契約の設定
この章では、スイッチで Cisco IOS IP サービス レベル契約（SLA）を使用する方法について説明
します。
特に明記しないかぎり、スイッチという用語はスタンドアロン スイッチまたはスイッチ スタッ
クを意味します。
• 機能情報の確認, 945 ページ
• SLA の制約事項, 946 ページ
• SLA について, 946 ページ
• IP SLA 動作の設定方法, 952 ページ
• IP SLA 動作のモニタリング, 965 ページ
• IP SLA 動作のモニタリングの例, 966 ページ
• その他の参考資料, 967 ページ
• サービス レベル契約の機能の履歴と情報, 968 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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SLA の制約事項
ここでは、SLA の制約事項を示します。
次に示すのは、IP SLA ネットワーク パフォーマンス測定の制約事項です。
• スイッチは、ゲートキーパー登録遅延動作測定を使用した Voice over IP（VoIP）サービス レ
ベルはサポートしていません。
• Cisco IOS デバイスだけが宛先 IP SLA Responder の送信元になります。
• 他社製のデバイスに IP SLA Responder を設定することはできません。また、Cisco IOS IP SLA
はこれらのデバイス固有のサービスに対してだけ動作パケットを送信できます。
関連トピック
IP SLA ネットワーク パフォーマンス測定の実装, （954 ページ）
Cisco IOS IP SLA でのネットワーク パフォーマンスの測定, （947 ページ）
IP SLA レスポンダおよび IP SLA 制御プロトコル, （948 ページ）

SLA について
Cisco IOS IP サービス レベル契約（SLA）
Cisco IOS IP SLA はネットワークにデータを送信し、複数のネットワーク ロケーション間あるい
は複数のネットワーク パス内のパフォーマンスを測定します。Cisco IOS IP SLA は、ネットワー
ク データおよび IP サービスをシミュレーションし、ネットワーク パフォーマンス情報をリアル
タイムで収集します。Cisco IOS IP SLA は、Cisco IOS デバイス間のトラフィックまたは Cisco IOS
デバイスからネットワーク アプリケーション サーバのようなリモート IP デバイスへのトラフィッ
クを生成し、分析します。さまざまな Cisco IOS IP SLA 動作で評価を実行し、トラブルシューティ
ング、問題分析、ネットワーク トポロジの設計に使用します。
Cisco IOS IP SLA 動作に応じてシスコ デバイスのネットワーク パフォーマンス統計情報がモニタ
リングされ、コマンドライン インターフェイス（CLI）MIB および簡易ネットワーク管理プロト
コル（SNMP）MIB に格納されます。IP SLA パケットには設定可能な IP レイヤおよびアプリケー
ション層のオプションがあります。たとえば、発信元および宛先 IP アドレス、ユーザ データグラ
ム プロトコル（UDP）/TCP ポート番号、タイプ オブ サービス（ToS）バイト（DiffServ コード
ポイント（DSCP）および IP プレフィックス ビットを含む）、VPN ルーティング/転送インスタン
ス（VRF）、URL Web アドレスなどが設定できます。
Cisco IP SLA はレイヤ 2 転送に依存していないので、異なるネットワーク間にエンドツーエンド
動作を設定してエンド ユーザが経験しそうなメトリックを最大限に反映させることができます。
IP SLA は、次のパフォーマンス メトリックを収集して分析しますCisco Mediatrace と Cisco
Performance Monitor の使用をサポートしています。
• 遅延（往復および一方向）
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• ジッタ（方向性あり）
• パケット損失（方向性あり）
• パケット シーケンス（パケット順序）
• パス（ホップ単位）
• 接続（方向性あり）
• サーバまたは Web サイトのダウンロード時間
加えて、スイッチは、ネットワークインフラストラクチャで幅広いビデオアプリケーションのた
めのインテリジェント サービスを可能にするために Cisco Medianet もサポートします。Cisco
Medianet は、ビデオ会議サービスを提供するエンドポイントと Auto Smartport 経由の IP サーベイ
ランス カメラの自動プロビジョニングをサポートします。
Cisco Mediatrace と Cisco Performance Monitor は、IP Base イメージまたは IP Services イメージを実
行しているスイッチ上で使用できます。
Cisco IP SLA は SNMP によるアクセスが可能なので、Cisco Prime Internetwork Performance Monitor
（IPM）やサードパーティ製パフォーマンス管理製品などのパフォーマンス モニタリング アプリ
ケーションでも使用できます。
IP SLA を使用すると、次の利点が得られます。
• SLA モニタリング、評価、検証。
• ネットワーク パフォーマンス モニタリング。
◦ ネットワークのジッター、遅延、パケット損失の測定。
◦ 連続的で信頼性のある予測可能な測定。
• IP サービス ネットワーク ヘルス アセスメントにより、既存の QoS が新しい IP サービスに
適していることを確認できる。
• 端末間のネットワーク アベイラビリティをモニタリングして、ネットワーク リソースをあ
らかじめ検証し接続をテストできる（たとえば、ビジネス上の重要なデータを保存する NFS
サーバのネットワーク アベイラビリティをリモート サイトから確認できる）。
• 問題をすぐに認識し、トラブルシューティングにかかる時間を短縮できる一貫性のある信頼
性の高い測定によるネットワーク動作のトラブルシューティング。
• マルチプロトコル ラベル スイッチング（MPLS）パフォーマンス モニタリングとネットワー
クの検証を行う（スイッチが MPLS をサポートする場合）。

Cisco IOS IP SLA でのネットワーク パフォーマンスの測定
IP SLA を使用して、プローブを物理的に配置せずに、コア、分散、エッジといったネットワーク
内の任意のエリア間のパフォーマンスをモニタリングすることができます。2 つのネットワーク
デバイス間のネットワーク パフォーマンスは、生成トラフィックで測定します。
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次の図に、送信元デバイスが宛先デバイスに生成パケットを送信するときに IP SLA が開始される
手順を示します。宛先デバイスがパケットを受信すると、IP SLA 動作の種類によって、送信元の
タイム スタンプ情報に応じてパフォーマンス メトリックを算出します。IP SLA 動作は、特定の
プロトコル（UDP など）を使用してネットワークの送信元から宛先へのネットワーク測定を行い
ます。
図 53：Cisco IOS IP SLA 動作

関連トピック
IP SLA ネットワーク パフォーマンス測定の実装, （954 ページ）
SLA の制約事項, （946 ページ）

IP SLA レスポンダおよび IP SLA 制御プロトコル
IP SLA レスポンダは宛先 Cisco デバイスに組み込まれたコンポーネントで、システムが IP SLA 要
求パケットを予想して応答します。Responder は専用プローブなしで正確な測定を行います。レス
ポンダは、受信および応答するポートが通知されるメカニズムを Cisco IOS IP SLA コントロール
プロトコルを通じて実現します。

（注）

IP SLA レスポンダはレスポンダ設定可能なスイッチである Cisco IOS レイヤ 2 にすることもで
きます。レスポンダは、IP SLA 機能を全面的にサポートする必要はありません。
次の図は、IP ネットワーク内での Cisco IOS IP SLA レスポンダの配置場所を示します。レスポン
ダは、IP SLA 動作から送信されたコントロール プロトコル メッセージを指定されたポートで受
信します。コントロール メッセージを受信したら、指定された UDP または TCP ポートを指定さ
れた時間だけイネーブルにします。この間に、レスポンダは要求を受け付け、応答します。レス
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ポンダは、IP SLA パケットに応答した後または指定の時間が経過したら ポートをディセーブルに
します。セキュリティの向上のために、コントロール メッセージでは MD5 認証が利用できます。
図 54：Cisco IOS IP SLA 動作

すべての IP SLA 動作に対して宛先デバイスのレスポンダをイネーブルにする必要はありません。
たとえば、宛先ルータが提供しているサービス（Telnet や HTTP など）は Responder では必要あり
ません。
関連トピック
SLA の制約事項, （946 ページ）

IP SLA の応答時間の計算
スイッチ、コントローラ、ルータは、他のハイ プライオリティ プロセスがあるために、着信パ
ケットの処理に数十ミリ秒かかることがあります。この遅延により応答時間が影響を受けます。
テストパケットの応答が処理待ちのキューに入っていることもあるからです。この場合、応答時
間は正しいネットワーク遅延を反映しません。IP SLA はソース デバイスとターゲット デバイス
（レスポンダが使用されている場合）の処理遅延を最小化し、正しいラウンドトリップ時間（RTT）
を識別します。IP SLA テスト パケットは、タイム スタンプによって処理遅延を最小化します。
IP SLA レスポンダがイネーブルの場合、パケットが割り込みレベルでインターフェイスに着信し
たときおよびパケットが出て行くときにターゲットデバイスでタイムスタンプを付け、処理時間
は含めません。タイム スタンプはサブミリ秒単位で構成されます。
次の図は、レスポンダの動作を示します。RTT を算出するためのタイム スタンプが 4 つ付けられ
ます。ターゲット ルータでレスポンダ機能がイネーブルの場合、タイム スタンプ 3（TS3）から
タイム スタンプ 2（TS2）を引いてテスト パケットの処理にかかった時間を求め、デルタ（Δ）で
表します。次に全体の RTT からこのデルタの値を引きます。IP SLA により、この方法はソース
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ルータにも適用されます。その場合、着信タイム スタンプ 4（TS4）が割り込みレベルで付けら
れ、より正確な結果を得ることができます。
図 55：Cisco IOS IP SLA レスポンダ タイム スタンプ

この他にも、ターゲット デバイスに 2 つのタイム スタンプがあれば一方向遅延、ジッタ、方向性
を持つパケット損失がトラッキングできるという利点があります。大半のネットワーク動作は非
同期なので、このような統計情報があるのは問題です。ただし一方向遅延測定を取り込むには、
ソース ルータとターゲット ルータの両方にネットワーク タイム プロトコル（NTP）を設定し、
両方のルータを同じくロック ソースに同期させる必要があります。一方向ジッタ測定にはクロッ
ク同期は不要です。

IP SLA 動作のスケジューリング
IP SLA 動作を設定する場合、統計情報の取り込みとエラー情報の収集から開始するように動作を
スケジューリングする必要があります。スケジューリングは、すぐに動作を開始する、または特
定の月、日、時刻に開始するように設定できます。また、pending オプションを使用して、あとで
動作を開始するように設定することもできます。pending オプションは動作の内部状態に関するも
ので、SNMP で表示できます。トリガーを待機する反応（しきい値）動作の場合も pending オプ
ションを使用します。1 度に 1 つの IP SLA 動作をスケジューリングしたり、グループの動作をス
ケジューリングすることもできます。
Cisco IOS CLI または CISCO RTTMON-MIB で 1 つのコマンドを使用して、複数の IP SLA 動作を
スケジューリングできます。等間隔で動作を実行するようにスケジューリングすると、IP SLA モ
ニタリング トラフィックの数を制御できます。IP SLA 動作をこのように分散させると CPU 使用
率を最小限に抑え、ネットワーク スケーラビリティを向上させることができます。
IP SLA 複数動作のスケジューリング機能の詳細については、『Cisco IOS IP SLA Configuration
Guide』の「IP SLAs—Multiple Operation Scheduling」の章を参照してください。

IP SLA 動作のしきい値のモニタリング
サービス レベル契約モニタリングを正しくサポートするには、違反が発生した場合にすぐに通知
されるメカニズムにする必要があります。IP SLA は次のような場合にイベントによってトリガー
される SNMP トラップを送信できます。
• 接続の損失
• タイムアウト
• RTT しきい値
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• 平均ジッタしきい値
• 一方向パケット損失
• 一方向ジッタ
• 一方向平均オピニオン評点（MOS）
• 一方向遅延
IP SLA しきい値違反が発生した場合も、あとで分析するために別の IP SLA 動作がトリガーされ
ます。たとえば、回数を増やしたり、Internet Control Message Protocol（ICMP）パス エコーや ICMP
パス ジッター動作を開始してトラブルシューティングを行うことができます。
ICMP Echo
ICMP エコー動作は、シスコ デバイスと IP を使用するその他のデバイス間のエンドツーエンド応
答時間を測定します。応答時間は、ICMP エコー要求メッセージを宛先に送信し、ICMP エコー応
答を受信するのにかかる時間を測定して算出されます。多くのお客様は、IP SLA ICMP ベース動
作、社内 ping テスト、またはこの応答所要時間を測定するために ping ベース専用プローブを使用
します。IP SLA ICMP エコー動作は、ICMP ping テストと同じ仕様に準拠しており、どちらの方法
でも同じ応答所要時間になります。
関連トピック
ICMP エコー動作を使用した IP サービス レベルの分析, （962 ページ）

UDP Jitter
ジッターとは、パケット間遅延の差異を説明する簡単な用語です。複数のパケットが送信元から
宛先まで 10 ミリ秒の間隔で継続的に送信される場合、宛先は 10 ミリ秒間隔で受信します（ネッ
トワークが正常に動作している場合）。しかし、ネットワークに遅延がある場合（キューイング
や代替ルートを通じた到着など）、パケットの着信の間隔が 10 ミリ秒を超える場合や 10 ミリ秒
未満になる場合があります。正のジッター値は、パケットが10ミリ秒を超える間隔で到着するこ
とを示します。負のジッター値は、パケットが10ミリ秒未満の間隔で到着することを示します。
パケットの到着が 12 ミリ秒間隔の場合、正のジッター値は 2 ミリ秒です。8 ミリ秒間隔で到着す
る場合、負のジッター値は 2 ミリ秒です。遅延による影響を受けやすいネットワークの場合、正
のジッタ値は望ましくありません。ジッタ値 0 が理想的です。
ジッターのモニタリング以外にも、IP SLA UDP ジッター動作を多目的データ収集動作に使用でき
ます。IP SLA によって生成されるパケットは、データを送受信するパケットを含めて、送信元お
よび動作ターゲットからシーケンス情報とタイム スタンプを伝送します。このデータに基づい
て、UDP ジッター動作は次を測定します。
• 方向別ジッター（送信元から宛先へ、宛先から送信元へ）
• 方向別パケット損失
• 方向別遅延（一方向遅延）
• ラウンドトリップ遅延（平均 RTT）
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データを送受信するパスが異なる場合もあるので（非同期）、方向別データを使用すればネット
ワークで発生している輻輳や他の問題の場所を簡単に突き止めることができます。
UDP ジッタ動作では合成（シミュレーション）UDP トラフィックを生成し、送信元ルータから
ターゲット ルータに多数の UDP パケットを送信します。その際の各パケットのサイズ、パケッ
ト同士の間隔、送信間隔は決められています。デフォルトでは、10バイトのペイロードサイズの
パケット フレームを 10 ミリ秒で 10 個生成し、60 秒間隔で送信します。これらのパラメータは、
提供する IP サービスを最適にシミュレートするように設定できます。
一方向遅延を正確に測定する場合、（NTP によって提供される）送信元デバイスとターゲット デ
バイス間のクロック同期が必要です。一方向ジッタおよびパケット損失を測定する場合は、クロッ
ク同期は不要です。送信元デバイスとターゲット デバイスの間でクロックが同期していない場
合、一方向ジッターとパケット損失のデータは戻されますが、UDP ジッター動作による一方向遅
延測定は 0 の値が戻ります。
関連トピック
UDP ジッター動作を使用した IP サービス レベルの分析, （958 ページ）

IP SLA 動作の設定方法
ここでは、利用可能なすべての動作の設定情報について説明されているわけではありません。設
定情報の詳細については『Cisco IOS IP SLAs Configuration Guide』を参照してください。ここでは、
応答側の設定、UDP ジッター動作の設定（応答側が必要）、ICMP エコー動作の設定（応答側が
不要）などの動作例を説明します。他の動作の設定の詳細については、次の URL の『Cisco IOS
IP SLAs Configuration Guide』を参照してください。

デフォルト設定
IP SLA 動作は設定されていません。

設定時の注意事項
IP SLA のコマンドについては、『Cisco IOS IP SLA Command Reference, Release 12.4T』のコマンド
リファレンスを参照してください。
説明と設定手順の詳細については、『Cisco IOS IP SLAs Configuration Guide, Release 12.4TL』を参
照してください。
ガイドに記載されている IP SLA コマンドまたは動作の中にはスイッチでサポートされないものも
あります。スイッチでは、UDP ジッター、UDP エコー、HTTP、TCP 接続、ICMP エコー、ICMP
パス エコー、ICMP パス ジッター、FTP、DNS、DHCP を使用する IP サービス レベル分析がサ
ポートされます。また、複数動作スケジューリングおよび事前に設定されたしきい値のモニタリ
ングもサポートされます。ゲートキーパー登録遅延動作測定を使用した Voice over IP（VoIP）サー
ビス レベルはサポートしていません。
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IP SLA アプリケーションを設定する前に、show ip sla application 特権 EXEC コマンドを使用して
ソフトウェア イメージで動作タイプがサポートされていることを確認してください。コマンド出
力例は次のとおりです。
Device# show ip sla application
IP Service Level Agreements
Version: Round Trip Time MIB 2.2.0, Infrastructure Engine-III
Supported Operation Types:
icmpEcho, path-echo, path-jitter, udpEcho, tcpConnect, http
dns, udpJitter, dhcp, ftp, udpApp, wspApp
Supported Features:
IPSLAs Event Publisher
IP SLAs low memory water mark: 33299323
Estimated system max number of entries: 24389
Estimated number of configurable operations: 24389
Number of Entries configured : 0
Number of active Entries
: 0
Number of pending Entries
: 0
Number of inactive Entries
: 0
Time of last change in whole IP SLAs: *13:04:37.668 UTC Wed Dec 19 2012

IP SLA レスポンダの設定
IP SLA レスポンダは、Cisco IOS ソフトウェアベース デバイスだけで利用可能です。これには、
IP SLA 機能をフルにサポートしていない一部のレイヤ 2 スイッチも含まれます。
ターゲット デバイス（動作ターゲット）上の IP SLA 応答側を設定するには、次の手順を実行し
ます。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ip sla responder {tcp-connect
|udp-echo}ipaddress
ip-addressport port-number

スイッチを IP SLA レスポンダとして設定します。
キーワードの意味は次のとおりです。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

953

IP SLA 動作の設定方法

コマンドまたはアクション

目的
• tcp-connect：レスポンダの TCP 接続動作を
イネーブルにします。

例：

• udp-echo：レスポンダの User Datagram

Device(config)# ip sla
responder udp-echo
172.29.139.134 5000

Protocol（UDP）エコー動作またはジッター
動作をイネーブルにします。
• ipaddress ip-address：宛先 IP アドレスを入力
します。
• port port-number：宛先ポート番号を入力し
ます。
（注）

ステップ 4

end

IP アドレスとポート番号は、IP
SLA 動作のソース デバイスに設定
した IP アドレスおよびポート番号
と一致している必要があります。

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 5

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 6

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設
定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

IP SLA ネットワーク パフォーマンス測定の実装
スイッチ上で IP SLA ネットワーク パフォーマンス測定を実施するには、次の手順を実行します。

はじめる前に
show ip sla application 特権 EXEC コマンドを使用して、ソフトウェア イメージで目的の動作タイ
プがサポートされていることを確認してください。
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手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステッ
プ2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステッ
プ3

ip sla operation-number

IP SLA 動作を作成し、IP SLA コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

例：
Device(config)# ip sla 10

ステッ
プ4

udp-jitter {destination-ip-address
| destination-hostname}
destination-port [source-ip
{ip-address | hostname}]
[source-port port-number]
[control {enable | disable}]
[num-packets number-of-packets]
[interval interpacket-interval]
例：
Device(config-ip-sla)#
udp-jitter 172.29.139.134
5000

IP SLA 動作を目的の動作タイプとして設定して（例
では UDP ジッター動作が使用されています）、その
コンフィギュレーション モードを開始します（例で
は UDP ジッター コンフィギュレーション モードが使
用されています）。
• destination-ip-address | destination-hostname：宛先
IP アドレスまたはホスト名を指定します。
• destination-port：宛先ポート番号を 1 ～ 65535 の
範囲で指定します。
• （任意）source-ip {ip-address | hostname}：送信元
IP アドレスまたはホスト名を指定します。送信
元 IP アドレスまたはホスト名が指定されていな
い場合、IP SLA では、宛先に最も近い IP アドレ
スが選択されます。
• （任意）source-port port-number：送信元ポート
番号を 1 ～ 65535 の範囲で指定します。ポート番
号を指定しない場合、IP SLA は利用可能なポー
トを選択します。
• （任意）control：IP SLA 制御メッセージの IP
SLAレスポンダへの送信をイネーブルまたはディ
セーブルにします。デフォルトでは、IP SLA 制
御メッセージは宛先デバイスに送信され、IP SLA
レスポンダとの接続が確立されます。
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コマンドまたはアクション

目的
• （任意）num-packets number-of-packets：生成す
るパケット数を入力します。指定できる範囲は 1
～ 6000 です。デフォルトは 10 です。
• （任意）interval inter-packet-interval：パケットの
送信間隔をミリ秒で入力します。指定できる範囲
は 1 ～ 6000 です。デフォルトは 20 ミリ秒です。

ステッ
プ5

frequency seconds
例：
Device(config-ip-sla-jitter)#
frequency 45

ステッ
プ6

threshold milliseconds
例：

（任意）SLA 動作のオプションを設定します。次の例
では、指定された IP SLA 動作が繰り返されるレート
を設定します。指定できる範囲は 1 ～ 604800 秒で、
デフォルトは 60 秒です。

（任意）しきい値条件を設定します。次の例では、指
定された IP SLA 動作のしきい値が 200 に設定されま
す。有効な範囲は 0 ～ 60000 ミリ秒です。

Device(config-ip-sla-jitter)#
threshold 200

ステッ
プ7

exit
例：
Device(config-ip-sla-jitter)#
exit

ステッ
プ8

SLA 動作コンフィギュレーション モード（この例で
は UDP ジッター コンフィギュレーション モード）を
終了し、グローバル コンフィギュレーション モード
に戻ります。

ip sla schedule operation-number 個々の IP SLA 動作のスケジューリング パラメータを
[life {forever | seconds}]
設定します。
[start-time {hh:mm [:ss] [month
• operation-number：RTR エントリ番号を入力しま
day | day month] | pending | now
| after hh:mm:ss] [ageout seconds]
す。
[recurring]
• （任意）life：動作の実行を無制限（forever）に
指定するか、特定の秒数（seconds）を指定しま
例：
す。指定できる範囲は 0 ～ 2147483647 です。デ
Device(config)# ip sla
フォルトは 3600 秒（1 時間）です。
schedule 10 start-time now
life forever

• （任意）start-time：情報の収集を開始する時刻
を入力します。
特定の時刻に開始する場合は、時、分、秒（24
時間表記）、月日を入力します。月を入力しない
場合、当月がデフォルト設定です。
pending と入力すると、開始時刻を指定するまで
は情報を収集しません。
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コマンドまたはアクション

目的
now と入力すると、ただちに動作を開始します。
after hh:mm:ss と入力すれば、指定した時刻の経
過後に動作を開始します。
• （任意）ageout seconds：情報を収集していない
とき、メモリの動作を保存する秒数を指定しま
す。指定できる範囲は 0 ～ 2073600 秒です。デ
フォルトは 0 秒（いつまでも保存する）です。
• （任意）recurring：毎日、動作を自動的に実行
します。

ステッ
プ9

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステッ
プ 10

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステッ
プ 11

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を
保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

UDP ジッター コンフィギュレーション
次に、UDP ジッター IP SLA 動作の設定例を示します。
Device(config)# ip sla 10
Device(config-ip-sla)# udp-jitter 172.29.139.134 5000
Device(config-ip-sla-jitter)# frequency 30
Device(config-ip-sla-jitter)# exit
Device(config)# ip sla schedule 5 start-time now life forever
Device(config)# end
Device# show ip sla configuration 10
IP SLAs, Infrastructure Engine-II.
Entry number: 10
Owner:
Tag:
Type of operation to perform: udp-jitter
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Target address/Source address: 1.1.1.1/0.0.0.0
Target port/Source port: 2/0
Request size (ARR data portion): 32
Operation timeout (milliseconds): 5000
Packet Interval (milliseconds)/Number of packets: 20/10
Type Of Service parameters: 0x0
Verify data: No
Vrf Name:
Control Packets: enabled
Schedule:
Operation frequency (seconds): 30
Next Scheduled Start Time: Pending trigger
Group Scheduled : FALSE
Randomly Scheduled : FALSE
Life (seconds): 3600
Entry Ageout (seconds): never
Recurring (Starting Everyday): FALSE
Status of entry (SNMP RowStatus): notInService
Threshold (milliseconds): 5000
Distribution Statistics:
Number of statistic hours kept: 2
Number of statistic distribution buckets kept: 1
Statistic distribution interval (milliseconds): 20
Enhanced History:

関連トピック
Cisco IOS IP SLA でのネットワーク パフォーマンスの測定, （947 ページ）
SLA の制約事項, （946 ページ）

UDP ジッター動作を使用した IP サービス レベルの分析
送信元デバイス上の UDP ジッタ動作を設定するには、次の手順を実行します。

はじめる前に
送信元デバイス上で UDP ジッター動作を設定するには、ターゲット デバイス（動作ターゲット）
で、IP SLA レスポンダをイネーブルにする必要があります。

手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステッ
プ2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal
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ステッ
プ3

コマンドまたはアクション

目的

ip sla operation-number

IP SLA 動作を作成し、IP SLA コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

例：
Device(config)# ip sla 10

ステッ
プ4

udp-jitter {destination-ip-address IP SLA 動作を UDP ジッター動作として設定し、UDP
| destination-hostname}
ジッター コンフィギュレーション モードを開始しま
destination-port [source-ip
す。
{ip-address | hostname}]
• destination-ip-address | destination-hostname：宛先
[source-port port-number]
[control {enable | disable}]
IP アドレスまたはホスト名を指定します。
[num-packets number-of-packets]
• destination-port：宛先ポート番号を 1 ～ 65535 の
[interval interpacket-interval]
範囲で指定します。
例：
Device(config-ip-sla)#
udp-jitter 172.29.139.134
5000

• （任意）source-ip {ip-address | hostname}：送信元
IP アドレスまたはホスト名を指定します。送信
元 IP アドレスまたはホスト名が指定されていな
い場合、IP SLA では、宛先に最も近い IP アドレ
スが選択されます。
• （任意）source-port port-number：送信元ポート
番号を 1 ～ 65535 の範囲で指定します。ポート
番号を指定しない場合、IPSLAは利用可能なポー
トを選択します。
• （任意）control：IP SLA 制御メッセージの IP
SLAレスポンダへの送信をイネーブルまたはディ
セーブルにします。デフォルトでは、IP SLA 制
御メッセージは宛先デバイスに送信され、IP SLA
レスポンダとの接続が確立されます。
• （任意）num-packets number-of-packets：生成す
るパケット数を入力します。指定できる範囲は
1 ～ 6000 です。デフォルトは 10 です。
• （任意）interval inter-packet-interval：パケットの
送信間隔をミリ秒で入力します。指定できる範
囲は 1 ～ 6000 です。デフォルトは 20 ミリ秒で
す。

ステッ
プ5

frequency seconds
例：

（任意）指定した IP SLA 動作を繰り返す間隔を設定
します。指定できる範囲は 1 ～ 604800 秒で、デフォ
ルトは 60 秒です。

Device(config-ip-sla-jitter)#
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コマンドまたはアクション

目的

frequency 45

ステッ
プ6

exit
例：

UDP ジッター コンフィギュレーション モードを終了
し、グローバル コンフィギュレーション モードに戻
ります。

Device(config-ip-sla-jitter)#
exit

ステッ
プ7

ip sla schedule operation-number 個々の IP SLA 動作のスケジューリング パラメータを
[life {forever | seconds}]
設定します。
[start-time {hh:mm [:ss] [month
• operation-number：RTR エントリ番号を入力しま
day | day month] | pending | now
| after hh:mm:ss] [ageout seconds]
す。
[recurring]
• （任意）life：動作の実行を無制限（forever）に
指定するか、特定の秒数（seconds）を指定しま
例：
す。指定できる範囲は 0 ～ 2147483647 です。デ
Device(config)# ip sla
フォルトは 3600 秒（1 時間）です。
schedule 10 start-time now
life forever

• （任意）start-time：情報の収集を開始する時刻
を入力します。
特定の時刻に開始する場合は、時、分、秒（24
時間表記）、月日を入力します。月を入力しな
い場合、当月がデフォルト設定です。
pending と入力すると、開始時刻を指定するまで
は情報を収集しません。
nowと入力すると、ただちに動作を開始します。
after hh:mm:ss と入力すれば、指定した時刻の経
過後に動作を開始します。
• （任意）ageout seconds：情報を収集していない
とき、メモリの動作を保存する秒数を指定しま
す。指定できる範囲は 0 ～ 2073600 秒です。デ
フォルトは 0 秒（いつまでも保存する）です。
• （任意）recurring：毎日、動作を自動的に実行
します。

ステッ
プ8

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end
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ステッ
プ9

コマンドまたはアクション

目的

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステッ
プ 10

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を
保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

UDP ジッター IP SLA 動作の設定
次に、UDP ジッター IP SLA 動作の設定例を示します。
Device(config)# ip sla 10
Device(config-ip-sla)# udp-jitter 172.29.139.134 5000
Device(config-ip-sla-jitter)# frequency 30
Device(config-ip-sla-jitter)# exit
Device(config)# ip sla schedule 5 start-time now life forever
Device(config)# end
Device# show ip sla configuration 10
IP SLAs, Infrastructure Engine-II.
Entry number: 10
Owner:
Tag:
Type of operation to perform: udp-jitter
Target address/Source address: 1.1.1.1/0.0.0.0
Target port/Source port: 2/0
Request size (ARR data portion): 32
Operation timeout (milliseconds): 5000
Packet Interval (milliseconds)/Number of packets: 20/10
Type Of Service parameters: 0x0
Verify data: No
Vrf Name:
Control Packets: enabled
Schedule:
Operation frequency (seconds): 30
Next Scheduled Start Time: Pending trigger
Group Scheduled : FALSE
Randomly Scheduled : FALSE
Life (seconds): 3600
Entry Ageout (seconds): never
Recurring (Starting Everyday): FALSE
Status of entry (SNMP RowStatus): notInService
Threshold (milliseconds): 5000
Distribution Statistics:
Number of statistic hours kept: 2
Number of statistic distribution buckets kept: 1
Statistic distribution interval (milliseconds): 20
Enhanced History:
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関連トピック
UDP Jitter, （951 ページ）

ICMP エコー動作を使用した IP サービス レベルの分析
送信元デバイス上の ICMP エコー動作を設定するには、次の手順を実行します。

はじめる前に
この動作では、IP SLA レスポンダ側を有効にしておく必要はありません。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ip sla operation-number

IP SLA 動作を作成し、IP SLA コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

例：
Device(config)# ip sla 10

ステップ 4

icmp-echo
IP SLA 動作を ICMP エコー動作として設定し、ICMP
{destination-ip-address |
エコー コンフィギュレーション モードを開始しま
destination-hostname} [source-ip す。
{ip-address | hostname} |
• destination-ip-address | destination-hostname：宛先
source-interface interface-id]
IP アドレスまたはホスト名を指定します。
例：
Device(config-ip-sla)#
icmp-echo 172.29.139.134

• （任意）source-ip {ip-address | hostname}：送信
元 IP アドレスまたはホスト名を指定します。送
信元 IP アドレスまたはホスト名が指定されてい
ない場合、IP SLA では、宛先に最も近い IP アド
レスが選択されます。
• （任意）source-interface interface-id：動作に対
する送信元インターフェイスを指定します。
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

frequency seconds

（任意）指定した IP SLA 動作を繰り返す間隔を設定
します。指定できる範囲は 1 ～ 604800 秒で、デフォ
ルトは 60 秒です。

例：
Device(config-ip-sla-echo)#
frequency 30

ステップ 6

exit
例：

UDP エコー コンフィギュレーション モードを終了し
ます。続いて、グローバル コンフィギュレーション
モードに戻ります。

Device(config-ip-sla-echo)#
exit

ステップ 7

ip sla schedule operation-number 個々の IP SLA 動作のスケジューリング パラメータを
[life {forever | seconds}]
設定します。
[start-time {hh:mm [:ss] [month
• operation-number：RTR エントリ番号を入力しま
day | day month] | pending | now
| after hh:mm:ss] [ageout
す。
seconds] [recurring]
• （任意）life：動作の実行を無制限（forever）に
指定するか、特定の秒数（seconds）を指定しま
例：
す。指定できる範囲は 0 ～ 2147483647 です。デ
Device(config)# ip sla
フォルトは 3600 秒（1 時間）です。
schedule 5 start-time now
life forever

• （任意）start-time：情報の収集を開始する時刻
を入力します。
特定の時刻に開始する場合は、時、分、秒（24
時間表記）、月日を入力します。月を入力しな
い場合、当月がデフォルト設定です。
pending と入力すると、開始時刻を指定するま
では情報を収集しません。
nowと入力すると、ただちに動作を開始します。
after hh:mm:ss と入力すれば、指定した時刻の経
過後に動作を開始します。
• （任意）ageout seconds：情報を収集していない
とき、メモリの動作を保存する秒数を指定しま
す。指定できる範囲は 0 ～ 2073600 秒です。デ
フォルトは 0 秒（いつまでも保存する）です。
• （任意）recurring：毎日、動作を自動的に実行
します。
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 9

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 10 copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を
保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

ICMP エコー IP SLA 動作の設定
次に、ICMP エコー IP SLA 動作の設定例を示します。
Device(config)# ip sla 12
Device(config-ip-sla)# icmp-echo 172.29.139.134
Device(config-ip-sla-echo)# frequency 30
Device(config-ip-sla-echo)# exit
Device(config)# ip sla schedule 5 start-time now life forever
Device(config)# end
Device# show ip sla configuration 22
IP SLAs, Infrastructure Engine-II.
Entry number: 12
Owner:
Tag:
Type of operation to perform: echo
Target address: 2.2.2.2
Source address: 0.0.0.0
Request size (ARR data portion): 28
Operation timeout (milliseconds): 5000
Type Of Service parameters: 0x0
Verify data: No
Vrf Name:
Schedule:
Operation frequency (seconds): 60
Next Scheduled Start Time: Pending trigger
Group Scheduled : FALSE
Randomly Scheduled : FALSE
Life (seconds): 3600
Entry Ageout (seconds): never
Recurring (Starting Everyday): FALSE
Status of entry (SNMP RowStatus): notInService
Threshold (milliseconds): 5000
Distribution Statistics:
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Number of statistic hours kept: 2
Number of statistic distribution buckets kept: 1
Statistic distribution interval (milliseconds): 20
History Statistics:
Number of history Lives kept: 0
Number of history Buckets kept: 15
History Filter Type: None
Enhanced History:

関連トピック
IP SLA 動作のしきい値のモニタリング, （950 ページ）

IP SLA 動作のモニタリング
次の表で、IP SLA 動作の設定と結果を表示するために使用するコマンドについて説明します。
表 75：IP SLA 動作のモニタリング

show ip sla application

Cisco IOS IP SLA のグローバル情報を表
示します。

show ip sla authentication

IP SLA 認証情報を表示します。

show ip sla configuration [entry-number]

すべての IP SLA 動作または特定の IP
SLA 動作に関する、デフォルト値をすべ
て含めた設定値を表示します。

show ip sla enhanced-history {collection-statistics |
distribution statistics} [entry-number]

収集した履歴バケットの拡張履歴統計情
報、あるいはすべての IP SLA 動作また
は特定の IP SLA 動作に関する分散統計
情報を表示します。

show ip sla ethernet-monitor configuration [entry-number] IP SLA 自動イーサネット設定を表示し
ます。
show ip sla group schedule [schedule-entry-number]

IP SLA グループ スケジューリング設定
と個別情報を表示します。

show ip sla history [entry-number | full | tabular]

すべての IP SLA 動作について収集した
履歴を表示します。

show ip sla mpls-lsp-monitor {collection-statistics |
configuration | ldp operational-state | scan-queue |
summary [entry-number] | neighbors}

MPLS ラベル スイッチド パス（LSP）ヘ
ルス モニタ動作を表示します。
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show ip sla reaction-configuration [entry-number]

すべての IP SLA 動作または特定の IP
SLA 動作に関する、予防的しきい値のモ
ニタリングの設定を表示します。

show ip sla reaction-trigger [entry-number]

すべての IP SLA 動作または特定の IP
SLA 動作に関する反応トリガー情報を表
示します。

show ip sla responder

IP SLA レスポンダ側の情報を表示しま
す。

show ip sla statistics [entry-number | aggregated | details] 動作ステータスおよび統計情報の現在値
または合計値を表示します。

IP SLA 動作のモニタリングの例
次の例は、アプリケーションごとのすべての IP SLA を示しています。
Device# show ip sla application
IP Service Level Agreements
Version: Round Trip Time MIB 2.2.0, Infrastructure Engine-III
Supported Operation Types:
icmpEcho, path-echo, path-jitter, udpEcho, tcpConnect, http
dns, udpJitter, dhcp, ftp, udpApp, wspApp
Supported Features:
IPSLAs Event Publisher
IP SLAs low memory water mark: 33299323
Estimated system max number of entries: 24389
Estimated number of configurable operations: 24389
Number of Entries configured : 0
Number of active Entries
: 0
Number of pending Entries
: 0
Number of inactive Entries
: 0
Time of last change in whole IP SLAs: *13:04:37.668 UTC Wed Dec 19 2012

次の例は、すべての IP SLA ディストリビューション統計情報を示しています。
Device# show ip sla enhanced-history distribution-statistics
Point by
Entry
Int
BucI
StartT
Pth
Hop
Comps
OvrTh
SumCmp
SumCmp2L
SumCmp2H
TMax
TMin

point Enhanced History
= Entry Number
= Aggregation Interval
= Bucket Index
= Aggregation Start Time
= Path index
= Hop in path index
= Operations completed
= Operations completed over thresholds
= Sum of RTT (milliseconds)
= Sum of RTT squared low 32 bits (milliseconds)
= Sum of RTT squared high 32 bits (milliseconds)
= RTT maximum (milliseconds)
= RTT minimum (milliseconds)
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Entry Int BucI StartT
Max
TMin

Pth Hop Comps OvrTh SumCmp

SumCmp2L

SumCmp2H

T

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco Medianet Metadata Guide

htp:/www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/mdata/configuration/15-sy/mdata-15sy-book/metadata-framework.pdf

Cisco Media Services Proxy Configuration Guide

http:/www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/msp/configuration/15-mt/msp-15-mt-book.pdf

Cisco Mediatrace and Cisco Performance Monitor
Configuration Guide

htp:/wwwc.iscoc.om/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/media_monitoring/configuration/15-mt/mm-15-mt-book/mm-mediatraceh.tml

エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

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

標準および RFC
標準/RFC

Title

なし

-

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs
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シスコのテクニカル サポート
説明

Link

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

サービス レベル契約の機能の履歴と情報
リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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SPAN および RSPAN の前提条件
SPAN
• SPAN トラフィックを特定の VLAN に制限するには、filter vlan キーワードを使用します。
トランク ポートをモニタしている場合、このキーワードで指定された VLAN 上のトラフィッ
クのみがモニタされます。デフォルトでは、トランク ポート上のすべての VLAN がモニタ
されます。
RSPAN
• RSPAN VLAN を設定してから、RSPAN 送信元または宛先セッションを設定することを推奨
します。

SPAN および RSPAN の制約事項
SPAN
SPAN の制約事項は次のとおりです。
• 各 スイッチ で 66 のセッションを設定できます。最大 7 の送信元セッションを設定できま
す。残りのセッションは、RSPAN 宛先セッションとして設定できます。送信元セッション
は、ローカル SPAN セッションまたは RSPAN 送信元セッションのどちらかになります。
• SPAN 送信元の場合は、セッションごとに、単一のポートまたは VLAN、一連のポートまた
は VLAN、一定範囲のポートまたは VLAN のトラフィックをモニタできます。1 つの SPAN
セッションに、送信元ポートおよび送信元 VLAN を混在させることはできません。
• 宛先ポートを送信元ポートにすることはできません。同様に、送信元ポートを宛先ポートに
することもできません。
• 同じ宛先ポートで 2 つの SPAN セッションを設定することはできません。
• スイッチ ポートを SPAN 宛先ポートとして設定すると、通常のスイッチ ポートではなくな
ります。SPAN 宛先ポートを通過するのは、監視対象トラフィックのみになります。
• SPAN コンフィギュレーション コマンドを入力しても、前に設定した SPAN パラメータは削
除されません。設定されている SPAN パラメータを削除するには、no monitor session
{session_number | all | local | remote} グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力する
必要があります。
• ローカル SPAN では、encapsulation replicate キーワードが指定されている場合、SPAN 宛先
ポートを経由する発信パケットは元のカプセル化ヘッダー（タグなし、ISL、または IEEE
802.1Q）を伝送します。このキーワードが指定されていない場合、パケットはネイティブ形
式で送信されます。
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• ディセーブルのポートを送信元ポートまたは宛先ポートとして設定することはできますが、
SPAN 機能が開始されるのは、宛先ポートと少なくとも 1 つの送信元ポートまたは送信元
VLAN がイネーブルになってからです。
• 単一の SPAN セッションに、送信元 VLAN とフィルタ VLAN を混在させることはできませ
ん。
SPAN セッションのトラフィック モニタリングには次の制約事項があります。
• ポートまたはVLANを送信元にできますが、同じセッション内に送信元ポートと送信元VLAN
を混在させることはできません。
• Wireshark は、出力スパンがアクティブな場合は出力パケットをキャプチャしません。
• 同じスイッチまたはスイッチ スタック内で、ローカル SPAN と RSPAN の送信元セッション
の両方を実行できます。スイッチまたはスイッチ スタックは合計 66 の送信元および RSPAN
宛先セッションをサポートします。
• 別個のまたは重複する SPAN 送信元ポートと VLAN のセットによって、SPAN または RSPAN
送信元セッションを 2 つ個別に設定できます。スイッチド ポートおよびルーテッド ポート
はいずれも SPAN 送信元および宛先として設定できます。
• 1 つの SPAN セッションに複数の宛先ポートを設定できますが、1 つのスイッチ スタックあ
たりに設定できる宛先ポートは最大で 64 個です。
• SPAN セッションがスイッチの通常の動作を妨げることはありません。ただし、10 Mbps の
ポートで 100 Mbps のポートをモニタするなど、オーバーサブスクライブの SPAN 宛先は、
パケットのドロップまたは消失を招くことがあります。
• SPAN または RSPAN がイネーブルの場合、監視中の各パケットは 2 回送信されます（1 回は
標準トラフィックとして、もう 1 回は監視されたパケットとして）。多数のポートまたは
VLAN をモニタすると、大量のネットワーク トラフィックが生成されることがあります。
• ディセーブルのポート上に SPAN セッションを設定することはできますが、そのセッション
用に宛先ポートと少なくとも 1 つの送信元ポートまたは VLAN をイネーブルにしない限り、
SPAN セッションはアクティブになりません。
• スイッチは、単一セッション内でのローカル SPAN と RSPAN の併用をサポートしません。
◦ RSPAN 送信元セッションにローカル宛先ポートを設定できません。
◦ RSPAN 宛先セッションにローカル送信元ポートを設定できません。
◦ 同じスイッチまたはスイッチ スタック上で、同じ RSPAN VLAN を使用する RSPAN 宛
先セッションおよび RSPAN 送信元セッションを実行できません。

RSPAN
RSPAN の制約事項は次のとおりです。
• RSPAN は、BPDU パケット モニタリングまたは他のレイヤ 2 スイッチ プロトコルをサポー
トしません。
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• RSPAN VLAN はトランク ポートにのみ設定されており、アクセス ポートには設定されてい
ません。不要なトラフィックが RSPAN VLAN に発生しないようにするために、参加してい
るすべてのスイッチで VLAN RSPAN 機能がサポートされていることを確認してください。
• 送信元トランク ポートにアクティブな RSPAN VLAN が設定されている場合、RSPAN VLAN
はポートベース RSPAN セッションの送信元として含まれます。また、RSPAN VLAN を SPAN
セッションの送信元に設定することもできます。ただし、スイッチはスパンされたトラフィッ
クをモニタしないため、スイッチの RSPAN 送信元セッションの宛先として識別された RSPAN
VLAN では、パケットの出力スパニングがサポートされません。
• VTP および VTP プルーニングをイネーブルにすると、トランク内で RSPAN トラフィックが
プルーニングされ、1005 以下の VLAN ID に関して、ネットワークで不必要な RSPAN トラ
フィックのフラッディングが防止されます。
• RSPAN を使用するには、スイッチが LAN Base イメージを実行している必要があります。

SPAN および RSPAN について
SPAN および RSPAN
ポートまたは VLAN を通過するネットワーク トラフィックを解析するには、SPAN または RSPAN
を使用して、そのスイッチ上、またはネットワークアナライザやその他のモニタデバイス、ある
いはセキュリティ デバイスに接続されている別のスイッチ上のポートにトラフィックのコピーを
送信します。SPAN は送信元ポート上または送信元 VLAN 上で受信、送信、または送受信された
トラフィックを宛先ポートにコピー（ミラーリング）して、解析します。SPAN は送信元ポート
または VLAN 上のネットワーク トラフィックのスイッチングには影響しません。宛先ポートは
SPAN 専用にする必要があります。SPAN または RSPAN セッションに必要なトラフィック以外、
宛先ポートがトラフィックを受信したり転送したりすることはありません。
SPAN を使用してモニタできるのは、送信元ポートを出入りするトラフィックまたは送信元 VLAN
に出入りするトラフィックだけです。送信元 VLAN にルーティングされたトラフィックはモニタ
できません。たとえば、着信トラフィックをモニタしている場合、別の VLAN から送信元 VLAN
にルーティングされているトラフィックはモニタできません。ただし、送信元 VLAN で受信し、
別の VLAN にルーティングされるトラフィックは、モニタできます。
ネットワーク セキュリティ デバイスからトラフィックを注入する場合、SPAN または RSPAN 宛
先ポートを使用できます。たとえば、Cisco 侵入検知システム（IDS）センサー装置を宛先ポート
に接続した場合、IDS デバイスは TCP リセット パケットを送信して、疑わしい攻撃者の TCP セッ
ションを停止させることができます。

ローカル SPAN
ローカル SPAN は 1 つのスイッチ内の SPAN セッション全体をサポートします。すべての送信元
ポートまたは送信元 VLAN、および宛先ポートは、同じスイッチまたはスイッチ スタック内にあ
ります。ローカル SPAN は、任意の VLAN 上の 1 つまたは複数の送信元ポートからのトラフィッ
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ク、あるいは 1 つまたは複数の VLAN からのトラフィックを解析するために宛先ポートへコピー
します。
ポート 5（送信元ポート）上のすべてのトラフィックがポート 10（宛先ポート）にミラーリング
されます。ポート 10 のネットワーク アナライザは、ポート 5 に物理的には接続されていません
が、ポート 5 からのすべてのネットワーク トラフィックを受信します。
図 56：単一デバイスでのローカル SPAN の設定例

これは、スイッチ スタック内のローカル SPAN の例です。送信元ポートと宛先ポートは異なるス
タック メンバにあります。
図 57：デバイス スタックでのローカル SPAN の設定例
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関連トピック
ローカル SPAN セッションの作成, （986 ページ）
ローカル SPAN セッションの作成および着信トラフィックの設定, （988 ページ）
例：ローカル SPAN の設定, （1010 ページ）

リモート SPAN
RSPANは、異なるスイッチ（または異なるスイッチスタック）上の送信元ポート、送信元VLAN、
および宛先ポートをサポートしているので、ネットワーク上で複数のスイッチをリモート モニタ
リングできます。
下の図にスイッチ A とスイッチ B の送信元ポートを示します。各 RSPAN セッションのトラフィッ
クは、ユーザが指定した RSPAN VLAN 上で伝送されます。この RSPAN VLAN は、参加している
すべてのスイッチの RSPAN セッション専用です。送信元ポートまたは VLAN からの RSPAN ト
ラフィックは RSPAN VLAN にコピーされ、RSPAN VLAN を伝送するトランク ポートを介して、
RSPAN VLAN をモニタする宛先セッションに転送されます。各 RSPAN 送信元スイッチには、
ポートまたは VLAN のいずれかが RSPAN 送信元として必要です。図中のスイッチ C のように、
宛先は常に物理ポートになります。
図 58：RSPAN の設定例
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関連トピック
RSPAN 送信元セッションの作成, （995 ページ）
RSPAN 宛先セッションの作成, （999 ページ）
RSPAN 宛先セッションの作成および着信トラフィックの設定, （1002 ページ）
例：RSPAN VLAN の作成, （1012 ページ）

SPAN と RSPAN の概念および用語
• SPAN セッション
• モニタ対象トラフィック
• 送信元ポート
• 送信元 VLAN
• VLAN フィルタリング
• 宛先ポート
• RSPAN VLAN
SPAN セッション
SPAN セッション（ローカルまたはリモート）を使用すると、1 つまたは複数のポート上、あるい
は 1 つまたは複数の VLAN 上でトラフィックをモニタし、そのモニタしたトラフィックを 1 つま
たは複数の宛先ポートに送信できます。
ローカル SPAN セッションは、宛先ポートと送信元ポートまたは送信元 VLAN（すべて単一のネッ
トワーク デバイス上にある）を結び付けたものです。ローカル SPAN には、個別の送信元および
宛先のセッションはありません。ローカル SPAN セッションはユーザが指定した入力および出力
のパケット セットを収集し、SPAN データ ストリームを形成して、宛先ポートに転送します。
RSPAN は少なくとも 1 つの RSPAN 送信元セッション、1 つの RSPAN VLAN、および少なくとも
1 つの RSPAN 宛先セッションで構成されています。RSPAN 送信元セッションと RSPAN 宛先セッ
ションは、異なるネットワーク デバイス上に別々に設定します。デバイスに RSPAN 送信元セッ
ションを設定するには、一連の送信元ポートまたは送信元 VLAN を RSPAN VLAN に関連付けま
す。このセッションの出力は、RSPAN VLAN に送信される SPAN パケットのストリームです。別
のデバイスに RSPAN 宛先セッションを設定するには、宛先ポートを RSPAN VLAN に関連付けま
す。宛先セッションは RSPAN VLAN トラフィックをすべて収集し、RSPAN 宛先ポートに送信し
ます。
RSPAN 送信元セッションは、パケット ストリームが転送される点を除き、ローカル SPAN セッ
ションに非常に似ています。RSPAN 送信元セッションでは、SPAN パケットに RSPAN VLAN ID
ラベルが再設定され、通常のトランク ポートを介して宛先スイッチに転送されます。
RSPAN 宛先セッションは RSPAN VLAN 上で受信されたすべてのパケットを取得し、VLAN のタ
ギングを除去し、宛先ポートに送ります。セッションは、（レイヤ 2 制御パケットを除く）すべ
ての RSPAN VLAN パケットのコピーを分析のためにユーザに提供します。
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複数のソースおよび宛先ポートを持つ単一 RSPAN セッションを同じセッションに使用できます
が、ソースが同じリモート VLAN であるソース セッションの複数使用は許可されていません。
SPAN セッションでのトラフィックのモニタには、次のような制約があります。
• ポートまたはVLANを送信元にできますが、同じセッション内に送信元ポートと送信元VLAN
を混在させることはできません。
• 同じスイッチまたはスイッチ スタック内で、ローカル SPAN と RSPAN の送信元セッション
の両方を実行できます。スイッチまたはスイッチ スタックは合計 66 の送信元および RSPAN
宛先セッションをサポートします。
• 別個のまたは重複する SPAN 送信元ポートと VLAN のセットによって、SPAN または RSPAN
送信元セッションを 2 つ個別に設定できます。スイッチド ポートおよびルーテッド ポート
はいずれも SPAN 送信元および宛先として設定できます。
• 1 つの SPAN セッションに複数の宛先ポートを設定できますが、1 つのスイッチ スタックあ
たりに設定できる宛先ポートは最大で 64 個です。
• SPAN セッションがスイッチの通常の動作を妨げることはありません。ただし、10 Mbps の
ポートで 100 Mbps のポートをモニタするなど、オーバーサブスクライブの SPAN 宛先は、
パケットのドロップまたは消失を招くことがあります。
• SPAN または RSPAN がイネーブルの場合、監視中の各パケットは 2 回送信されます（1 回は
標準トラフィックとして、もう 1 回は監視されたパケットとして）。したがって、多数の
ポートまたは VLAN をモニタすると、大量のネットワーク トラフィックが生成されること
があります。
• ディセーブルのポート上に SPAN セッションを設定することはできますが、そのセッション
用に宛先ポートと少なくとも 1 つの送信元ポートまたは VLAN をイネーブルにしない限り、
SPAN セッションはアクティブになりません。
• スイッチは、単一セッション内でのローカル SPAN と RSPAN の併用をサポートしません。
◦ RSPAN 送信元セッションにローカル宛先ポートを設定できません。
◦ RSPAN 宛先セッションにローカル送信元ポートを設定できません。
◦ 同じスイッチまたはスイッチ スタック上で、同じ RSPAN VLAN を使用する RSPAN 宛
先セッションおよび RSPAN 送信元セッションを実行できません。

関連トピック
ローカル SPAN セッションの作成, （986 ページ）
ローカル SPAN セッションの作成および着信トラフィックの設定, （988 ページ）
例：ローカル SPAN の設定, （1010 ページ）
モニタ対象トラフィック
SPAN セッションは、次のトラフィック タイプを監視できます。
• 受信（Rx）SPAN：受信（または入力）SPAN は、スイッチが変更または処理を行う前に、
送信元インターフェイスまたは VLAN が受信したすべてのパケットをできるだけ多くモニタ
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リングします。送信元が受信した各パケットのコピーがその SPAN セッションに対応する宛
先ポートに送られます。
Diffserv コード ポイント（DSCP）の変更など、ルーティングや Quality of Service（QoS）が
原因で変更されたパケットは、変更される前にコピーされます。
受信処理中にパケットをドロップする可能性のある機能は、入力 SPAN には影響を与えませ
ん。宛先ポートは、実際の着信パケットがドロップされた場合でも、パケットのコピーを受
信します。パケットをドロップする可能性のある機能は、標準および拡張 IP 入力アクセス
コントロール リスト（ACL）、入力 QoS ポリシング、VLAN ACL、および出力 QoS ポリシ
ングです。
• 送信（Tx）SPAN：送信（または出力）SPAN は、スイッチによる変更または処理がすべて実
行されたあとに、送信元インターフェイスから送信されたすべてのパケットをできる限り多
くモニタリングします。送信元が送信した各パケットのコピーがその SPAN セッションに対
応する宛先ポートに送られます。コピーはパケットの変更後に用意されます。
ルーティングが原因で変更されたパケット（存続可能時間（TTL）、MAC アドレス、QoS 値
の変更など）は、宛先ポートで（変更されて）コピーされます。
送信処理中にパケットをドロップする可能性のある機能は、SPAN 用の複製コピーにも影響
します。これらの機能には、標準および拡張 IP 出力 ACL、出力 QoS ポリシングがあります。
• 両方：SPAN セッションで、受信パケットと送信パケットの両方について、ポートまたは
VLAN をモニタすることもできます。これはデフォルトです。
ローカル SPAN セッション ポートのデフォルト設定では、すべてのタグなしパケットが送信され
ます。ただし、宛先ポートを設定するときに encapsulation replicate キーワードを入力すると、次
の変更が発生します。
• 送信元ポートと同じカプセル化設定（タグなし、または IEEE 802.1Q）を使用して、パケッ
トが宛先ポートに送信されます。
• BPDU やレイヤ 2 プロトコル パケットを含むすべてのタイプのパケットがモニタされます。
したがって、カプセル化レプリケーションがイネーブルにされたローカル SPAN セッションでは、
タグなし、および IEEE 802.1Q タグ付きパケットが宛先ポートに混在することがあります。
スイッチの輻輳により、入力送信元ポート、出力送信元ポート、または SPAN 宛先ポートでパケッ
トがドロップされることがあります。一般に、これらの特性は互いに無関係です。次に例を示し
ます。
• パケットは通常どおり転送されますが、SPAN 宛先ポートのオーバーサブスクライブが原因
でモニタされないことがあります。
• 入力パケットが標準転送されないにもかかわらず、SPAN 宛先ポートに着信することがあり
ます。
• スイッチの輻輳が原因でドロップされた出力パケットは、出力 SPAN からもドロップされま
す。
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SPAN の設定によっては、同一送信元のパケットのコピーが複数、SPAN 宛先ポートに送信されま
す。たとえば、ポート A での RX モニタ用とポート B での TX モニタ用に双方向（RX と TX）
SPAN セッションが設定されているとします。パケットがポート A からスイッチに入ってポート
B にスイッチされると、着信パケットも発信パケットも宛先ポートに送信されます。このため、
両方のパケットは同じものになります。レイヤ 3 書き換えが行われた場合には、パケット変更の
ため異なるパケットになります。
送信元ポート
送信元ポート（別名モニタ側ポート）は、ネットワーク トラフィック分析のために監視するス
イッチド ポートまたはルーテッド ポートです。
1 つのローカル SPAN セッションまたは RSPAN 送信元セッションでは、送信元ポートまたは VLAN
のトラフィックを単一方向または双方向でモニタできます。
スイッチは、任意の数の送信元ポート（スイッチで利用可能なポートの最大数まで）と任意の数
の送信元 VLAN（サポートされている VLAN の最大数まで）をサポートしています。
ただし、スイッチが送信元ポートまたは VLAN でサポートするセッション数には上限（2 つ）
（ローカルまたは RSPAN）があります。単一のセッションにポートおよび VLAN を混在させる
ことはできません。
送信元ポートの特性は、次のとおりです。
• 複数の SPAN セッションでモニタできます。
• モニタする方向（入力、出力、または両方）を指定して、各送信元ポートを設定できます。
• すべてのポート タイプ（EtherChannel、ギガビット イーサネットなど）が可能です。
• EtherChannel 送信元の場合は、EtherChannel 全体で、または物理ポートがポート チャネルに
含まれている場合は物理ポート上で個別に、トラフィックをモニタできます。
• アクセス ポート、トランク ポート、ルーテッド ポート、または音声 VLAN ポートに指定で
きます。
• 宛先ポートにすることはできません。
• 送信元ポートは同じ VLAN にあっても異なる VLAN にあってもかまいません。
• 単一セッション内で複数の送信元ポートをモニタすることが可能です。
送信元 VLAN
VLAN ベースの SPAN（VSPAN）では、1 つまたは複数の VLAN のネットワーク トラフィックを
モニタできます。VSPAN 内の SPAN または RSPAN 送信元インターフェイスが VLAN ID となり、
トラフィックはその VLAN のすべてのポートでモニタされます。
VSPAN には次の特性があります。
• 送信元 VLAN 内のすべてのアクティブ ポートは送信元ポートとして含まれ、単一方向また
は双方向でモニタできます。
• 指定されたポートでは、モニタ対象の VLAN 上のトラフィックのみが宛先ポートに送信され
ます。
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• 宛先ポートが送信元 VLAN に所属する場合は、送信元リストから除外され、モニタされませ
ん。
• ポートが送信元VLANに追加または削除されると、これらのポートで受信された送信元VLAN
のトラフィックは、モニタ中の送信元に追加または削除されます。
• VLAN 送信元と同じセッション内のフィルタ VLAN を使用することはできません。
• モニタできるのは、イーサネット VLAN だけです。
VLAN フィルタリング
トランク ポートを送信元ポートとしてモニタする場合、デフォルトでは、トランク上でアクティ
ブなすべての VLAN がモニタされます。VLAN フィルタリングを使用して、トランク送信元ポー
トでの SPAN トラフィックのモニタ対象を特定の VLAN に制限できます。
• VLAN フィルタリングが適用されるのは、トランク ポートまたは音声 VLAN ポートのみで
す。
• VLAN フィルタリングはポートベース セッションにのみ適用され、VLAN 送信元によるセッ
ションでは使用できません。
• VLAN フィルタ リストが指定されている場合、トランク ポートまたは音声 VLAN アクセス
ポートではリスト内の該当 VLAN のみがモニタされます。
• 他のポート タイプから着信する SPAN トラフィックは、VLAN フィルタリングの影響を受け
ません。つまり、すべての VLAN を他のポートで使用できます。
• VLAN フィルタリング機能は、宛先 SPAN ポートに転送されたトラフィックにのみ作用し、
通常のトラフィックのスイッチングには影響を与えません。
宛先ポート
各ローカル SPAN セッションまたは RSPAN 宛先セッションには、送信元ポートおよび VLAN か
らのトラフィックのコピーを受信し、SPAN パケットをユーザ（通常はネットワーク アナライザ）
に送信する宛先ポート（別名モニタ側ポート）が必要です。
宛先ポートの特性は、次のとおりです。
• ローカル SPAN セッションの場合、宛先ポートは送信元ポートと同じスイッチまたはスイッ
チ スタックに存在している必要があります。RSPAN セッションの場合は、RSPAN 宛先セッ
ションを含むスイッチ上にあります。RSPAN 送信元セッションのみを実行するスイッチまた
はスイッチ スタックには、宛先ポートはありません。
• ポートを SPAN 宛先ポートとして設定すると、元のポート設定が上書きされます。SPAN 宛
先設定を削除すると、ポートは以前の設定に戻ります。ポートが SPAN 宛先ポートとして機
能している間にポートの設定が変更されると、SPAN 宛先設定が削除されるまで、変更は有
効になりません。

（注）

SPAN の宛先ポートに QoS が設定されている場合、QoS はただちに有効にな
ります。
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• ポートが EtherChannel グループに含まれていた場合、そのポートが宛先ポートとして設定さ
れている間、グループから削除されます。削除されたポートがルーテッド ポートであった場
合、このポートはルーテッド ポートでなくなります。
• 任意のイーサネット物理ポートにできます。
• セキュア ポートにすることはできません。
• 送信元ポートにすることはできません。
• EtherChannel グループにできます（オン モードのみ）。
• VLAN にすることはできません。
• 一度に 1 つの SPAN セッションにしか参加できません（ある SPAN セッションの宛先ポート
は、別の SPAN セッションの宛先ポートになることはできません）。
• アクティブな場合、着信トラフィックはディセーブルになります。ポートは SPAN セッショ
ンに必要なトラフィック以外は送信しません。宛先ポートでは着信トラフィックを学習した
り、転送したりしません。
• 入力トラフィック転送がネットワーク セキュリティ デバイスでイネーブルの場合、宛先ポー
トはレイヤ 2 でトラフィックを転送します。
• レイヤ 2 プロトコル（STP、VTP、CDP、DTP、PAgP）のいずれにも参加しません。
• 任意の SPAN セッションの送信元 VLAN に所属する宛先ポートは、送信元リストから除外さ
れ、モニタされません。
• スイッチまたはスイッチ スタックの宛先ポートの最大数は 64 です。
ローカル SPAN および RSPAN 宛先ポートは、VLAN タギングおよびカプセル化で次のように動
作が異なります。
• ローカル SPAN では、宛先ポートに encapsulation replicate キーワードが指定されている場
合、各パケットに元のカプセル化が使用されます（タグなし、ISL、または IEEE 802.1Q）。
これらのキーワードが指定されていない場合、パケットはタグなしフォーマットになりま
す。したがって、encapsulation replicate がイネーブルになっているローカル SPAN セッショ
ンの出力に、タグなし、ISL、または IEEE 802.1Q タグ付きパケットが混在することがありま
す。
• RSPAN の場合は、元の VLAN ID は RSPAN VLAN ID で上書きされるため失われます。した
がって、宛先ポート上のすべてのパケットはタグなしになります。
RSPAN VLAN
RSPAN VLAN は、RSPAN の送信元セッションと宛先セッション間で SPAN トラフィックを伝送
します。RSPAN VLAN には、次の特性があります。
• RSPAN VLAN 内のすべてのトラフィックは、常にフラッディングされます。
• RSPAN VLAN では MAC アドレスは学習されません。
• RSPAN VLAN トラフィックが流れるのは、トランク ポート上のみです。
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• RSPAN VLAN は、remote-span VLAN コンフィギュレーション モード コマンドを使用して、
VLAN コンフィギュレーション モードで設定する必要があります。
• STP は RSPAN VLAN トランク上で実行できますが、SPAN 宛先ポート上では実行できませ
ん。
• RSPAN VLAN を、プライベート VLAN のプライマリまたはセカンダリ VLAN にはできませ
ん。
VLAN トランキング プロトコル（VTP）に対して可視である VLAN 1 ～ 1005 の場合、VLAN ID
および対応する RSPAN 特性は VTP によって伝播されます。拡張 VLAN 範囲（1006 ～ 4094）内
の RSPAN VLAN ID を割り当てる場合は、すべての中間スイッチを手動で設定する必要がありま
す。
通常は、ネットワークに複数の RSPAN VLAN を配置し、それぞれの RSPAN VLAN でネットワー
ク全体の RSPAN セッションを定義します。つまり、ネットワーク内の任意の場所にある複数の
RSPAN 送信元セッションで、パケットを RSPAN セッションに送信できます。また、ネットワー
ク全体に対して複数の RSPAN 宛先セッションを設定し、同じ RSPAN VLAN をモニタしたり、
ユーザにトラフィックを送信したりできます。セッションは RSPAN VLAN ID によって区別され
ます。
関連トピック
RSPAN 送信元セッションの作成, （995 ページ）
RSPAN 宛先セッションの作成, （999 ページ）
RSPAN 宛先セッションの作成および着信トラフィックの設定, （1002 ページ）
例：RSPAN VLAN の作成, （1012 ページ）

SPAN および RSPAN と他の機能の相互作用
SPAN は次の機能と相互に作用します。
• ルーティング：SPAN はルーテッド トラフィックを監視しません。VSPAN が監視するのは
スイッチに出入りするトラフィックに限られ、VLAN 間でルーティングされるトラフィック
は監視しません。たとえば、VLAN が受信モニタされ、スイッチが別の VLAN から監視対象
VLAN にトラフィックをルーティングする場合、そのトラフィックは監視されず、SPAN 宛
先ポートで受信されません。
• STP：SPAN または RSPAN セッションがアクティブな間、宛先ポートは STP に参加しませ
ん。SPAN または RSPAN セッションがディセーブルになると、宛先ポートは STP に参加で
きます。送信元ポートでは、SPAN は STP ステータスに影響を与えません。STP は RSPAN
VLAN を伝送するトランク ポート上でアクティブにできます。
• CDP：SPAN セッションがアクティブな間、SPAN 宛先ポートは CDP に参加しません。SPAN
セッションがディセーブルになると、ポートは再び CDP に参加します。
• VTP：VTP を使用すると、スイッチ間で RSPAN VLAN のプルーニングが可能です。
• VLAN およびトランキング：送信元ポート、または宛先ポートの VLAN メンバーシップまた
はトランクの設定値を、いつでも変更できます。ただし、宛先ポートの VLAN メンバーシッ
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プまたはトランクの設定値に対する変更が有効になるのは、SPAN 宛先設定を削除してから
です。送信元ポートの VLAN メンバーシップまたはトランクの設定値に対する変更は、ただ
ちに有効になり、対応する SPAN セッションが変更に応じて自動的に調整されます。
• EtherChannel：EtherChannelグループを送信元ポートとして設定することはできますが、SPAN
宛先ポートとして設定することはできません。グループが SPAN 送信元として設定されてい
る場合、グループ全体がモニタされます。
モニタ対象の EtherChannel グループに物理ポートを追加すると、SPAN 送信元ポート リスト
に新しいポートが追加されます。モニタ対象の EtherChannel グループからポートを削除する
と、送信元ポート リストからそのポートが自動的に削除されます。
EtherChannel グループに所属する物理ポートを SPAN 送信元ポートとして設定し、引き続き
EtherChannel の一部とすることができます。この場合、この物理ポートは EtherChannel に参
加しているため、そのポートからのデータはモニタされます。ただし、EtherChannel グルー
プに含まれる物理ポートを SPAN 宛先として設定した場合、その物理ポートはグループから
削除されます。SPAN セッションからそのポートが削除されると、EtherChannel グループに
再加入します。EtherChannel グループから削除されたポートは、グループ メンバのままです
が、inactive または suspended ステートになります。
EtherChannel グループに含まれる物理ポートが宛先ポートであり、その EtherChannel グルー
プが送信元の場合、ポートは EtherChannel グループおよびモニタ対象ポート リストから削除
されます。
• マルチキャスト トラフィックをモニタできます。出力ポートおよび入力ポートのモニタで
は、未編集のパケットが 1 つだけ SPAN 宛先ポートに送信されます。マルチキャスト パケッ
トの送信回数は反映されません。
• プライベート VLAN ポートは、SPAN 宛先ポートには設定できません。
• セキュア ポートを SPAN 宛先ポートにすることはできません。
SPAN セッションでは、入力転送が宛先ポートでイネーブルの場合、出力をモニタしている
ポートでポート セキュリティをイネーブルにしないでください。RSPAN 送信元セッション
では、出力をモニタしているポートでポート セキュリティをイネーブルにしないでくださ
い。
• IEEE 802.1x ポートは SPAN 送信元ポートにできます。SPAN 宛先ポート上で IEEE 802.1x を
イネーブルにできますが、SPAN 宛先としてこのポートを削除するまで、IEEE 802.1x はディ
セーブルに設定されます。
SPAN セッションでは、入力転送が宛先ポートでイネーブルの場合、出力をモニタしている
ポートで IEEE 802.1x をイネーブルにしないでください。RSPAN 送信元セッションでは、出
力をモニタしているポートで IEEE 802.1x をイネーブルにしないでください。

SPAN と RSPAN とデバイス スタック
スイッチのスタックは 1 つの論理スイッチを表すため、ローカル SPAN の送信元ポートおよび宛
先ポートは、スタック内の異なるスイッチである場合があります。したがって、スタック内での
スイッチの追加または削除は、RSPAN の送信元セッションまたは宛先セッションだけではなく、
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ローカル SPAN セッションにも影響を及ぼします。スイッチがスタックから削除されると、アク
ティブ セッションが非アクティブになります。また、スイッチがスタックに追加されると、非ア
クティブ セッションがアクティブになります。

フローベースの SPAN
送信元ポートで監視されるトラフィックにアクセス コントロール リスト（ACL）を適用するフ
ローベース SPAN（FSPAN）またはフローベース RSPAN（FRSPAN）を使用して、SPAN または
RSPAN で監視するネットワーク トラフィックのタイプを制御できます。FSPAN ACL は、IPv4、
IPv6、および監視される非 IP トラフィックをフィルタリングするように設定できます。
インターフェイスを通して ACL を SPAN セッションに適用します。ACL は SPAN セッション内
のすべてのインターフェイスで監視されるすべてのトラフィックに適用されます。この ACL に
よって許可されるパケットは、SPAN 宛先ポートにコピーされます。ほかのパケットは SPAN 宛
先ポートにコピーされません。
元のトラフィックは継続して転送され、接続している任意のポート、VLAN、およびルータ ACL
が適用されます。FSPAN ACL は転送の決定に影響を与えることはありません。同様に、ポート、
VLAN、およびルータ ACL は、トラフィックのモニタリングに影響を与えません。セキュリティ
入力 ACL がパケットを拒否したために転送されない場合でも、FSPAN ACL が許可すると、パケッ
トは SPAN 宛先ポートにコピーされます。しかし、セキュリティ出力 ACL がパケットを拒否した
ために転送されない場合、パケットは SPAN 宛先ポートにコピーされません。ただし、セキュリ
ティ出力 ACL がパケットの送信を許可した場合だけ、パケットは、FSPAN ACL が許可した場合
SPAN 宛先ポートにコピーされます。これは RSPAN セッションについてもあてはまります。
SPAN セッションには、次の 3 つのタイプの FSPAN ACL を接続できます。
• IPv4 FSPAN ACL：IPv4 パケットだけをフィルタリングします。
• IPv6 FSPAN ACL：IPv6 パケットだけをフィルタリングします。
• MAC FSPAN ACL：IP パケットだけをフィルタリングします。
スタックに設定された VLAN ベースの FSPAN セッションが 1 つまたは複数のスイッチ上のハー
ドウェア メモリに収まらない場合、セッションはこれらのスイッチ上でアンロードされたものと
して処理され、スイッチでの FSPAN ACL およびソーシングのためのトラフィックは、SPAN 宛先
ポートにコピーされません。FSPAN ACL は継続して正しく適用され、トラフィックは FSPAN
ACL がハードウェア メモリに収まるスイッチの SPAN 宛先ポートにコピーされます。
空の FSPAN ACL が接続されると、一部のハードウェア機能により、その ACL の SPAN 宛先ポー
トにすべてのトラフィックがコピーされます。十分なハードウェア リソースが使用できない場
合、空の FSPAN ACL もアンロードされる可能性があります。
IPv4 および MAC FSPAN ACL は、すべてのフィーチャ セットでサポートされています。IPv6
FSPAN ACL は、拡張 IP Services フィーチャ セットでだけサポートされています。
関連トピック
FSPAN セッションの設定, （1004 ページ）
FRSPAN セッションの設定, （1007 ページ）
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SPAN および RSPAN のデフォルト設定
表 76：SPAN および RSPAN のデフォルト設定

機能

デフォルト設定

SPAN のステート（SPAN および
RSPAN）

ディセーブル

モニタする送信元ポート トラフィック

受信トラフィックと送信トラフィックの両方（both）

カプセル化タイプ（宛先ポート）

ネイティブ形式（タグなしパケット）

入力転送（宛先ポート）

ディセーブル

VLAN フィルタリング

送信元ポートとして使用されるトランクインターフェ
イス上では、すべての VLAN がモニタリングされま
す。

RSPAN VLAN

未設定

設定時の注意事項
SPAN 設定時の注意事項
• SPAN セッションから送信元ポート、宛先ポート、または VLAN を削除する場合は、no
monitor session session_number source {interface interface-id | vlan vlan-id} グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドまたは no monitor session session_number destination interface
interface-id グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。宛先インターフェイ
スの場合、このコマンドの no 形式では、encapsulation オプションは無視されます。
• トランク ポート上のすべての VLAN をモニタするには、no monitor session session_number
filter グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。
関連トピック
ローカル SPAN セッションの作成, （986 ページ）
ローカル SPAN セッションの作成および着信トラフィックの設定, （988 ページ）
例：ローカル SPAN の設定, （1010 ページ）

RSPAN 設定時の注意事項
• すべての SPAN 設定時の注意事項が RSPAN に適用されます。
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• RSPAN VLAN には特性があるので、RSPAN VLAN として使用するためにネットワーク上の
VLAN をいくつか確保し、それらの VLAN にはアクセス ポートを割り当てないでおく必要
があります。
• RSPAN トラフィックに出力 ACL を適用して、特定のパケットを選択的にフィルタリングま
たはモニタできます。RSPAN 送信元スイッチ内の RSPAN VLAN 上で、これらの ACL を指
定します。
• RSPAN を設定する場合は、送信元ポートおよび宛先ポートをネットワーク内の複数のスイッ
チに分散させることができます。
• RSPAN VLAN 上のアクセス ポート（音声 VLAN ポートを含む）は、非アクティブ ステート
になります。
• 次の条件を満たす限り、任意の VLAN を RSPAN VLAN として設定できます。
◦ すべてのスイッチで、RSPAN セッションに同じ RSPAN VLAN が使用されている。
◦ 参加しているすべてのスイッチで RSPAN がサポートされている。

関連トピック
RSPAN 送信元セッションの作成, （995 ページ）
RSPAN 宛先セッションの作成, （999 ページ）
RSPAN 宛先セッションの作成および着信トラフィックの設定, （1002 ページ）
例：RSPAN VLAN の作成, （1012 ページ）

FSPAN および FRSPAN 設定時の注意事項
• FSPAN は、LAN Base ではサポートされていません。
• 少なくとも 1 つの FSPAN ACL が接続されている場合、FSPAN はイネーブルになります。
• SPAN セッションに空ではない FSPAN ACL を少なくとも 1 つ接続し、ほかの 1 つまたは複
数の FSPAN ACL を接続しなかった場合（たとえば、空ではない IPv4 ACL を接続し、IPv6
と MAC ACL を接続しなかった場合）、FSPAN は、接続されていない ACL によってフィル
タリングされたと思われるトラフィックをブロックします。したがって、このトラフィック
は監視されません。
関連トピック
FSPAN セッションの設定, （1004 ページ）
FRSPAN セッションの設定, （1007 ページ）
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SPAN および RSPAN の設定方法
ローカル SPAN セッションの作成
SPAN セッションを作成し、送信元（モニタ対象）ポートまたは VLAN、および宛先（モニタ側）
ポートを指定するには、次の手順を実行します。

手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアクショ
ン

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワードを入
力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステッ
プ2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device# configure
terminal

ステッ
プ3

no monitor session
セッションに対する既存の SPAN 設定を削除します。
{session_number | all | local
• session_number の範囲は、1 ～ 66 です。
| remote}
例：

• all：すべての SPAN セッションを削除します。
• local：すべてのローカル セッションを削除します。

Device(config)# no
monitor session all

• remote：すべてのリモート SPAN セッションを削除し
ます。

ステッ
プ4

monitor session
SPAN セッションおよび送信元ポート（モニタ対象ポー
session_numbersource
ト）を指定します。
{interface interface-id |vlan
• session_number の範囲は、1 ～ 66 です。
vlan-id} [, | -] [both | rx | tx]
例：
Device(config)# monitor
session 1 source
interface
gigabitethernet1/0/1

• interface-id には、モニタリングする送信元ポートを指
定します。有効なインターフェイスには、物理イン
ターフェイスおよびポートチャネル論理インターフェ
イス（port-channel port-channel-number）があります。
有効なポートチャネル番号は 1 ～ 48 です。
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コマンドまたはアクショ
ン

目的
• vlan-id には、モニタリングする送信元 VLAN を指定
します。指定できる範囲は 1 ～ 4094 です（RSPAN
VLAN は除く）。
（注）

1 つのセッションに、一連のコマンドで定
義された複数の送信元（ポートまたは
VLAN）を含めることができます。ただし、
1 つのセッション内では送信元ポートと送
信元 VLAN を併用できません。

• （任意）[, | -] は、一連または一定範囲のインターフェ
イスを指定します。カンマの前後およびハイフンの前
後にスペースを 1 つずつ入力します。
• （任意）both | rx | tx：モニタするトラフィックの方
向を指定します。トラフィックの方向を指定しなかっ
た場合、送信元インターフェイスは送信トラフィック
と受信トラフィックの両方を送信します。
◦ both：受信トラフィックと送信トラフィックの
両方をモニタします。
◦ rx：受信トラフィックをモニタします。
◦ tx：送信トラフィックをモニタします。
（注）

ステッ
プ5

monitor session session_numbersource コ
マンドを複数回使用すると、複数の送
信元ポートを設定できます。

monitor session
SPAN セッションおよび宛先ポート（モニタ側ポート）を
session_numberdestination 指定します。
{interface interface-id [, | -]
ローカル SPAN の場合は、送信元および宛先イ
[encapsulation replicate]} （注）
ンターフェイスに同じセッション番号を使用す
る必要があります。
例：
Device(config)# monitor
session 1 destination
interface
gigabitethernet1/0/2
encapsulation replicate

• session_number には、ステップ 4 で入力したセッショ
ン番号を指定します。
• interface-id には、宛先ポートを指定します。宛先イン
ターフェイスには物理ポートを指定する必要がありま
す。EtherChannel や VLAN は指定できません。
• （任意）[, | -] は、一連または一定範囲のインターフェ
イスを指定します。カンマの前後およびハイフンの前
後にスペースを 1 つずつ入力します。
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コマンドまたはアクショ
ン

目的
（任意）encapsulation replicate は、宛先インターフェイス
が送信元インターフェイスのカプセル化方式を複製するこ
とを指定します。選択しない場合のデフォルトは、ネイ
ティブ形式（タグなし）でのパケットの送信です。
（注）

ステッ
プ6

end

monitor session session_number destination コマン
ドを複数回使用すると、複数の宛先ポートを設
定できます。

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステッ
プ7

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show
running-config

ステッ
プ8

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存し
ます。

例：
Device# copy
running-config
startup-config

関連トピック
ローカル SPAN, （972 ページ）
SPAN セッション, （975 ページ）
SPAN 設定時の注意事項, （984 ページ）

ローカル SPAN セッションの作成および着信トラフィックの設定
SPAN セッションを作成し、さらに送信元ポートまたは VLAN および宛先ポートを指定した後、
宛先ポートでネットワーク セキュリティ デバイス（Cisco IDS センサー装置等）用に着信トラ
フィックをイネーブルにするには、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

no monitor session
{session_number | all | local |
remote}

セッションに対する既存の SPAN 設定を削除しま
す。
• session_number の範囲は、1 ～ 66 です。

例：

• all：すべての SPAN セッションを削除します。

Device(config)# no monitor
session all

• local：すべてのローカル セッションを削除し
ます。
• remote：すべてのリモート SPAN セッションを
削除します。

ステップ 4

monitor session
SPAN セッションおよび送信元ポート（モニタ対象
session_numbersource {interface ポート）を指定します。
interface-id |vlan vlan-id} [, | -]
[both | rx | tx]
例：
Device(config)# monitor
session 2 source
gigabitethernet1/0/1 rx

ステップ 5

monitor session
SPAN セッション、宛先ポート、パケットカプセル
session_numberdestination
化、および入力 VLAN とカプセル化を指定します。
{interface interface-id [, | -]
• session_number には、ステップ 4 で入力した
[encapsulation replicate] [ingress
{dot1q vlan vlan-id | untagged
セッション番号を指定します。
vlan vlan-id | vlan vlan-id}]}
• interface-id には、宛先ポートを指定します。宛
先インターフェイスには物理ポートを指定する
例：
必要があります。EtherChannel や VLAN は指定
Device(config)# monitor
できません。
session 2 destination
interface gigabitethernet1/0/2
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コマンドまたはアクション
encapsulation replicate
ingress dot1q vlan 6

目的
• （任意）[, | -]：一連のインターフェイスまたは
インターフェイス範囲を指定します。カンマま
たはハイフンの前後にスペースを 1 つずつ入力
します。
• （任意）encapsulation replicate は、宛先イン
ターフェイスが送信元インターフェイスのカプ
セル化方式を複製することを指定します。選択
しない場合のデフォルトは、ネイティブ形式
（タグなし）でのパケットの送信です。
• ingress 宛先ポートでの着信トラフィックの転
送をイネーブルにして、カプセル化タイプを指
定します。
◦ dot1q vlan vlan-id：デフォルトの VLAN と
して指定した VLAN で、IEEE 802.1Q で
カプセル化された着信パケットを受信し
ます。
◦ untagged vlan vlan-id または vlan vlan-id：
デフォルトの VLAN として指定した VLAN
で、タグなしでカプセル化された着信パ
ケットを受信します。

ステップ 6

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 7

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 8

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を
保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config
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関連トピック
ローカル SPAN, （972 ページ）
SPAN セッション, （975 ページ）
SPAN 設定時の注意事項, （984 ページ）
例：ローカル SPAN の設定, （1010 ページ）

フィルタリングする VLAN の指定
SPAN 送信元トラフィックを特定の VLAN に制限するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

no monitor session
{session_number | all | local |
remote}
例：

セッションに対する既存の SPAN 設定を削除します。
• session_number の範囲は、1 ～ 66 です。
• all：すべての SPAN セッションを削除します。
• local：すべてのローカル セッションを削除しま

Device(config)# no monitor
session all

す。
• remote：すべてのリモート SPAN セッションを
削除します。

ステップ 4

monitor session session_number 送信元ポート（モニタ対象ポート）と SPAN セッショ
source interface interface-id
ンの特性を指定します。
例：
Device(config)# monitor
session 2 source interface
gigabitethernet1/0/2 rx

• session_number の範囲は、1 ～ 66 です。
• interface-id には、モニタリングする送信元ポー
トを指定します。指定したインターフェイスは、
あらかじめトランク ポートとして設定しておく
必要があります。
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コマンドまたはアクション
ステップ 5

目的

monitor session
SPAN 送信元トラフィックを特定の VLAN に制限し
session_numberfilter vlan vlan-id ます。
[, | -]
• session_number には、ステップ 4 で指定したセッ
ション番号を入力します。
例：
Device(config)# monitor
session 2 filter vlan 1 - 5
, 9

• vlan-id に指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。
• （任意）カンマ（,）を使用して一連の VLAN
を指定するか、ハイフン（-）を使用して VLAN
範囲を指定します。カンマの前後およびハイフ
ンの前後にスペースを 1 つずつ入力します。

ステップ 6

monitor session
session_numberdestination
{interface interface-id [, | -]
[encapsulation replicate]}

SPAN セッションおよび宛先ポート（モニタ側ポー
ト）を指定します。
• session_number には、ステップ 4 で入力したセッ
ション番号を指定します。

例：
Device(config)# monitor
session 2 destination
interface
gigabitethernet1/0/1

• interface-id には、宛先ポートを指定します。宛
先インターフェイスには物理ポートを指定する
必要があります。EtherChannel や VLAN は指定
できません。
• （任意）[, | -] は、一連または一定範囲のイン
ターフェイスを指定します。カンマの前後およ
びハイフンの前後にスペースを 1 つずつ入力し
ます。
• （任意）encapsulation replicate は、宛先イン
ターフェイスが送信元インターフェイスのカプ
セル化方式を複製することを指定します。選択
しない場合のデフォルトは、ネイティブ形式（タ
グなし）でのパケットの送信です。

ステップ 7

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 8

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を
保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

RSPAN VLAN としての VLAN の設定
新しい VLAN を作成し、RSPAN セッション用の RSPAN VLAN になるように設定するには、次の
手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

vlan vlan-id
例：
Device(config)# vlan 100

VLAN ID を入力して VLAN を作成するか、ま
たは既存の VLAN の VLAN ID を入力して、
VLAN コンフィギュレーション モードを開始し
ます。指定できる範囲は 2 ～ 1001 または 1006
～ 4094 です。
RSPAN VLAN を VLAN 1（デフォルト VLAN）
または VLAN ID 1002 ～ 1005（トークンリング
および FDDI VLAN 専用）にすることはできま
せん。
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

remote-span

VLAN を RSPAN VLAN として設定します。

例：
Device(config-vlan)#
remote-span

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-vlan)# end

ステップ 6

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 7

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設
定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

次の作業
RSPAN に参加するすべてのスイッチに RSPAN VLAN を作成する必要があります。RSPAN VLAN
ID が標準範囲（1005 未満）であり、VTP がネットワーク内でイネーブルである場合は、1 つのス
イッチに RSPAN VLAN を作成し、VTP がこの RSPAN VLAN を VTP ドメイン内の他のスイッチ
に伝播するように設定できます。拡張範囲 VLAN（1005 を超える ID）の場合、送信元と宛先の両
方のスイッチ、および中間スイッチに RSPAN VLAN を設定する必要があります。
VTP プルーニングを使用して、RSPAN トラフィックが効率的に流れるようにするか、または
RSPAN トラフィックの伝送が不要なすべてのトランクから、RSPAN VLAN を手動で削除します。
VLAN からリモート SPAN 特性を削除して、標準 VLAN に戻すように変換するには、no remote-span
VLAN コンフィギュレーション コマンドを使用します。
SPAN セッションから送信元ポートまたは VLAN を削除するには、no monitor session
session_numbersource {interface interface-id |vlan vlan-id} グローバル コンフィギュレーション コマ
ンドを使用します。セッションから RSPAN VLAN を削除するには、no monitor session
session_numberdestination remote vlan vlan-id コマンドを使用します。
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RSPAN 送信元セッションの作成
RSPAN 送信元セッションを作成および開始し、モニタ対象の送信元および宛先 RSPAN VLAN を
指定するには、次の手順を実行します。

手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステッ
プ2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステッ
プ3

no monitor session
{session_number | all | local |
remote}
例：

セッションに対する既存の SPAN 設定を削除します。
• session_number の範囲は、1 ～ 66 です。
• all：すべての SPAN セッションを削除します。
• local：すべてのローカル セッションを削除しま

Device(config)# no monitor
session 1

す。
• remote：すべてのリモート SPAN セッションを
削除します。

ステッ
プ4

monitor session
RSPAN セッションおよび送信元ポート（モニタ対象
session_numbersource {interface ポート）を指定します。
interface-id | vlan vlan-id} [, | -]
• session_number の範囲は、1 ～ 66 です。
[both | rx | tx]
例：
Device(config)# monitor
session 1 source interface
gigabitethernet1/0/1 tx

• RSPAN セッションの送信元ポートまたは送信元
VLAN を入力します。
◦ interface-id には、モニタリングする送信元
ポートを指定します。有効なインターフェ
イスには、物理インターフェイスおよび
ポート チャネル論理インターフェイス
（port-channel port-channel-number）があり
ます。有効なポートチャネル番号は 1 ～ 48
です。
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コマンドまたはアクション

目的
◦ vlan-id には、モニタする送信元 VLAN を指
定します。指定できる範囲は 1 ～ 4094 で
す（RSPAN VLAN は除く）。
1 つのセッションに、一連のコマンドで定
義された複数の送信元（ポートまたは
VLAN）を含めることができます。ただし、
1 つのセッション内で送信元ポートと送信
元 VLAN を併用することはできません。
• （任意）[, | -]：一連のインターフェイスまたは
インターフェイス範囲を指定します。カンマの
前後およびハイフンの前後にスペースを 1 つず
つ入力します。
• （任意）both | rx | tx：モニタするトラフィック
の方向を指定します。トラフィックの方向を指
定しなかった場合、送信元インターフェイスは
送信トラフィックと受信トラフィックの両方を
送信します。
◦ both：受信トラフィックと送信トラフィッ
クの両方をモニタします。
◦ rx：受信トラフィックをモニタします。
◦ tx：送信トラフィックをモニタします。

ステッ
プ5

monitor session
RSPAN セッション、宛先 RSPAN VLAN、および宛
session_numberdestinationremote 先ポート グループを指定します。
vlan vlan-id
• session_number には、ステップ 4 で指定した番
号を入力します。
例：
Device(config)# monitor
session 1 destination remote
vlan 100

ステッ
プ6

end

• vlan-id には、モニタリングする送信元 RSPAN
VLAN を指定します。
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end
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ステッ
プ7

コマンドまたはアクション

目的

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステッ
プ8

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を
保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

関連トピック
リモート SPAN, （974 ページ）
RSPAN VLAN, （980 ページ）
RSPAN 設定時の注意事項, （984 ページ）

フィルタリングする VLAN の指定
RSPAN 送信元トラフィックを特定の VLAN に制限するように RSPAN 送信元セッションを設定す
るには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権EXECモードをイネーブルにします。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

no monitor session
{session_number | all | local |
remote}

セッションに対する既存の SPAN 設定を削除しま
す。
• session_number の範囲は、1 ～ 66 です。
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コマンドまたはアクション

目的
• all：すべての SPAN セッションを削除しま

例：
Device(config)# no monitor
session 2

す。
• local：すべてのローカル セッションを削除し
ます。
• remote：すべてのリモート SPAN セッション
を削除します。

ステップ 4

monitor session session_number
source interface interface-id
例：
Device(config)# monitor
session 2 source interface
gigabitethernet1/0/2 rx

ステップ 5

送信元ポート（モニタ対象ポート）と SPAN セッ
ションの特性を指定します。
• session_number の範囲は、1 ～ 66 です。
• interface-id には、モニタリングする送信元
ポートを指定します。指定したインターフェ
イスは、あらかじめトランク ポートとして設
定しておく必要があります。

monitor session
SPAN 送信元トラフィックを特定の VLAN に制限
session_numberfilter vlan vlan-id します。
[, | -]
• session_number には、ステップ 4 で指定した
セッション番号を入力します。
例：
Device(config)# monitor
session 2 filter vlan 1 - 5 ,
9

• vlan-id に指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。
• （任意）, | -：カンマ（,）を使用して一連の
VLAN を指定するか、ハイフン（-）を使用し
て VLAN 範囲を指定します。カンマの前後お
よびハイフンの前後にスペースを 1 つずつ入
力します。

ステップ 6

monitor session
RSPAN セッションおよび宛先リモート VLAN
session_numberdestinationremote （RSPAN VLAN）を指定します。
vlan vlan-id
• session_number には、ステップ 4 で指定した
セッション番号を入力します。
例：
Device(config)# monitor
session 2 destination remote
vlan 902

• vlan-id には、宛先ポートにモニタ対象トラ
フィックを伝送する RSPAN VLAN を指定し
ます。
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 8

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 9

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定
を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

RSPAN 宛先セッションの作成
RSPAN 宛先セッションは、別のスイッチまたはスイッチ スタック（送信元セッションが設定さ
れていないスイッチまたはスイッチ スタック）に設定します。
このスイッチ上で RSPAN VLAN を定義し、RSPAN 宛先セッションを作成し、送信元 RSPAN
VLAN および宛先ポートを指定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

999

SPAN および RSPAN の設定方法

ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

vlan vlan-id

送信元スイッチで作成された RSPAN VLAN の VLAN
ID を指定し、VLAN コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：

ステップ 4

Device(config)# vlan 901

両方のスイッチが VTP に参加し、RSPAN VLAN ID
が 2 ～ 1005 である場合は、VTP ネットワークを介
して RSPAN VLAN ID が伝播されるため、ステップ
3 ～ 5 は不要です。

remote-span

VLAN を RSPAN VLAN として識別します。

例：
Device(config-vlan)#
remote-span

ステップ 5

exit

グローバル コンフィギュレーション モードに戻り
ます。

例：
Device(config-vlan)# exit

ステップ 6

no monitor session
{session_number | all | local |
remote}

セッションに対する既存の SPAN 設定を削除しま
す。
• session_number の範囲は、1 ～ 66 です。

例：

• all：すべての SPAN セッションを削除します。

Device(config)# no monitor
session 1

• local：すべてのローカル セッションを削除し
ます。
• remote：すべてのリモート SPAN セッション
を削除します。

ステップ 7

monitor session
session_numbersourceremote
vlan vlan-id

RSPAN セッションと送信元 RSPAN VLAN を指定
します。
• session_number の範囲は、1 ～ 66 です。

例：
Device(config)# monitor
session 1 source remote vlan
901

ステップ 8

monitor session
session_numberdestination
interface interface-id

• vlan-id には、モニタリングする送信元 RSPAN
VLAN を指定します。

RSPAN セッションと宛先インターフェイスを指定
します。
• session_number には、ステップ 7 で指定した番

例：

号を入力します。

Device(config)# monitor
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コマンドまたはアクション

目的
RSPAN 宛先セッションでは、送信元 RSPAN
VLAN および宛先ポートに同じセッション番
号を使用する必要があります。

session 1 destination
interface
gigabitethernet2/0/1

• interface-id には、宛先インターフェイスを指定
します。宛先インターフェイスは物理インター
フェイスでなければなりません。
• encapsulation replicate はコマンドラインのヘ
ルプ ストリングに表示されますが、RSPAN で
はサポートされていません。元の VLAN ID は
RSPAN VLAN ID によって上書きされ、宛先
ポート上のすべてのパケットはタグなしにな
ります。
ステップ 9

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 10

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 11

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定
を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

関連トピック
リモート SPAN, （974 ページ）
RSPAN VLAN, （980 ページ）
RSPAN 設定時の注意事項, （984 ページ）
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RSPAN 宛先セッションの作成および着信トラフィックの設定
RSPAN 宛先セッションを作成し、送信元 RSPAN VLAN および宛先ポートを指定し、宛先ポート
でネットワーク セキュリティ デバイス（Cisco IDS センサー装置等）用に着信トラフィックをイ
ネーブルにするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

no monitor session
{session_number | all | local |
remote}
例：

セッションに対する既存の SPAN 設定を削除します。
• session_number の範囲は、1 ～ 66 です。
• all：すべての SPAN セッションを削除します。
• local：すべてのローカル セッションを削除しま

Device(config)# no monitor
session 2

す。
• remote：すべてのリモート SPAN セッションを削
除します。

ステップ 4

monitor session
session_numbersourceremote
vlan vlan-id

RSPAN セッションと送信元 RSPAN VLAN を指定しま
す。
• session_number の範囲は、1 ～ 66 です。

例：
Device(config)# monitor
session 2 source remote vlan
901

ステップ 5

• vlan-id には、モニタリングする送信元 RSPAN
VLAN を指定します。

monitor session session_number SPAN セッション、宛先ポート、パケット カプセル
destination {interface
化、および着信 VLAN とカプセル化を指定します。
interface-id [, | -] [ingress
• session_number には、ステップ 5 で指定した番号
{dot1q vlan vlan-id | untagged
vlan vlan-id| vlan vlan-id}]}
を入力します。
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コマンドまたはアクション
例：
Device(config)# monitor
session 2 destination
interface
gigabitethernet1/0/2 ingress
vlan 6

目的
RSPAN 宛先セッションでは、送信元 RSPAN
VLAN および宛先ポートに同じセッション番号を
使用する必要があります。
• interface-id には、宛先インターフェイスを指定し
ます。宛先インターフェイスは物理インターフェ
イスでなければなりません。
• encapsulation replicate はコマンドラインのヘルプ
ストリングに表示されますが、RSPAN ではサポー
トされていません。元の VLAN ID は RSPAN
VLAN ID によって上書きされ、宛先ポート上の
すべてのパケットはタグなしになります。
• （任意）[, | -] は、一連のまたは一定範囲のイン
ターフェイスを指定します。カンマの前後および
ハイフンの前後にスペースを 1 つずつ入力しま
す。
• 宛先ポートでの着信トラフィックの転送をイネー
ブルにして、カプセル化タイプを指定するには、
ingress を追加のキーワードと一緒に入力します。
◦ dot1q vlan vlan-id：デフォルトの VLAN とし
て指定した VLAN で、IEEE 802.1Q でカプセ
ル化された着信パケットを転送します。
◦ untagged vlan vlan-id または vlan vlan-id：デ
フォルトの VLAN として指定した VLAN
で、タグなしでカプセル化された着信パケッ
トを転送します。

ステップ 6

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 7

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保
存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

関連トピック
リモート SPAN, （974 ページ）
RSPAN VLAN, （980 ページ）
RSPAN 設定時の注意事項, （984 ページ）
例：RSPAN VLAN の作成, （1012 ページ）

FSPAN セッションの設定
SPAN セッションを作成し、送信元（監視対象）ポートまたは VLAN、および宛先（モニタ側）
ポートを指定し、セッションに FSPAN を設定するには、次の手順を実行します。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステッ
プ1

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワードを入
力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステッ
プ2

configure terminal

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。

例：
Device# configure
terminal

ステッ
プ3

no monitor session
セッションに対する既存の SPAN 設定を削除します。
{session_number | all | local |
• session_number の範囲は、1 ～ 66 です。
remote}
例：

• all：すべての SPAN セッションを削除します。
• local：すべてのローカル セッションを削除します。

Device(config)# no
monitor session 2
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コマンドまたはアクション 目的
• remote：すべてのリモート SPAN セッションを削除
します。
ステッ
プ4

monitor session
SPAN セッションおよび送信元ポート（モニタ対象ポー
session_numbersource
ト）を指定します。
{interface interface-id | vlan
• session_number の範囲は、1 ～ 66 です。
vlan-id} [, | -] [both | rx | tx]
例：
Device(config)# monitor
session 2 source
interface
gigabitethernet1/0/1

• interface-id には、モニタリングする送信元ポートを指
定します。有効なインターフェイスには、物理イン
ターフェイスおよびポートチャネル論理インターフェ
イス（port-channel port-channel-number）があります。
有効なポートチャネル番号は 1 ～ 48 です。
• vlan-id には、モニタリングする送信元 VLAN を指定
します。指定できる範囲は 1 ～ 4094 です（RSPAN
VLAN は除く）。
（注）

1 つのセッションに、一連のコマンドで定
義された複数の送信元（ポートまたは
VLAN）を含めることができます。ただし、
1 つのセッション内では送信元ポートと送
信元 VLAN を併用できません。

• （任意）[, | -]：一連のインターフェイスまたはイン
ターフェイス範囲を指定します。カンマの前後およ
びハイフンの前後にスペースを 1 つずつ入力します。
• （任意） [both | rx | tx]：モニタリングするトラフィッ
クの方向を指定します。トラフィックの方向を指定
しなかった場合、SPAN は送信トラフィックと受信ト
ラフィックの両方をモニタします。
◦ both：送信トラフィックと受信トラフィックの
両方をモニタします。これはデフォルトです。
◦ rx：受信トラフィックをモニタします。
◦ tx：送信トラフィックをモニタします。
（注）

ステッ
プ5

monitor session
session_numberdestination
{interface interface-id [, | -]
[encapsulation replicate]}

monitor session session_numbersource
コマンドを複数回使用すると、複数の
送信元ポートを設定できます。

SPAN セッションおよび宛先ポート（モニタ側ポート）を
指定します。
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コマンドまたはアクション 目的
• session_number には、ステップ 4 で入力したセッショ
例：
Device(config)# monitor
session 2 destination
interface
gigabitethernet1/0/2
encapsulation replicate

ン番号を指定します。
• destination には、次のパラメータを指定します。
◦ interface-id には、宛先ポートを指定します。宛
先インターフェイスには物理ポートを指定する
必要があります。EtherChannel や VLAN は指定
できません。
◦ （任意）[, | -] は、一連または一定範囲のインター
フェイスを指定します。カンマの前後およびハ
イフンの前後にスペースを1つずつ入力します。
◦ （任意）encapsulation replicate は、宛先インター
フェイスが送信元インターフェイスのカプセル
化方式を複製することを指定します。選択しな
い場合のデフォルトは、ネイティブ形式（タグ
なし）でのパケットの送信です。
（注）

ローカル SPAN の場合は、送信元および宛先イ
ンターフェイスに同じセッション番号を使用す
る必要があります。
monitor session session_numberdestination コマン
ドを複数回使用すると、複数の宛先ポートを設
定できます。

ステッ
プ6

monitor session
session_numberfilter {ip |
ipv6 | mac} access-group
{access-list-number | name}

SPAN セッション、フィルタリングするパケットのタイ
プ、および FSPAN セッションで使用する ACL を指定しま
す。
• session_number には、ステップ 4 で入力したセッショ

例：
Device(config)# monitor
session 2 filter ipv6
access-group 4

ン番号を指定します。
• access-list-number には、トラフィックのフィルタリン
グに使用したい ACL 番号を指定します。
• name には、トラフィックのフィルタリングに使用す
る ACL の名前を指定します。

ステッ
プ7

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end
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コマンドまたはアクション 目的
ステッ
プ8

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show
running-config

ステッ
プ9

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存
します。

例：
Device# copy
running-config
startup-config

関連トピック
フローベースの SPAN, （983 ページ）
FSPAN および FRSPAN 設定時の注意事項, （985 ページ）

FRSPAN セッションの設定
RSPAN 送信元セッションを開始し、監視対象の送信元および宛先 RSPAN VLAN を指定し、セッ
ションに FRSPAN を設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

no monitor session
{session_number | all | local |
remote}

セッションに対する既存のSPAN設定を削除します。
• session_number の範囲は、1 ～ 66 です。
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コマンドまたはアクション

目的
• all：すべての SPAN セッションを削除します。

例：
Device(config)# no monitor
session 2

• local：すべてのローカル セッションを削除しま
す。
• remote：すべてのリモート SPAN セッションを
削除します。

ステップ 4

monitor session
SPAN セッションおよび送信元ポート（モニタ対象
session_numbersource {interface ポート）を指定します。
interface-id | vlan vlan-id} [, | -]
• session_number の範囲は、1 ～ 66 です。
[both | rx | tx]
例：
Device(config)# monitor
session 2 source interface
gigabitethernet1/0/1

• interface-id には、モニタリングする送信元ポー
トを指定します。有効なインターフェイスに
は、物理インターフェイスおよびポート チャネ
ル論理インターフェイス（port-channel
port-channel-number）があります。有効なポー
トチャネル番号は 1 ～ 48 です。
• vlan-id には、モニタリングする送信元 VLAN
を指定します。指定できる範囲は 1 ～ 4094 で
す（RSPAN VLAN は除く）。
（注）

1 つのセッションに、一連のコマンド
で定義された複数の送信元（ポート
または VLAN）を含めることができ
ます。ただし、1 つのセッション内で
は送信元ポートと送信元 VLAN を併
用できません。

• （任意）[, | -]：一連のインターフェイスまたは
インターフェイス範囲を指定します。カンマの
前後およびハイフンの前後にスペースを 1 つず
つ入力します。
• （任意） [both | rx | tx]：モニタリングするトラ
フィックの方向を指定します。トラフィックの
方向を指定しなかった場合、SPAN は送信トラ
フィックと受信トラフィックの両方をモニタし
ます。
• both：送信トラフィックと受信トラフィックの
両方をモニタします。これはデフォルトです。
• rx：受信トラフィックをモニタします。
• tx：送信トラフィックをモニタします。
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

ステップ 5

monitor session
RSPAN セッションと宛先 RSPAN VLAN を指定しま
session_numberdestinationremote す。
vlan vlan-id
• session_number には、ステップ 4 で指定した番
号を入力します。
例：
Device(config)# monitor
session 2 destination remote
vlan 5

ステップ 6

monitor session session_numbersource
コマンドを複数回使用すると、複数
の送信元ポートを設定できます。

vlan vlan-id
例：

• vlan-id には、モニタリングする宛先 RSPAN
VLAN を指定します。
VLAN コンフィギュレーション モードを開始しま
す。vlan-id には、モニタリングする送信元 RSPAN
VLAN を指定します。

Device(config)# vlan 10

ステップ 7

remote-span

ステップ 5 で指定した VLAN が RSPAN VLAN の一
部であることを指定します。

例：
Device(config-vlan)#
remote-span

ステップ 8

exit

グローバル コンフィギュレーション モードに戻りま
す。

例：
Device(config-vlan)# exit

ステップ 9

monitor session
session_numberfilter {ip | ipv6 |
mac} access-group
{access-list-number | name}

RSPAN セッション、フィルタリングするパケットの
タイプ、および FRSPAN セッションで使用する ACL
を指定します。
• session_number には、ステップ 4 で入力したセッ

例：
Device(config)# monitor
session 2 filter ip
access-group 7

ション番号を指定します。
• access-list-number には、トラフィックのフィル
タリングに使用したい ACL 番号を指定します。
• name には、トラフィックのフィルタリングに
使用する ACL の名前を指定します。

ステッ
プ 10

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end
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ステッ
プ 11

コマンドまたはアクション

目的

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステッ
プ 12

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を
保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

関連トピック
フローベースの SPAN, （983 ページ）
FSPAN および FRSPAN 設定時の注意事項, （985 ページ）

SPAN および RSPAN 動作のモニタリング
次の表で、SPAN および RSPAN 動作の設定と結果を表示して動作を監視するために使用するコマ
ンドについて説明します。
表 77：SPAN および RSPAN 動作のモニタリング

コマンド

目的

show monitor

現在の SPAN、RSPAN、FSPAN、または
FRSPAN 設定を表示します。

SPAN および RSPAN の設定例
例：ローカル SPAN の設定
次に、SPAN セッション 1 を設定し、宛先ポートへ向けた送信元ポートのトラフィックをモニタ
する例を示します。最初に、セッション 1 の既存の SPAN 設定を削除し、カプセル化方式を維持
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しながら、双方向トラフィックを送信元ポート GigabitEthernet 1 から宛先ポート GigabitEthernet 2
にミラーリングします。
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# no monitor session 1
Device(config)# monitor session 1 source interface gigabitethernet1/0/1
Device(config)# monitor session 1 destination interface gigabitethernet1/0/2
encapsulation replicate
Device(config)# end

次に、SPAN セッション 1 の SPAN 送信元としてのポート 1 を削除する例を示します。
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# no monitor session 1 source interface gigabitethernet1/0/1
Device(config)# end

次に、双方向モニタが設定されていたポート 1 で、受信トラフィックのモニタをディセーブルに
する例を示します。
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# no monitor session 1 source interface gigabitethernet1/0/1 rx

ポート 1 で受信するトラフィックのモニタはディセーブルになりますが、このポートから送信さ
れるトラフィックは引き続きモニタされます。
次に、SPAN セッション 2 内の既存の設定を削除し、VLAN 1 ～ 3 に属するすべてのポートで受信
トラフィックをモニタするように SPAN セッション 2 を設定し、モニタされたトラフィックを宛
先ポート GigabitEthernet 2 に送信する例を示します。さらに、この設定は VLAN 10 に属するすべ
てのポートですべてのトラフィックをモニタするよう変更されます。
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# no monitor session 2
Device(config)# monitor session 2 source vlan 1 - 3 rx
Device(config)# monitor session 2 destination interface gigabitethernet1/0/2
Device(config)# monitor session 2 source vlan 10
Device(config)# end

次に、SPAN セッション 2 の既存の設定を削除し、送信元ポート GigabitEthernet 1 上で受信される
トラフィックをモニタするように SPAN セッション 2 を設定し、送信元ポートと同じ出力カプセ
ル化方式を使用してそれを宛先ポート GigabitEthernet 2 に送信し、VLAN 6 をデフォルトの入力
VLAN として IEEE 802.1Q カプセル化を使用する入力転送をイネーブルにする例を示します。
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# no monitor session 2
Device(config)# monitor session 2 source gigabitethernet1/0/1 rx
Device(config)# monitor session 2 destination interface gigabitethernet1/0/2 encapsulation
replicate ingress dot1q vlan 6
Device(config)# end

次に、SPAN セッション 2 の既存の設定を削除し、トランク ポート GigabitEthernet 2 で受信された
トラフィックをモニタするように SPAN セッション 2 を設定し、VLAN 1 ～ 5 および 9 に対して
のみトラフィックを宛先ポート GigabitEthernet 1 に送信する例を示します。
Device> enable
Device# configure terminal
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Device(config)#
Device(config)#
Device(config)#
Device(config)#
Device(config)#

no monitor session 2
monitor session 2 source interface gigabitethernet1/0/2 rx
monitor session 2 filter vlan 1 - 5 , 9
monitor session 2 destination interface gigabitethernet1/0/1
end

関連トピック
ローカル SPAN セッションの作成および着信トラフィックの設定, （988 ページ）
ローカル SPAN, （972 ページ）
SPAN セッション, （975 ページ）
SPAN 設定時の注意事項, （984 ページ）

例：RSPAN VLAN の作成
この例は、RSPAN VLAN 901 の作成方法を示しています。
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# vlan 901
Device(config-vlan)# remote span
Device(config-vlan)# end

次に、セッション 1 に対応する既存の RSPAN 設定を削除し、複数の送信元インターフェイスを
モニタするように RSPAN セッション 1 を設定し、さらに宛先を RSPAN VLAN 901 に設定する例
を示します。
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# no monitor session 1
Device(config)# monitor session 1 source interface gigabitethernet1/0/1 tx
Device(config)# monitor session 1 source interface gigabitethernet1/0/2 rx
Device(config)# monitor session 1 source interface port-channel 2
Device(config)# monitor session 1 destination remote vlan 901
Device(config)# end

次に、RSPAN セッション 2 の既存の設定を削除し、トランク ポート 2 で受信されるトラフィッ
クをモニタするように RSPAN セッション 2 を設定し、VLAN 1 ～ 5 および 9 に対してのみトラ
フィックを宛先 RSPAN VLAN 902 に送信する例を示します。
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# no monitor session 2
Device(config)# monitor session 2 source interface gigabitethernet1/0/2 rx
Device(config)# monitor session 2 filter vlan 1 - 5 , 9
Device(config)# monitor session 2 destination remote vlan 902
Device(config)# end

次に、送信元リモート VLAN として VLAN 901、宛先インターフェイスとしてポート 1 を設定す
る例を示します。
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# monitor session 1 source remote vlan 901
Device(config)# monitor session 1 destination interface gigabitethernet2/0/1
Device(config)# end
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次に、RSPAN セッション 2 で送信元リモート VLAN として VLAN 901 を設定し、送信元ポート
GigabitEthernet 2 を宛先インターフェイスとして設定し、VLAN 6 をデフォルトの受信 VLAN とし
て着信トラフィックの転送をイネーブルにする例を示します。
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# monitor session 2 source remote vlan 901
Device(config)# monitor session 2 destination interface gigabitethernet1/0/2 ingress vlan 6
Device(config)# end

関連トピック
RSPAN 宛先セッションの作成および着信トラフィックの設定, （1002 ページ）
リモート SPAN, （974 ページ）
RSPAN VLAN, （980 ページ）
RSPAN 設定時の注意事項, （984 ページ）

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

system コマンド

『Network Management Command Reference, Cisco
IOS XE Release 3E』

エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

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

標準および RFC
標準/RFC

Title

なし

-
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MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

シスコのテクニカル サポート
説明

Link

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

SPAN および RSPAN の機能の履歴と情報
リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

スイッチ ポート アナライザ
（SPAN）：スニファやアナラ
イザまたは RMON プローブを
使用してポートまたは VLAN
のスイッチのトラフィックを監
視できます。
この機能が導入されました。
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チ）
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リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE、

フローベースのスイッチ ポー
ト アナライザ（SPAN）：指定
されたフィルタを使用してエン
ド ホスト間の必要なデータの
みをキャプチャする手段を提供
します。フィルタは、IPv4、
IPv6 または IPv4 と IPv6、ある
いは指定された送信元と宛先ア
ドレス間の IP トラフィック
（MAC）以外を制限するアク
セス リストの観点から定義さ
れます。
この機能が導入されました。

Cisco IOS XE 3.2SE

EtherChannel での SPAN 宛先
ポートのサポート：
EtherChannel で SPAN 宛先ポー
トを設定できるようにします。
この機能が導入されました。

Cisco IOS XE 3.2SE

スイッチ ポート アナライザ
（SPAN） - 分散型出力 SPAN：
ラインカードにすでに分散され
た入力 SPAN とともにライン
カードに出力 SPAN 機能を分散
させます。出力 SPAN 機能をラ
インカードに分散させること
で、システムのパフォーマンス
が向上します。
この機能が導入されました。
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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Wireshark の前提条件
• Wireshark は、Supervisor Engine 7-E、Supervisor Engine 7L-E、Catalyst 3850、Catalyst 3650、ワ
イヤレス LAN コントローラ 5700 シリーズ、Catalyst 4500X-16、および Catalyst 4500X-32 で
サポートされます。
• IP Base イメージまたは IP Services イメージが組み込み Wireshark には必要です。

Wireshark の制約事項
• Cisco IOS Release XE 3.3.0(SE) 以降では、Wireshark のグローバル キャプチャはサポートされ
ません。
• キャプチャ フィルタはサポートされません。
• Wireshark を設定するための CLI では、機能を EXEC モードからのみ実行する必要がありま
す。通常は設定サブモードで発生するアクション（キャプチャ ポイントの定義など）は、代
わりに EXEC モードから処理されます。すべての主要コマンドは NVGEN の対象ではなく、
NSF と SSO のシナリオではスタンバイ スーパーバイザに同期されません。
• インターフェイスの出力方向にキャプチャされたパケットは、スイッチ rewrite（TTL、VLAN
タグ、CoS、チェックサム、MAC アドレス、DSCP、precedent、UP などを含む）によって加
えられる変更を反映しない場合があります。
• ファイル サイズによる循環ファイル保存の制限はサポートされません。
ワイヤレス パケット キャプチャ
• ワイヤレス キャプチャの唯一の形式は CAPWAP トンネル キャプチャです。
• CAPWAP トンネルをキャプチャする場合、同じキャプチャ ポイントで他のインターフェイ
ス タイプを接続ポイントとして使用することはできません。
• 複数の CAPWAP トンネルのキャプチャがサポートされています。
• コア フィルタは適用されず、CAPWAP トンネルをキャプチャする場合は省略する必要があ
ります。
• CAPWAP データ トンネルをキャプチャするために、各 CAPWAP トンネルは物理的ポートに
マッピングされ、トラフィックをフィルタするための適切な ACL が適用されます。
• CAPWAP 非データ トンネルをキャプチャするため、スイッチはすべてのポート上のトラ
フィックをキャプチャし、トラフィックをフィルタするための適切な ACL を適用するよう
に設定されます。
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設定の制限
• Cisco IOS リリース 16.1 以降では、最大 8 つのキャプチャ ポイントを定義できる一方で、一
度に 1 つのみをアクティブ化することができます。1 つ開始するには 1 つを停止する必要が
あります。
• VRF、管理ポート、およびプライベート VLAN を接続ポイントとして使用することはできま
せん。
• Wireshark クラス マップでは、1 つの ACL（IPv4、IPv6、MAC）のみが許可されます。
• Wireshark は宛先 SPAN ポートでパケットをキャプチャできません。
• Wireshark は、キャプチャ ポイントにアタッチされる接続ポイント（インターフェイス）の
いずれかが動作を停止すると、パケットのキャプチャを停止します。たとえば、接続ポイン
トに関連付けられているデバイスがスイッチから切断された場合です。パケットのキャプ
チャを再開するには、手動で再起動します。
• CPU 注入パケットは制御プレーン パケットとみなされ、インターフェイスの出力キャプチャ
でキャプチャされません。
• MAC ACL は、ARP などの非 IP パケットだけに使用されます。レイヤ 3 ポートまたは SVI で
はサポートされません。
• IPv6 ベースの ACL は VACL ではサポートされません。
• レイヤ 2 EtherChannels はサポートされません。GigabitEthernet 1 および GigabitEthernet 2 など
の個々のメンバーは、レイヤ 3 EtherChannel でサポートされています。
• ACL ロギングおよび Wireshark には互換性がありません。Wireshark はアクティブになると優
先されます。ポートにロギング中の ACL にキャプチャされているものも含めたすべてのト
ラフィックが Wireshark にリダイレクトされます。Wireshark を開始する前に、ACL ロギング
を非アクティブにすることをお勧めします。これを実行しないと、Wireshark のトラフィック
は ACL ロギング トラフィックに汚染されます。
• Wireshark は floodblock によってドロップされるパケットをキャプチャしません。
• 同じポートの PACL および RACL の両方をキャプチャすると、1 つのコピーだけが CPU に送
信されます。DTLS 暗号化 CAPWAP インターフェイスをキャプチャすると、暗号化されたも
のと復号化されたものの 2 つのコピーが Wireshark に送信されます。DTLS 暗号化 CAPWAP
トラフィックを運ぶレイヤ 2 インターフェイスをキャプチャすると同じ動作が発生します。
コア フィルタは外部 CAPWAP ヘッダーに基づいています。
• コントロール プレーン パケットは、レート制限されず、パフォーマンスに影響しません。
コントロール プレーン パケットのキャプチャを制限するフィルタを使用します。
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Wireshark に関する情報
Wireshark の概要
Wireshark は、複数のプロトコルをサポートし、テキストベース ユーザ インターフェイスで情報
を提供する、以前は Ethereal と呼ばれていたパケット アナライザ プログラムです。
トラフィックをキャプチャおよび分析する機能により、ネットワーク アクティビティにデータを
提供します。Cisco IOS Release XE 3.3.0(SE) 以前のリリースでは、このニーズに対応したのは SPAN
およびデバッグ プラットフォーム パケットの 2 つの機能だけでした。これらにはいずれも制限が
あります。SPAN は、パケットのキャプチャにおいては理想的ですが、指定したローカルまたは
リモートの宛先にパケットを転送することによりこれを実現しているだけで、ローカル表示や分
析をサポートしていません。
そのため、ハードウェアおよびソフトウェア送信トラフィックの両方に適用可能で、可能なら既
知のインターフェイスを使用した高度なパケット キャプチャ、表示、および分析サポートを提供
する、トラフィック キャプチャおよび分析機構のニーズが存在します。
Wireshark は、.pcap と呼ばれる既知の形式を使用してファイルへパケットをダンプし、個々のイ
ンターフェイスに対して適用されイネーブルになります。EXEC モードでインターフェイスを指
定し、フィルタおよび他のパラメータも指定します。Wireshark アプリケーションは、start コマン
ドを入力した場合にだけ適用され、Wireshark が自動または手動でキャプチャを停止した場合にだ
け削除されます。

（注）

スイッチにインストールされている Wireshark の現在のバージョンは 1.10.8 です。

キャプチャ ポイント
キャプチャ ポイントとは、Wireshark 機能の一元的なポリシー定義です。キャプチャ ポイントは、
どのパケットをキャプチャするか、どこからキャプチャするか、キャプチャ パケットに何を実行
するか、およびいつ停止するかなど、Wireshark の特定のインスタンスに関連付けられたすべての
特徴を説明します。キャプチャ ポイントは作成後に変更される場合があり、startコマンドを使用
して明示的にアクティブ化しない限り、アクティブになりません。このプロセスは、キャプチャ
ポイントのアクティブ化またはキャプチャポイントの開始といいます。キャプチャポイントは名
前で識別され、手動または自動で非アクティブ化または停止する場合もあります。
複数のキャプチャ ポイントを定義してできますが、一度にアクティブにできるのは 1 つだけで
す。1 つ開始するには 1 つ停止する必要があります。
スタック構成のシステムの場合、キャプチャ ポイントはアクティブなメンバーによりアクティブ
化されます。スイッチオーバーが発生すると、アクティブなすべてのパケット キャプチャ セッ
ションが終了し、再起動する必要があります。
関連トピック
キャプチャ ポイントの定義, （1032 ページ）
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キャプチャ ポイント パラメータの追加または変更, （1038 ページ）
キャプチャ ポイント パラメータの削除, （1040 ページ）
キャプチャ ポイントの削除, （1042 ページ）
キャプチャ ポイントをアクティブまたは非アクティブにする, （1044 ページ）
キャプチャ ポイント バッファのクリア, （1047 ページ）
例：単純なキャプチャおよび表示, （1052 ページ）
例：単純なキャプチャおよび保存, （1053 ページ）
例：バッファのキャプチャの使用, （1055 ページ）
例：キャプチャ セッション, （1062 ページ）
例：ロック ステップ モードのキャプチャおよび保存, （1062 ページ）
例：出方向のパケットの簡単なキャプチャおよび保存, （1064 ページ）

接続ポイント
接続ポイントは、キャプチャポイントに関連付けられた論理パケットのプロセスパスのポイント
です。接続ポイントはキャプチャ ポイントの属性です。接続ポイントに影響するパケットはキャ
プチャ ポイント フィルタに対してテストされます。一致するパケットはキャプチャ ポイントの
関連する Wireshark インスタンスにコピーされ、送信されます。特定のキャプチャ ポイントを複
数の接続ポイントに関連付けることができます。異なるタイプ接続ポイントの混合に制限はあり
ません。一部の制限は、異なるタイプの添付ポイントを指定すると適用されます。接続ポイント
は、常に双方向であるレイヤ 2 VLAN の接続ポイントを除き、方向性あり（入力/出力/両方）で
す。
スタック型システムの場合では、すべてのスタック メンバの接続ポイントに有効です。EPC は定
義されたすべての接続ポイントからパケットをキャプチャします。ただし、これらのパケットは
アクティブ メンバーでのみに処理されます。
関連トピック
キャプチャ ポイントの定義, （1032 ページ）
キャプチャ ポイント パラメータの追加または変更, （1038 ページ）
キャプチャ ポイント パラメータの削除, （1040 ページ）
キャプチャ ポイントの削除, （1042 ページ）
キャプチャ ポイントをアクティブまたは非アクティブにする, （1044 ページ）
キャプチャ ポイント バッファのクリア, （1047 ページ）
例：単純なキャプチャおよび表示, （1052 ページ）
例：単純なキャプチャおよび保存, （1053 ページ）
例：バッファのキャプチャの使用, （1055 ページ）
例：キャプチャ セッション, （1062 ページ）
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例：ロック ステップ モードのキャプチャおよび保存, （1062 ページ）
例：出方向のパケットの簡単なキャプチャおよび保存, （1064 ページ）

Filters
フィルタは、Wireshark にコピーされ、渡されるキャプチャ ポイントの接続ポイントを通過するト
ラフィックのサブセットを識別し制限するキャプチャ ポイントの属性です。Wireshark で表示され
るためには、パケットは接続ポイントと、キャプチャ ポイントに関連付けられたすべてのフィル
タも通過する必要があります。
キャプチャ ポイントには以下のタイプのフィルタがあります。
• コア システム フィルタ：コア システム フィルタはハードウェアによって適用され、一致基
準はハードウェアによって制限されます。このフィルタは、ハードウェア転送トラフィック
が Wireshark の目的でソフトウェアにコピーするかどうかを決定します。
• 表示フィルタ：表示フィルタは、Wireshark によって適用されます。表示フィルタに失敗した
パケットは表示されません。
コア システム フィルタ
クラス マップまたは ACL を使用して、または CLI を使用して明示的にコア システム フィルタの
一致基準を指定できます。

（注）

CAPWAP を接続ポイントとして指定すると、コア システム フィルタは使用されません。
一部のインストール済み環境では、承認プロセスが長い場合さらに遅延を引き起こす可能性があ
るスイッチの設定を変更する権限を取得する必要があります。これにより、ネットワーク管理者
の機能がトラフィックの監視および分析に制限される場合があります。この状況に対処するため、
Wireshark は、EXEC モード CLI から、コア システム フィルタ一致基準の明示的な仕様をサポー
トします。この対処方法の欠点は、指定できる一致基準が、クラス マップがサポートする対象の
限定的なサブセットである（MAC、IP 送信元アドレスおよび宛先アドレス、イーサネット タイ
プ、IP プロトコル、および TCP/UDP の発信元および宛先ポートなど）ことです。
コンフィギュレーション モードを使用する場合は ACL を定義するか、クラス マップでそこへキャ
プチャ ポイントを参照させることができます。明示的かつ ACL ベースの一致基準がクラス マッ
プとポリシー マップの作成に内部的に使用されます。
注：ACL およびクラス マップの設定はシステムの一部であり、Wireshark 機能の側面ではありま
せん。
Display Filter
表示フィルタを使用すると、.pcap ファイルからデコードして表示するときに表示するパケットの
集合をさらに絞り込むように Wireshark に指示できます。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
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関連トピック
その他の参考資料, （1066 ページ）

Actions
Wireshark はライブ トラフィックまたは前の既存 .pcap ファイルで呼び出すことができます。ライ
ブ トラフィックに対して起動されたとき、その表示フィルタを通過するパケットに対して次の 4
種類の処理を実行できます。
• デコード、分析、保存のためにメモリ内バッファへキャプチャ
• .pcap ファイルへ保存
• デコードおよび表示
• 保存および表示
.pcap ファイルのみに対して起動された場合は、デコードと表示の処理だけが適用できます。

キャプチャ パケットのメモリ内のバッファへのストレージ
パケットは、メモリ内のキャプチャ バッファに格納して、後でデコード、分析、または .pcap ファ
イルへ保存できます。
キャプチャ バッファは線形モードまたは循環モードを選択できます。線形モードでは、バッファ
が上限に達すると、新しいパケットが廃棄されます。循環モードでは、バッファが上限に達する
と、新しいパケットを格納するために最も古いパケットが廃棄されます。必要に応じてバッファ
をクリアすることもできますが、このモードは、ネットワーク トラフィックのデバッグに主に使
用されます。ただし、これを削除せずに、バッファの内容をクリアだけすることはできません。
これを有効にするためには、現行のキャプチャを停止し、キャプチャをもう一度再起動します。

（注）

パケットをバッファ内に保存する複数のキャプチャがある場合、メモリ ロスを避けるため、
新しいキャプチャを開始する前にバッファをクリアしてください。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
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.pcap ファイルにキャプチャされたパケットのストレージ
（注）

WireShark がスタック内のスイッチで使用される場合は、パケット キャプチャをアクティブ ス
イッチに接続されたフラッシュまたは USB フラッシュ デバイスにのみ保存できます。
たとえば、flash1 がアクティブなスイッチに接続されており、flash2 がセカンダリ スイッチに
接続されている場合、flash1 にのみパケット キャプチャを保存できます。
アクティブ スイッチに接続されたフラッシュまたは USB フラッシュ デバイス以外のデバイス
にパケット キャプチャを保存しようとすると、エラーが発生する場合があります。
Wireshark は .pcap ファイルにキャプチャされたパケットを保存できます。キャプチャ ファイルは
次のストレージ デバイスに配置可能です。
• スイッチオンボード フラッシュ ストレージ（flash:）
• USB ドライブ(usbflash0:)

（注）

サポートされていないデバイスまたはアクティブなスイッチに接続されていないデバイスにパ
ケット キャプチャを保存しようとするとエラーが発生する可能性があります。
Wireshark のキャプチャ ポイントを設定する場合は、ファイル名を関連付けることができます。
キャプチャ ポイントをアクティブにすると、Wireshark は指定された名前でファイルを作成し、パ
ケットを書き込みます。キャプチャポイントの作成時にファイルがすでに存在する場合、Wireshark
はファイルを上書きできるかどうかについて問い合わせます。キャプチャポイントの有効化時に
ファイルがすでに存在する場合、Wireshark は既存のファイルを上書きします。特定のファイル名
には 1 つのキャプチャ ポイントのみ関連付けることができます。
Wireshark が書き込んでいるファイル システムが一杯になると、Wireshark はファイルの一部のデー
タで失敗します。そのため、キャプチャセッションを開始する前に、ファイルシステムに十分な
領域があることを確認する必要があります。Cisco IOS Release IOS XE 3.3.0(SE) では、ファイル シ
ステムの完全なステータスは一部のストレージ デバイスに対しては検出されません。
パケット全体ではなくセグメントのみを保持して、必要な記憶域を減らすことができます。通常、
最初の 64 または 128 バイトを超える詳細は不要です。デフォルトの動作は、パケット全体の保存
です。
ファイルシステムを処理し、ファイルシステムへの書き込みを行う際、パケットのドロップの発
生を避けるため、Wireshark ではオプションでメモリ バッファを使用してパケットの到着時に一時
的に保持できます。メモリ バッファのサイズは、キャプチャ ポイントが .pcap ファイルに関連付
けられる際に指定できます。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
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パケットのデコードおよび表示
Wireshark はコンソールにパケットをデコードして表示できます。この機能は、ライブ トラフィッ
クに適用されるキャプチャ ポイントと前の既存 .pcap ファイルに適用されるキャプチャ ポイント
で使用可能です。

（注）

パケットをデコードして表示すると、CPU への負荷が高くなる場合があります。
Wireshark は、幅広い種類のパケット形式に対してパケット詳細をデコードおよび表示できます。
詳細は、monitor capture name start コマンドを以下のキーワード オプション付きですることによ
り表示されます。これにより、表示およびデコード モードが開始します。
• brief：パケットごとに 1 行表示します（デフォルト）。
• detailed：プロトコルがサポートされているすべてのパケットのすべてのフィールドをデコー
ドして表示します。詳細モードでは、他の 2 種類のモードよりも多くの CPU が必要です。
• (hexadecimal) dump：パケット データの 16 進ダンプおよび各パケットの印刷可能文字として
パケットごとに 1 行表示します。
capture コマンドをデコードおよび表示オプション付きで入力すると、Wireshark 出力が Cisco IOS
に返され、変更なしでコンソールに表示されます。
ライブ トラフィックの表示
Wireshark はコア システムからパケットのコピーを受信します。Wireshark は、表示フィルタを適
用して、不要なパケットを破棄し、残りのパケットをデコードおよび表示します。
.pcap ファイルの表示
Wireshark は、以前に保存された .pcap ファイルからのパケットをデコードして表示し、選択的に
パケットを表示するように表示フィルタに指示できます。

パケットのストレージおよび表示
機能的には、このモードは以前の 2 種類のモードの組み合わせです。Wireshark は指定された .pcap
ファイルにパケットを保存し、これらをコンソールにデコードおよび表示します。ここではコア
フィルタ フィルタだけが該当します。

Wireshark キャプチャ ポイントのアクティブ化および非アクティブ化
Wireshark のキャプチャ ポイントが、接続ポイント、フィルタ、アクション、およびその他のオプ
ションで定義された場合、Wireshark をアクティブにする必要があります。キャプチャ ポイントが
アクティブになるまで、実際にパケットをキャプチャしません。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
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キャプチャ ポイントがアクティブになる前に、一部の機能性チェックが実行されます。キャプ
チャ ポイントは、コア システム フィルタと接続ポイントのどちらも定義されていない場合はア
クティブにできません。これらの要件を満たしていないキャプチャ ポイントをアクティブ化しよ
うとすると、エラーが生成されます。*

（注）

*ワイヤレス キャプチャを CAPWAP トンネリング インターフェイスで実行する場合、コア シ
ステムのフィルタは必要なく、使用することができません。
表示フィルタを、必要に応じて指定します。
Wireshark のキャプチャ ポイントはアクティブになると、複数の方法で非アクティブにできま
す。.pcap ファイルにパケットを格納するだけのキャプチャ ポイントは手動で停止することも、ま
た時間制限またはパケット制限付きで設定することもでき、その後でキャプチャ ポイントは自動
的に停止します。
Wireshark のキャプチャ ポイントがアクティブになると、固定レート ポリサーがハードウェアに
自動的に適用され、CPU が Wireshark によって指示されたパケットでフラッディングしないよう
になります。レート ポリサーの短所は、リソースが使用可能な場合でも、確立されたレートを超
えて連続するパケットをキャプチャできないことです。
パケット キャプチャ設定レートは、1 秒あたり 1000 パケット（pps）です。1000 pps の制限は、
すべての接続ポイントの合計に適用されます。たとえば、3 つの接続ポイントにキャプチャ セッ
ションがあれば、3 つの接続ポイントすべてのレートの合計が 1000 pps にポリシングされます。

（注）

ポリサーは、コントロール プレーン パケット キャプチャではサポートされていません。コン
トロール プレーン キャプチャ ポイントを有効化するときは、CPU があふれないよう慎重に行
う必要があります。

Wireshark 機能
ここでは、Wireshark 機能が スイッチ 環境でどのように動作するかについて説明します。
• ポート セキュリティおよび Wireshark が入力キャプチャに適用された場合でも、ポート セ
キュリティによってドロップされたパケットは Wireshark でキャプチャされます。ポート セ
キュリティが入力キャプチャに適用され、Wireshark が出力キャプチャに適用された場合、
ポート セキュリティによってドロップされたパケットは Wireshark ではキャプチャされませ
ん。
• ダイナミック ARP インスペクション（DAI）によってドロップされたパケットは Wireshark
ではキャプチャされません。
• STP ブロック ステートのポートが接続ポイントとして使用され、コア フィルタが一致する場
合、Wireshark は、パケットがスイッチにドロップされる場合でもポートに入ってくるパケッ
トをキャプチャします。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
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• 分類ベースのセキュリティ機能：入力分類ベースのセキュリティ機能によってドロップされ
たパケット（ACL および IPSG など）は同じ層の接続ポイントに接続する Wireshark キャプ
チャ ポイントでは検出されません。一方、出力分類ベースのセキュリティ機能によってド
ロップされたパケットは、同じ層の接続ポイントに接続されている Wireshark のキャプチャ
ポイントでキャッチされます。論理モデルは、Wireshark の接続ポイントが、入力側のセキュ
リティ機能のルックアップ後、および出力側のセキュリティ機能のルックアップ前に発生す
ることです。
入力では、パケットはレイヤ 2 ポート、VLAN、およびレイヤ 3 ポート/SVI を介して送信さ
れます。出力では、パケットはレイヤ 3 ポート/SVI、VLAN、およびレイヤ 2 ポートを介し
て送信されます。接続ポイントがパケットがドロップされるポイントの前にある場合、
Wireshark はパケットをキャプチャします。これ以外の場合は、Wireshark はパケットをキャ
プチャしません。たとえば、入力方向のレイヤ 2 接続ポイントに接続される Wireshark のキャ
プチャ ポリシーはレイヤ 3 分類ベースのセキュリティ機能によってドロップされたパケット
をキャプチャします。対照的に、出力方向のレイヤ 3 接続ポイントに接続する Wireshark の
キャプチャ ポリシーは、レイヤ 2 分類ベースのセキュリティ機能によりドロップされたパ
ケットをキャプチャします。
• ルーテッド ポートおよびスイッチ仮想インターフェイス（SVIs）：SVI の出力から送信され
るパケットは CPU で生成されるため、Wireshark は SVI の出力をキャプチャできません。こ
れらのパケットをキャプチャするには、コントロール プレーンを接続ポイントとして含めま
す。
• VLAN：Cisco IOS リリース 16.1 以降、VLAN が Wireshark の接続ポイントとして使用されて
いる場合、パケット キャプチャは、入力方向と出力方向の両方の L2 と L3 でサポートされま
す。
• リダイレクション機能：入力方向では、レイヤ 3（PBR および WCCP など）でリダイレクト
される機能トラフィックは、レイヤ 3 の Wireshark の接続ポイントよりも論理的に後です。
Wireshark は、後で別のレイヤ 3 インターフェイスにリダイレクトされる可能性がある場合で
も、これらのパケットをキャプチャします。対照的に、レイヤ 3 によってリダイレクトされ
る出力機能（出力 WCCP など）は論理的にレイヤ 3 接続ポイントの前にあり、Wireshark で
はキャプチャされません。
• SPAN：Wireshark は、SPAN 宛先として設定されたインターフェイスでパケットをキャプチャ
できません。
• SPAN：Wireshark は、入力方向の SPAN 送信元として設定されたインターフェイスでパケッ
トをキャプチャできます。出力方向でも使用できる可能性があります。
• ACL が適用されていない場合、最大 1000 の VLAN からパケットを一度にキャプチャできま
す。ACL が適用されている場合、Wireshark の使用できるハードウェア領域はより少なくな
ります。結果として、パケット キャプチャに一度に使用できる VLAN の最大数は低くなり
ます。1000 以上の VLAN トンネルを一度に使用したり、ACL を多数使用すると予測されな
い結果が生じる可能性があります。たとえば、モビリティがダウンする可能性があります。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
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（注）

過剰な CPU 使用につながり、予測されないハードウェア動作の原因となる可
能性があるため、過剰な数の接続ポイントを一度にキャプチャしないことを
強くお勧めします。

Wireshark でのワイヤレス パケット キャプチャ
• ワイヤレス トラフィックは CAPWAP パケット内にカプセル化されます。ただし、CAPWAP
トンネル内の特定のワイヤレス クライアントのトラフィックだけの検出は、CAPWAP トン
ネルを接続ポイントとして使用する場合はサポートされません。特定のワイヤレス クライア
ントのトラフィックだけをキャプチャするには、クライアント VLAN を接続ポイントとして
使用し、それに応じてコア フィルタを設定します。
• 内部ワイヤレス トラフィックのデコードは制限付きでサポートされます。暗号化された
CAPWAP トンネル内の内部ワイヤレス パケットのデコードはサポートされません。
• 同じキャプチャ ポイント上で他のインターフェイス タイプを CAPWAP トンネリング イン
ターフェイスと併用することはできません。CAPWAP トンネリング インターフェイスおよ
びレベル 2 ポートは、同じキャプチャ ポイントの接続ポイントにはできません。
• CAPWAP トンネルを介して Wireshark にパケットをキャプチャする場合、コア フィルタの指
定はできません。ただし、Wireshark 表示フィルタを使用して、特定のワイヤレス クライア
ントに対してワイヤレス クライアントをフィルタすることができます。
• ACL が適用されていない場合、最大 135 の CAPWAP トンネルからパケットを一度にキャプ
チャできます。ACL が適用されている場合、Wireshark の使用できるハードウェア メモリ領
域はより少なくなります。結果として、パケット キャプチャに一度に使用できる CAPWAP
トンネルの最大数は低くなります。一度に 135 以上の CAPWAP トンネル、または多くの ACL
を使用すると予測できない結果が生じる場合があります。たとえば、モビリティがダウンす
る可能性があります。

（注）

過剰な CPU 使用につながり、予測されないハードウェア動作の原因となる可
能性があるため、過剰な数の接続ポイントを一度にキャプチャしないことを
強くお勧めします。

Wireshark のガイドライン
• Wireshark でのパケット キャプチャ中に、ハードウェア転送が同時に発生します。
• Wireshark のキャプチャ プロセスを開始する前に、CPU 使用率が妥当であり、十分なメモリ
（少なくとも 200 MB）が使用可能であることを確認します。
• ストレージ ファイルにパケットを保存する予定の場合、Wireshark キャプチャ プロセスを開
始する前に十分なスペースが利用可能であることを確認してください。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
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• Wireshark のキャプチャ中の CPU 使用率は、設定された基準に一致するパケットの数と、一
致したパケット用のアクション（ストア、デコードして表示、あるいはこの両方）によって
異なります。
• 高 CPU 使用率および他の不要な条件を避けるため、可能な限りキャプチャを最小限に抑えて
ください（パケット、期間による制限）。
• パケット転送はハードウェアで通常実行されるため、パケットは、ソフトウェア処理のため
に CPU にコピーされません。Wireshark のパケット キャプチャの場合、パケットは CPU に
コピーされ、配信されて、これが CPU 使用率の増加につながります。
CPU 使用率を高くしないようにするには、次の手順を実行します。
◦ 関連ポートだけに接続します。
◦ 一致条件を表すにはクラス マップを使用し、二次的にアクセス リストを使用してくだ
さい。いずれも実行可能でない場合は、明示的な、インライン フィルタを使用します。
◦ フィルタ規則に正しく準拠させます。緩和されたのではなく制限的な ACL で、トラ
フィック タイプを（IPv4 のみなどに）制限して、不要なトラフィックを引き出します。
• パケット キャプチャを短い期間または小さなパケット番号に常に制限します。capture コマン
ドのパラメータにより、次を指定することができます。
◦ キャプチャ期間
◦ キャプチャされたパケットの数
◦ ファイル サイズ
◦ パケットのセグメント サイズ
• コア フィルタと一致するトラフィックが非常に少ないことが判明している場合は、制限なし
でキャプチャ セッションを実行します。
• 次の場合に高い CPU（またはメモリ）使用率になる可能性があります。
◦ キャプチャセッションをイネーブルにし長期間不在のままにして、予期しないトラフィッ
クのバーストが起きた場合。
◦ リング ファイルまたはキャプチャ バッファを使用してキャプチャ セッションを起動し
て、長期間不在のままにすると、パフォーマンスまたはシステム ヘルスの問題が引き起
こされます。
• キャプチャ セッション中に、スイッチ のパフォーマンスやヘルスに影響する可能性のある
Wireshark による高い CPU 使用率およびメモリ消費がないか監視します。こうした状況が発
生した場合、Wireshark セッションをすぐに停止します。
• 大きなファイルの .pcap ファイルからのパケットをデコードして表示することは避けてくだ
さい。代わりに、PC に .pcap ファイルを転送し PC 上で Wireshark を実行します。
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• Wireshark インスタンスは最大 8 個まで定義できます。 .pcap ファイルまたはキャプチャ バッ
ファからパケットをデコードして表示するアクティブな show コマンドは、1 個のインスタン
スとしてカウントされます。ただし、アクティブにできるインスタンスは 1 つだけです。
• 実行中のキャプチャに関連付けられた ACL が変更された場合は常に、ACL 変更を有効にす
るにはキャプチャを再起動する必要があります。キャプチャを再起動しないと、変更前の元
の ACL が継続して使用されます。
• パケット損失を防ぐには、次の点を考慮します。
◦ ライブ パケットをキャプチャしている間は、CPU に負荷のかかる操作であるデコード
と表示ではなく（特に detailed モードの場合）、保存のみを使用します（display オプ
ションを指定しない場合）。
◦ パケットをバッファ内に保存する複数のキャプチャがある場合、メモリ ロスを避けるた
め、新しいキャプチャを開始する前にバッファをクリアしてください。
◦ デフォルト バッファ サイズを使用し、パケットが失われている場合、バッファ サイズ
を増加してパケットの喪失を防ぐことができます。
◦ フラッシュ ディスクへの書き込みは、CPU に負荷のかかる操作であるため、キャプチャ
レートが不十分な場合、バッファ キャプチャの使用をお勧めします。
◦ Wireshark キャプチャ セッションは 1000 pps のレートで常にストリーミング モードで動
作します。
• ストリーミング キャプチャ モードのレートは 1000 pps です。
• コンソール ウィンドウのライブ パケットをデコードして表示する場合は、Wireshark セッショ
ンが短いキャプチャ期間によって抑制されていることを確認します。

警告

期間制限がより長いまたはキャプチャ期間がない（term len 0 コマンドを使用して auto-more サ
ポートのない端末を使用した）Wireshark セッションでは、コンソールまたは端末が使用でき
なくなる場合があります。
• 高 CPU 使用率につながるライブ トラフィックのキャプチャに Wireshark を使用している場
合、QoSポリシーを一時的に適用して、キャプチャプロセスが終了するまで実際のトラフィッ
クを制限することを考慮してください。
• すべての Wireshark 関連のコマンドは EXEC モードで、コンフィギュレーション コマンド
は、Wireshark にありません。
Wireshark CLI でアクセス リストまたはクラス マップを使用する必要がある場合は、コンフィ
ギュレーション コマンドでアクセス リストおよびクラス マップを定義する必要があります。
• 特定の順序はキャプチャ ポイントを定義する場合には適用されません。CLI で許可されてい
る任意の順序でキャプチャ ポイント パラメータを定義できます。Wireshark CLI では、単一
行のパラメータ数に制限はありません。これはキャプチャ ポイントを定義するために必要な
コマンドの数を制限します。
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• 接続ポイントを除くすべてのパラメータは、単一の値を取ります。通常、コマンドを再入力
することにより、値を新しいものに置き換えることができます。ユーザの確認後にシステム
が新しい値を受け入れ、古い値を上書きします。コマンドの no 形式は、新しい値の入力に
は必要はありませんが、パラメータの削除には必要です。
• Wireshark では 1 つ以上の接続ポイントを指定することができます。複数の接続ポイントを追
加するには、新しい接続ポイントでコマンドを再入力します。接続ポイントを削除するに
は、コマンドの no 使用します。接続ポイントとしてインターフェイス範囲を指定できます。
たとえば、monitor capture mycap interface GigabitEthernet1/0/1 in を入力します。ここでは
インターフェイス GigabitEthernet1/0/1 が接続ポイントです。
またインターフェイス GigabitEthernet1/0/2 にも接続する必要がある場合、次のように、別の
行で指定します。
monitor capture mycap interface GigabitEthernet1/0/2 in
• キャプチャがアクティブなときは、キャプチャに対する変更を行うことはできません。
• 実行する処理は、いずれのパラメータが必須であるかを決定します。Wireshark CLI では、
start コマンドを入力する前に任意のパラメータを指定または変更することができます。start
コマンドを入力すると、すべての必須パラメータが入力されたと判断した後にのみ Wireshark
が開始します。
• キャプチャ ポイントの作成時にファイルがすでに存在する場合、クエリを発行し、ファイル
の上書きについて確認します。キャプチャ ポイントのアクティブ化実行中にファイルがすで
に存在する場合、Wireshark は既存のファイルを上書きします。
• コア フィルタは明示的なフィルタ、アクセス リスト、またはクラス マップにできます。こ
れらのタイプの新しいフィルタを指定すると、既存のものを置き換えます。

（注）

コア フィルタは、CAPWAP トンネル インターフェイスをキャプチャ ポイン
トの接続ポイントとして使用している場合を除き、必須です。

• 明示的な stop コマンドを使用するか、automore モードに q を入力して、Wireshark のセッショ
ンを終了します。セッションは、期間やパケット キャプチャの制限などの停止の条件が満た
されたときに、自動的に終了します。
• ドロップされたパケットはキャプチャの最後に表示されません。ただし、ドロップされたサ
イズ超過のパケット数のみが表示されます。

デフォルトの Wireshark の設定
次の表は、デフォルトの Wireshark の設定を示しています。
機能

デフォルト設定

持続時間

No limit

Packets

No limit
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機能

デフォルト設定

パケット長

制限なし（フル パケット）

ファイル サイズ

No limit

リング ファイル ストレージ

なし

バッファのストレージ モード

線形

Wireshark の設定方法
Wireshark を設定するには、次の基本的な手順を実行します。
1 キャプチャ ポイントを定義します。
2 （任意）キャプチャ ポイントのパラメータを追加または変更します。
3 キャプチャ ポイントをアクティブ化または非アクティブ化します。
4 キャプチャ ポイントを今後使用しない場合は削除します。
関連トピック
キャプチャ ポイントの定義, （1032 ページ）
キャプチャ ポイント パラメータの追加または変更, （1038 ページ）
キャプチャ ポイント パラメータの削除, （1040 ページ）
キャプチャ ポイントの削除, （1042 ページ）
キャプチャ ポイントをアクティブまたは非アクティブにする, （1044 ページ）
キャプチャ ポイント バッファのクリア, （1047 ページ）
例：単純なキャプチャおよび表示, （1052 ページ）
例：単純なキャプチャおよび保存, （1053 ページ）
例：バッファのキャプチャの使用, （1055 ページ）
例：キャプチャ セッション, （1062 ページ）
例：ロック ステップ モードのキャプチャおよび保存, （1062 ページ）
例：出方向のパケットの簡単なキャプチャおよび保存, （1064 ページ）

キャプチャ ポイントの定義
この手順の例では、非常にシンプルなキャプチャ ポイントを定義します。必要に応じて、monitor
capture コマンドの 1 つのインスタンスを使用してキャプチャ ポイントとそのすべてのパラメー
タを定義できます。
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（注）

接続ポイント、キャプチャの方向、およびコア フィルタが機能するキャプチャ ポイントを持
つよう定義する必要があります。
コア フィルタを定義する必要がないのは、CAPWAP トンネリング インターフェイスを使用し
てワイヤレス キャプチャ ポイントを定義する場合です。この場合、コア フィルタは定義しま
せん。これは使用できません。
キャプチャ ポイントを定義するには、次の手順を実行します。

手順
コマンドまたはアクション
ステッ enable
プ1
例：

目的
特権 EXEC モードをイネーブルにします。
パスワードを入力します（要求された場
合）。

Device> enable

ステッ show capwap summary
プ2
例：

ワイヤレス キャプチャの接続ポイントと
して使用できる CAPWAP トンネルを表示
します。

Device# show capwap summary

（注）

このコマンドは、ワイヤレス
キャプチャを実行するために
CAPWAP トンネルを接続ポイン
トとして使用している場合にの
み使用します。例の項の
CAPWAP の例を参照してくださ
い。

ステッ monitor capture
キャプチャポイントを定義し、キャプチャ
{capture-nameinterface-typeinterface-id}{interface ポイントが関連付けられている接続ポイ
プ3
| control-plane}{in | out | both}
ントを指定し、キャプチャの方向を指定
します。
例：
Device# monitor capture mycap interface
GigabitEthernet1/0/1 in

キーワードの意味は次のとおりです。
• capture-name：定義するキャプチャ
ポイントの名前を指定します（例で
は mycap が使用されています）。
キャプチャ名の長さは 8 文字以下に
してください。英数字、アンダース
コア（_）のみが許可されます
• （任意）interface interface-type
interface-id：キャプチャ ポイントが
関連付けられる接続ポイントを指定
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コマンドまたはアクション

目的
します（例では GigabitEthernet1/0/1
が使用されています）。
（注）

オプションで、このコマン
ド インスタンス 1 つでこの
キャプチャ ポイントの複数
の接続ポイントおよびパラ
メータすべてを定義できま
す。これらのパラメータに
ついては、キャプチャ ポイ
ント パラメータの変更に関
する手順で説明されていま
す。範囲のサポートは、接
続ポイントを追加および削
除するためにも使用できま
す。

interface-type には次のいずれかを使
用します。
◦ GigabitEthernet：接続ポイント
を GigabitEthernet として指定し
ます。
◦ vlan：接続ポイントを VLAN と
して指定します。
（注）

このインターフェイス
を接続ポイントとして
使用する場合は、入力
キャプチャのみが可能
です。

◦ capwap：接続ポイントを
CAPWAP トンネルとして指定し
ます。
（注）

このインターフェイス
を接続ポイントとして
使用すると、コア
フィルタは使用できま
せん。

• （任意）control-plane：接続ポイント
としてコントロール プレーンを指定
します。
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コマンドまたはアクション

目的
• in | out | both：キャプチャの方向を指
定します。

ステッ monitor capture {capture-name}[match {any |
ipv4 any any | ipv6} any any}]
プ4
例：
Device# monitor capture mycap interface
GigabitEthernet1/0/1 in match any

コア システムのフィルタを定義します。
（注）

コア フィルタが使用できなくな
るため、CAPWAP のトンネリン
グ インターフェイスを接続ポイ
ントとして使用する場合はこの
手順を実行しないでください。

キーワードの意味は次のとおりです。
• capture-name：定義するキャプチャ
ポイントの名前を指定します（例で
は mycap が使用されています）。
• match：フィルタを指定します。定義
されている最初のフィルタはコア
フィルタです。
（注）

キャプチャ ポイントは、コ
ア システム フィルタと接続
ポイントのどちらも定義さ
れていない場合はアクティ
ブにできません。これらの
要件を満たしていないキャ
プチャ ポイントをアクティ
ブ化しようとすると、エ
ラーが生成されます。

• ipv4：IP バージョン 4 のフィルタを
指定します。
• ipv6：IP バージョン 6 のフィルタを
指定します。
ステッ show monitor capture {capture-name}[ parameter] ステップ 2 で定義したキャプチャ ポイン
プ5
ト パラメータを表示し、キャプチャ ポイ
例：
ントを定義したことを確認します。
Device# show monitor capture mycap parameter
monitor capture mycap interface
GigabitEthernet1/0/1 in
monitor capture mycap match any
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コマンドまたはアクション

目的

ステッ show running-config
プ6

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステッ copy running-config startup-config
プ7

（任意）コンフィギュレーション ファイ
ルに設定を保存します。

例：
Device# copy running-config startup-config

CAPWAP 接続ポイントでキャプチャ ポイントを定義するには次を実行します。
Device# show capwap summary
CAPWAP Tunnels General Statistics:
Number of Capwap Data Tunnels
Number of Capwap Mobility Tunnels
Number of Capwap Multicast Tunnels

= 1
= 0
= 0

Name
APName
Type PhyPortIf Mode
McastIf
------ -------------------------------- ---- --------- --------- ------Ca0
AP442b.03a9.6715
data Gi3/0/6
unicast
Name
SrcIP
SrcPort DestIP
DstPort DtlsEn MTU
Xact
------ --------------- ------- --------------- ------- ------ ----- ---Ca0
10.10.14.32
5247
10.10.14.2
38514
No
1449 0
Device#
Device#
Device#
Device#

monitor
monitor
monitor
monitor

capture
capture
capture
capture

mycap
mycap
mycap
mycap

interface capwap 0 both
file location flash:mycap.pcap
file buffer-size 1
start

*Aug 20 11:02:21.983: %BUFCAP-6-ENABLE: Capture Point mycap enabled.on
Device# show monitor capture mycap parameter
monitor capture mycap interface capwap 0 in
monitor capture mycap interface capwap 0 out
monitor capture mycap file location flash:mycap.pcap buffer-size 1
Device#
Device# show monitor capture mycap
Status Information for Capture mycap
Target Type:
Interface: CAPWAP,
Ingress:
0
Egress:
0
Status : Active
Filter Details:
Capture all packets
Buffer Details:
Buffer Type: LINEAR (default)
File Details:
Associated file name: flash:mycap.pcap
Size of buffer(in MB): 1
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Limit Details:
Number of Packets to capture: 0 (no limit)
Packet Capture duration: 0 (no limit)
Packet Size to capture: 0 (no limit)
Packets per second: 0 (no limit)
Packet sampling rate: 0 (no sampling)
Device#
Device# show monitor capture file flash:mycap.pcap
1
0.000000 00:00:00:00:00:00 -> 3c:ce:73:39:c6:60 IEEE 802.11 Probe Request,
Flags=........
2
0.499974 00:00:00:00:00:00 -> 3c:ce:73:39:c6:60 IEEE 802.11 Probe Request,
Flags=........
3
2.000000 00:00:00:00:00:00 -> 3c:ce:73:39:c6:60 IEEE 802.11 Probe Request,
Flags=........
4
2.499974 00:00:00:00:00:00 -> 3c:ce:73:39:c6:60 IEEE 802.11 Probe Request,
Flags=........
5
3.000000 00:00:00:00:00:00 -> 3c:ce:73:39:c6:60 IEEE 802.11 Probe Request,
Flags=........
6
4.000000 00:00:00:00:00:00 -> 3c:ce:73:39:c6:60 IEEE 802.11 Probe Request,
Flags=........
7
4.499974 00:00:00:00:00:00 -> 3c:ce:73:39:c6:60 IEEE 802.11 Probe Request,
Flags=........
8
5.000000 00:00:00:00:00:00 -> 3c:ce:73:39:c6:60 IEEE 802.11 Probe Request,
Flags=........
9
5.499974 00:00:00:00:00:00 -> 3c:ce:73:39:c6:60 IEEE 802.11 Probe Request,
Flags=........
10
6.000000 00:00:00:00:00:00 -> 3c:ce:73:39:c6:60 IEEE 802.11 Probe Request,
Flags=........
11
8.000000 00:00:00:00:00:00 -> 3c:ce:73:39:c6:60 IEEE 802.11 Probe Request,
Flags=........
12
9.225986
10.10.14.2 -> 10.10.14.32 DTLSv1.0 Application Data
13
9.225986
10.10.14.2 -> 10.10.14.32 DTLSv1.0 Application Data
14
9.225986
10.10.14.2 -> 10.10.14.32 DTLSv1.0 Application Data
15
9.231998
10.10.14.2 -> 10.10.14.32 DTLSv1.0 Application Data
16
9.231998
10.10.14.2 -> 10.10.14.32 DTLSv1.0 Application Data
17
9.231998
10.10.14.2 -> 10.10.14.32 DTLSv1.0 Application Data
18
9.236987
10.10.14.2 -> 10.10.14.32 DTLSv1.0 Application Data
19 10.000000 00:00:00:00:00:00 -> 3c:ce:73:39:c6:60 IEEE 802.11 Probe Request,
Flags=........
20 10.499974 00:00:00:00:00:00 -> 3c:ce:73:39:c6:60 IEEE 802.11 Probe Request,
Flags=........
21 12.000000 00:00:00:00:00:00 -> 3c:ce:73:39:c6:60 IEEE 802.11 Probe Request,
Flags=........
22 12.239993
10.10.14.2 -> 10.10.14.32 DTLSv1.0 Application Data
23 12.244997
10.10.14.2 -> 10.10.14.32 DTLSv1.0 Application Data
24 12.244997
10.10.14.2 -> 10.10.14.32 DTLSv1.0 Application Data
25 12.250994
10.10.14.2 -> 10.10.14.32 DTLSv1.0 Application Data
26 12.256990
10.10.14.2 -> 10.10.14.32 DTLSv1.0 Application Data
27 12.262987
10.10.14.2 -> 10.10.14.32 DTLSv1.0 Application Data
28 12.499974 00:00:00:00:00:00 -> 3c:ce:73:39:c6:60 IEEE 802.11 Probe Request,
Flags=........
29 12.802012
10.10.14.3 -> 10.10.14.255 NBNS Name query NB WPAD.<00>
30 13.000000 00:00:00:00:00:00 -> 3c:ce:73:39:c6:60 IEEE 802.11 Probe Request,
Flags=........

SN=0, FN=0,
SN=0, FN=0,
SN=0, FN=0,
SN=0, FN=0,
SN=0, FN=0,
SN=0, FN=0,
SN=0, FN=0,
SN=0, FN=0,
SN=0, FN=0,
SN=0, FN=0,
SN=0, FN=0,

SN=0, FN=0,
SN=0, FN=0,
SN=0, FN=0,

SN=0, FN=0,
SN=0, FN=0,

次の作業
さらなる接続ポイントを追加して、キャプチャ ポイントのパラメータを変更し、アクティブ化で
きます。または、キャプチャ ポイントをそのまま使用したい場合はすぐにアクティブ化すること
もできます。

（注）

このトピックで説明されているメソッドを使用してキャプチャ ポイントのパラメータを変更
することはできません。
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ユーザが誤ったキャプチャ名、または無効/存在しない接続ポイントを入力すると、スイッチは、
「Capture Name should be less than or equal to 8 characters.Only alphanumeric characters and underscore
(_) is permitted」および「% Invalid input detected at '^' marker」のようなエラーを表示します。
関連トピック
Wireshark の設定方法, （1032 ページ）
キャプチャ ポイント, （1020 ページ）
接続ポイント, （1021 ページ）
例：単純なキャプチャおよび表示, （1052 ページ）
例：単純なキャプチャおよび保存, （1053 ページ）
例：バッファのキャプチャの使用, （1055 ページ）
例：キャプチャ セッション, （1062 ページ）
例：ロック ステップ モードのキャプチャおよび保存, （1062 ページ）
例：出方向のパケットの簡単なキャプチャおよび保存, （1064 ページ）

キャプチャ ポイント パラメータの追加または変更
パラメータの値を指定する手順は、順番にリストされますが、任意の順序で実行できます。1 行、
2 行、または複数行で指定できます。複数指定が可能な接続ポイントを除き、同じオプションを
再定義することで、任意の値をより最近の値に置き換えることができます。すでに指定された特
定のパラメータが変更されている場合は、インタラクティブに確認する必要があります。
キャプチャ ポイントのパラメータを変更するには、次の手順を実行します。

はじめる前に
以下の手順を実行する前にキャプチャ ポイントを定義する必要があります。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
パスワードを入力します（要求された場
合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

monitor capture
明示的に、または ACL を介して、またはク
{capture-namemac-match-string} match ラス マップを介して定義されたコア システ
{any | mac | ipv4 {any | host |
ム フィルタ（ipv4 any any）を定義します。
protocol}{any | host} | ipv6 {any | host |
protocol}{any | host}}
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

例：
Device# monitor capture mycap match
ipv4 any any

ステップ 3

monitor capture
{capture-namesecondssizenum} limit
{[duration ][packet-length ][packets ]}

CAPWAP トンネリング インター
フェイスを使用してワイヤレス
キャプチャを定義している場合、
このコマンドには効果がないので
使用しないでください。

秒単位のセッション制限（60）、キャプチャ
されたパケット、または Wireshark によって
保持されるパケット セグメント長（400）を
指定します。

例：
Device# monitor capture mycap limit
duration 60 packet-len 400

ステップ 4

例：

キャプチャ ポイントがパケットを表示する
だけでなくキャプチャできるようにする場合
は、ファイルのアソシエーションを指定しま
す。

Device# monitor capture mycap file
location flash:mycap.pcap

（注）

monitor capture {capture-name} file
{location filename}

（注）

ステップ 5

すでにファイルが存在する場合、
それが上書きが可能かどうかを確
認する必要があります。
ファイル オプションは、LAN Base
ライセンスには存在しません。

monitor capture {capture-namesize} file トラフィック バーストの処理に Wireshark で
{buffer-size }
使用されるメモリ バッファのサイズを指定
します。
例：
Device# monitor capture mycap file
buffer-size 100

ステップ 6

show monitor capture {capture-name}[
parameter]

以前に定義したキャプチャポイントパラメー
タを表示します。

例：
Device# show monitor capture mycap
parameter
monitor capture mycap interface
GigabitEthernet1/0/1 in
monitor capture mycap match ipv4
any any
monitor capture mycap limit
duration 60 packet-len 400
monitor capture point mycap file
location bootdisk:mycap.pcap
monitor capture mycap file
buffer-size 100

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

1039

Wireshark の設定方法

ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

例
パラメータの変更
キャプチャ ファイルの関連付けまたは関連付け解除
Device# monitor capture point mycap file location flash:mycap.pcap
Device# no monitor capture mycap file

パケット バーストの処理にメモリ バッファ サイズを指定する
Device# monitor capture mycap buffer size 100

IPv4 と IPv6 の両方に一致するように、明示的なコア システム フィルタを定義する
Device# monitor capture mycap match any

次の作業
キャプチャ ポイントに必要なパラメータがすべて含まれている場合はアクティブ化します。
関連トピック
Wireshark の設定方法, （1032 ページ）
キャプチャ ポイント, （1020 ページ）
接続ポイント, （1021 ページ）
例：単純なキャプチャおよび表示, （1052 ページ）
例：単純なキャプチャおよび保存, （1053 ページ）
例：バッファのキャプチャの使用, （1055 ページ）
例：キャプチャ セッション, （1062 ページ）
例：ロック ステップ モードのキャプチャおよび保存, （1062 ページ）
例：出方向のパケットの簡単なキャプチャおよび保存, （1064 ページ）

キャプチャ ポイント パラメータの削除
順番に表示されていますが、パラメータを削除する手順は任意の順序で実行できます。1 行、2
行、または複数行で削除できます。複数が可能な接続ポイントを除いて、任意のパラメータを削
除できます。
キャプチャ ポイントのパラメータを削除するには、次の手順を実行します。
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はじめる前に
キャプチャ ポイント パラメータは、以下の手順を使用して削除する前に定義する必要がありま
す。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

no monitor capture {capture-name} キャプチャ ポイント（mycap）で定義されてい
match
るすべてのフィルタを削除します。
例：
Device# no monitor capture mycap
match

ステップ 3

no monitor capture {capture-name} Wireshark によって保持されるセッション タイ
limit
ム制限およびパケットセグメント長を削除しま
[duration][packet-length][packets] す。その他の指定された制限はそのままになり
ます。
例：
Device# no monitor capture mycap
limit duration packet-len
Device# no monitor capture mycap
limit

ステップ 4

no monitor capture {capture-name} ファイルの関連付けを削除します。キャプチャ
file [location] [buffer-size]
ポイントはパケットをキャプチャしなくなりま
す。表示だけが実行されます。
例：
Device# no monitor capture mycap
file
Device# no monitor capture mycap
file location

ステップ 5

Wireshark のすべての制限をクリアします。

show monitor capture
{capture-name}[ parameter]
例：
Device# show monitor capture
mycap parameter
monitor capture mycap
interface GigabitEthernet1/0/1
in

ファイル位置の関連付けを削除します。ファイ
ル位置はキャプチャポイントとは関連付けられ
なくなります。ただし、他の定義されたファイ
ル関連付けはこのアクションによっては影響を
受けません。
パラメータの削除操作後にまだ定義されている
キャプチャ ポイント パラメータを表示します。
このコマンドは、キャプチャポイントと関連付
けられるパラメータを確認するために手順の任
意の地点で実行できます。
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

次の作業
キャプチャ ポイントに必要なパラメータがすべて含まれている場合はアクティブ化します。

（注）

キャプチャ ポイントがアクティブなときにパラメータが削除されると、スイッチは「キャプ
チャがアクティブです（Capture is active）」というエラーを表示します。
関連トピック
Wireshark の設定方法, （1032 ページ）
キャプチャ ポイント, （1020 ページ）
接続ポイント, （1021 ページ）
例：単純なキャプチャおよび表示, （1052 ページ）
例：単純なキャプチャおよび保存, （1053 ページ）
例：バッファのキャプチャの使用, （1055 ページ）
例：キャプチャ セッション, （1062 ページ）
例：ロック ステップ モードのキャプチャおよび保存, （1062 ページ）
例：出方向のパケットの簡単なキャプチャおよび保存, （1064 ページ）

キャプチャ ポイントの削除
キャプチャ ポイントを削除するには、次の手順を実行します。

はじめる前に
キャプチャ ポイントは、以下の手順を使用して削除する前に定義する必要があります。削除する
前に、キャプチャ ポイントを停止する必要があります。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにしま
す。パスワードを入力します（要求され
た場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

no monitor capture {capture-name}

指定されたキャプチャ ポイント
（mycap）を削除します。

例：
Device# no monitor capture mycap

ステップ 3

show monitor capture {capture-name}[ 指定されたキャプチャ ポイントは削除
parameter]
されたため存在しないことを示すメッ
セージを表示します。
例：
Device# show monitor capture mycap
parameter
Capture mycap does not exist

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 5

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファ
イルに設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

次の作業
削除したものと同じ名前の新規キャプチャ ポイントを定義できます。これらの手順は通常、キャ
プチャ ポイントの定義をやり直したい場合に実行します。
関連トピック
Wireshark の設定方法, （1032 ページ）
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キャプチャ ポイント, （1020 ページ）
接続ポイント, （1021 ページ）
例：単純なキャプチャおよび表示, （1052 ページ）
例：単純なキャプチャおよび保存, （1053 ページ）
例：バッファのキャプチャの使用, （1055 ページ）
例：キャプチャ セッション, （1062 ページ）
例：ロック ステップ モードのキャプチャおよび保存, （1062 ページ）
例：出方向のパケットの簡単なキャプチャおよび保存, （1064 ページ）

キャプチャ ポイントをアクティブまたは非アクティブにする
キャプチャ ポイントをアクティブまたは非アクティブにするには、次の手順を実行します。

はじめる前に
接続ポイントおよびコアシステムフィルタが定義され、関連付けられたファイル名がすでに存在
する場合でも、キャプチャ ポイントはアクティブ化することができます。このようなケースで
は、既存のファイルは上書きされます。
関連するファイル名のないキャプチャ ポイントは、表示するためだけにアクティブにできます。
ファイル名が指定されていないと、パケットはバッファに保管されます。ライブ表示（キャプチャ
時の表示）は、ファイルおよびバッファ モードの両方で使用できます。
表示フィルタを指定しない場合、 パケットはライブ表示されず、コア システム フィルタによっ
てキャプチャされたすべてのパケットが表示されます。デフォルトの表示モードは brief です。

（注）

CAPWAP のトンネリング インターフェイスを接続ポイントとして使用すると、コア フィルタ
は使用されないため、この場合は定義する必要はありません。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにしま
す。パスワードを入力します（要求さ
れた場合）。

例：
Device> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

monitor capture {capture-name}
start[display [display-filter
filter-string]][brief | detailed | dump]

キャプチャポイントをアクティブ化し、
「stp」を含むパケットだけが表示され
るように表示をフィルタします。

例：
Device# monitor capture mycap start
display display-filter "stp"

ステップ 3

monitor capture {capture-name} stop

キャプチャ ポイントを非アクティブに
します。

例：
Device# monitor capture name stop

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 5

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファ
イルに設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

次の作業
キャプチャ ポイントをアクティブおよび非アクティブにする際に、いくつかのエラーが発生する
可能性があります。次に、発生する可能性のあるエラーのいくつかの例を示します。
アクティブ化する際に接続ポイントが不明
Switch#monitor capture mycap match any
Switch#monitor capture mycap start
No Target is attached to capture failed to disable provision featurefailed to remove
policyfailed to disable provision featurefailed to remove policyfailed to disable provision
featurefailed to remove policy
Capture statistics collected at software (Buffer):
Capture duration - 0 seconds
Packets received - 0
Packets dropped - 0
Packets oversized - 0
Unable to activate Capture.
Switch# unable to get action unable to get action unable to get action
Switch#monitor capture mycap interface g1/0/1 both
Switch#monitor capture mycap start
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Switch#
*Nov 5 12:33:43.906: %BUFCAP-6-ENABLE: Capture Point mycap enabled.

アクティブ化する際にフィルタが不明
Switch#monitor capture mycap int g1/0/1 both
Switch#monitor capture mycap start
Filter not attached to capture
Capture statistics collected at software (Buffer):
Capture duration - 0 seconds
Packets received - 0
Packets dropped - 0
Packets oversized - 0
Unable to activate Capture.
Switch#monitor capture mycap match any
Switch#monitor capture mycap start
Switch#
*Nov 5 12:35:37.200: %BUFCAP-6-ENABLE: Capture Point mycap enabled.

キャプチャポイントがすでにアクティブ化されているのに、別のキャプチャポイントをアクティ
ブ化しようとする
Switch#monitor capture mycap start
PD start invoked while previous run is active Failed to start capture : Wireshark operation
failure
Unable to activate Capture.
Switch#show monitor capture
Status Information for Capture test
Target Type:
Interface: GigabitEthernet1/0/13, Direction: both
Interface: GigabitEthernet1/0/14, Direction: both
Status : Active
Filter Details:
Capture all packets
Buffer Details:
Buffer Type: LINEAR (default)
Buffer Size (in MB): 10
File Details:
Associated file name: flash:cchh.pcap
Limit Details:
Number of Packets to capture: 0 (no limit)
Packet Capture duration: 0 (no limit)
Packet Size to capture: 0 (no limit)
Maximum number of packets to capture per second: 1000
Packet sampling rate: 0 (no sampling)
Status Information for Capture mycap
Target Type:
Interface: GigabitEthernet1/0/1, Direction: both
Status : Inactive
Filter Details:
Capture all packets
Buffer Details:
Buffer Type: LINEAR (default)
Buffer Size (in MB): 10
File Details:
File not associated
Limit Details:
Number of Packets to capture: 0 (no limit)
Packet Capture duration: 0 (no limit)
Packet Size to capture: 0 (no limit)
Maximum number of packets to capture per second: 1000
Packet sampling rate: 0 (no sampling)
Switch#monitor capture test stop
Capture statistics collected at software (Buffer & Wireshark):
Capture duration - 157 seconds
Packets received - 0
Packets dropped - 0
Packets oversized - 0
Switch#
*Nov 5 13:18:17.406: %BUFCAP-6-DISABLE: Capture Point test disabled.
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Switch#monitor capture mycap start
Switch#
*Nov 5 13:18:22.664: %BUFCAP-6-ENABLE: Capture Point mycap enabled.
Switch#

関連トピック
Wireshark の設定方法, （1032 ページ）
キャプチャ ポイント, （1020 ページ）
接続ポイント, （1021 ページ）
例：単純なキャプチャおよび表示, （1052 ページ）
例：単純なキャプチャおよび保存, （1053 ページ）
例：バッファのキャプチャの使用, （1055 ページ）
例：キャプチャ セッション, （1062 ページ）
例：ロック ステップ モードのキャプチャおよび保存, （1062 ページ）
例：出方向のパケットの簡単なキャプチャおよび保存, （1064 ページ）

キャプチャ ポイント バッファのクリア
次の手順に従ってバッファ コンテンツをクリアするか、外部ファイルにストレージとして保存し
ます。

（注）

パケットをバッファ内に保存する複数のキャプチャがある場合、メモリ ロスを避けるため、
新しいキャプチャを開始する前にバッファをクリアしてください。アクティブなキャプチャ
ポイントのバッファをクリアしないでください。

（注）

アクティブなキャプチャ ポイントのバッファのクリアは、内容をクリアするだけのため、LAN
Base でのみサポートされています。他のすべてのライセンスでは、バッファ自体が削除される
ため、キャプチャがアクティブなときに実行することはできません。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

monitor capture {capture-name}
[clear | export filename]

clear：完全にバッファを削除します。
（注）
clear コマンドを実行すると、
• LAN Base では、このコマンドは

例：

バッファを削除せずにバッファ
の内容をクリアします。

Device# monitor capture mycap
clear

• 他のすべてのライセンスでは、
このコマンドはバッファ自体を
削除します。
export：バッファでキャプチャされたパケット
を保存し、バッファを削除します。
ステップ 3

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 4

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 5

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設
定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

例：キャプチャ ポイント バッファの処理
キャプチャのファイルへのエクスポート
Device# monitor capture mycap export flash:mycap.pcap
Storage configured as File for this capture

キャプチャ ポイント バッファのクリア
Device# monitor capture mycap clear
Capture configured with file options
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次の作業

（注）

LAN Base 以外のライセンスでキャプチャ ポイントのバッファをクリアしようとすると、ス
イッチは「Failed to clear capture buffer : Capture Buffer BUSY」エラーを表示します。
関連トピック
Wireshark の設定方法, （1032 ページ）
キャプチャ ポイント, （1020 ページ）
接続ポイント, （1021 ページ）
例：単純なキャプチャおよび表示, （1052 ページ）
例：単純なキャプチャおよび保存, （1053 ページ）
例：バッファのキャプチャの使用, （1055 ページ）
例：キャプチャ セッション, （1062 ページ）
例：ロック ステップ モードのキャプチャおよび保存, （1062 ページ）
例：出方向のパケットの簡単なキャプチャおよび保存, （1064 ページ）

Wireshark のモニタリング
このテーブルのコマンドは Wireshark のモニタリングに使用されます。
コマンド

目的

show monitor capture [capture-name ] キャプチャ ポイント ステートが表示され、キャプチャ ポ
イントの定義状況、属性、アクティブ状況を確認するこ
とができます。キャプチャポイントの名前を指定すると、
特定のキャプチャ ポイントの細部が表示されます。
show monitor capture [capture-name
parameter]

キャプチャ ポイント パラメータを表示します。

show capwap summary

スイッチ のすべての CAPWAP トンネルを表示します。こ
のコマンドを使用して、ワイヤレス キャプチャにどの
CAPWAP トンネルを使用できるかを判断します。
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Wireshark の設定例
例：.pcap ファイルからの概要出力の表示
次のように入力して、.pcap ファイルからの出力を表示できます。
Device# show monitor capture file flash:mycap.pcap brief
Starting the packet display ........ Press Ctrl + Shift + 6 to exit
1 0.000000000
10.10.10.2 -> 10.10.10.1
seq=0/0, ttl=254
2 0.000051000
10.10.10.1 -> 10.10.10.2
seq=0/0, ttl=255 (request in 1)
3 0.000908000
10.10.10.2 -> 10.10.10.1
seq=1/256, ttl=254
4 0.001782000
10.10.10.1 -> 10.10.10.2
seq=1/256, ttl=255 (request in 3)
5 0.002961000
10.10.10.2 -> 10.10.10.1
seq=2/512, ttl=254
6 0.003676000
10.10.10.1 -> 10.10.10.2
seq=2/512, ttl=255 (request in 5)
7 0.004835000
10.10.10.2 -> 10.10.10.1
seq=3/768, ttl=254
8 0.005579000
10.10.10.1 -> 10.10.10.2
seq=3/768, ttl=255 (request in 7)
9 0.006850000
10.10.10.2 -> 10.10.10.1
seq=4/1024, ttl=254
10 0.007586000
10.10.10.1 -> 10.10.10.2
seq=4/1024, ttl=255 (request in 9)
11 0.008768000
10.10.10.2 -> 10.10.10.1
seq=5/1280, ttl=254
12 0.009497000
10.10.10.1 -> 10.10.10.2
seq=5/1280, ttl=255 (request in 11)
13 0.010695000
10.10.10.2 -> 10.10.10.1
seq=6/1536, ttl=254
14 0.011427000
10.10.10.1 -> 10.10.10.2
seq=6/1536, ttl=255 (request in 13)
15 0.012728000
10.10.10.2 -> 10.10.10.1
seq=7/1792, ttl=254
16 0.013458000
10.10.10.1 -> 10.10.10.2
seq=7/1792, ttl=255 (request in 15)
17 0.014652000
10.10.10.2 -> 10.10.10.1
seq=8/2048, ttl=254
18 0.015394000
10.10.10.1 -> 10.10.10.2
seq=8/2048, ttl=255 (request in 17)
19 0.016682000
10.10.10.2 -> 10.10.10.1
seq=9/2304, ttl=254
20 0.017439000
10.10.10.1 -> 10.10.10.2
seq=9/2304, ttl=255 (request in 19)
21 0.018655000
10.10.10.2 -> 10.10.10.1
seq=10/2560, ttl=254
22 0.019385000
10.10.10.1 -> 10.10.10.2
seq=10/2560, ttl=255 (request in 21)
23 0.020575000
10.10.10.2 -> 10.10.10.1
seq=11/2816, ttl=254
--More‹

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x002e,

ICMP 114 Echo (ping) reply

id=0x002e,

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x002e,

ICMP 114 Echo (ping) reply

id=0x002e,

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x002e,

ICMP 114 Echo (ping) reply

id=0x002e,

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x002e,

ICMP 114 Echo (ping) reply

id=0x002e,

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x002e,

ICMP 114 Echo (ping) reply

id=0x002e,

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x002e,

ICMP 114 Echo (ping) reply

id=0x002e,

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x002e,

ICMP 114 Echo (ping) reply

id=0x002e,

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x002e,

ICMP 114 Echo (ping) reply

id=0x002e,

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x002e,

ICMP 114 Echo (ping) reply

id=0x002e,

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x002e,

ICMP 114 Echo (ping) reply

id=0x002e,

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x002e,

ICMP 114 Echo (ping) reply

id=0x002e,

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x002e,

例：.pcap ファイルからの詳細出力の表示
次のように入力して、.pcap ファイルの出力詳細を表示できます。
Device# show monitor capture file flash:mycap.pcap detailed
Starting the packet display ........ Press Ctrl + Shift + 6 to exit
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Frame 1: 114 bytes on wire (912 bits), 114 bytes captured (912 bits) on interface 0
Interface id: 0
Encapsulation type: Ethernet (1)
Arrival Time: Nov 6, 2015 11:44:48.322497000 UTC
[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]
Epoch Time: 1446810288.322497000 seconds
[Time delta from previous captured frame: 0.000000000 seconds]
[Time delta from previous displayed frame: 0.000000000 seconds]
[Time since reference or first frame: 0.000000000 seconds]
Frame Number: 1
Frame Length: 114 bytes (912 bits)
Capture Length: 114 bytes (912 bits)
[Frame is marked: False]
[Frame is ignored: False]
[Protocols in frame: eth:ip:icmp:data]
Ethernet II, Src: Cisco_f3:63:46 (00:e1:6d:f3:63:46), Dst: Cisco_31:f1:c6 (00:e1:6d:31:f1:c6)
Destination: Cisco_31:f1:c6 (00:e1:6d:31:f1:c6)
Address: Cisco_31:f1:c6 (00:e1:6d:31:f1:c6)
.... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
.... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)
Source: Cisco_f3:63:46 (00:e1:6d:f3:63:46)
Address: Cisco_f3:63:46 (00:e1:6d:f3:63:46)
.... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
.... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)
Type: IP (0x0800)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.10.10.2 (10.10.10.2), Dst: 10.10.10.1 (10.10.10.1)
Version: 4
Header length: 20 bytes
Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00: Not-ECT (Not
ECN-Capable Transport))
0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0x00)
.... ..00 = Explicit Congestion Notification: Not-ECT (Not ECN-Capable Transport)
(0x00)
Total Length: 100
Identification: 0x04ba (1210)
Flags: 0x00
0... .... = Reserved bit: Not set
.0.. .... = Don't fragment: Not set
..0. .... = More fragments: Not set
Fragment offset: 0
Time to live: 254
Protocol: ICMP (1)
Header checksum: 0x8fc8 [validation disabled]
[Good: False]
[Bad: False]
Source: 10.10.10.2 (10.10.10.2)
Destination: 10.10.10.1 (10.10.10.1)
Internet Control Message Protocol
Type: 8 (Echo (ping) request)
Code: 0
Checksum: 0xe4db [correct]
Identifier (BE): 46 (0x002e)
Identifier (LE): 11776 (0x2e00)
Sequence number (BE): 0 (0x0000)
Sequence number (LE): 0 (0x0000)
Data (72 bytes)
0000
0010
0020
0030
0040

00 00 00 00 09 c9 8f 77 ab cd ab cd ab cd ab cd
.......w........
ab cd ab cd ab cd ab cd ab cd ab cd ab cd ab cd
................
ab cd ab cd ab cd ab cd ab cd ab cd ab cd ab cd
................
ab cd ab cd ab cd ab cd ab cd ab cd ab cd ab cd
................
ab cd ab cd ab cd ab cd
........
Data: 0000000009c98f77abcdabcdabcdabcdabcdabcdabcdabcd...
[Length: 72]

Frame 2: 114 bytes on wire (912 bits), 114 bytes captured (912 bits) on interface 0
Interface id: 0
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例：単純なキャプチャおよび表示
次の例は、レイヤ 3 インターフェイス ギガビット イーサネット 1/0/1 でトラフィックをモニタす
る方法を示しています。
ステップ 1：次のように入力して関連トラフィックで一致するキャプチャ ポイントを定義します。
Device#
Device#
Device#
Device#

monitor
monitor
monitor
monitor

capture
capture
capture
capture

mycap
mycap
mycap
mycap

interface GigabitEthernet1/0/3 in
match ipv4 any any
limit duration 60 packets 50
buffer size 100

CPU使用率の上昇を避けるため、制限として最も低いパケット数および時間が設定されています。
ステップ 2：次のように入力してキャプチャ ポイントが正確に定義されていることを確認します。
Device# show monitor capture mycap parameter
monitor capture mycap interface GigabitEthernet1/0/3 in
monitor capture mycap match ipv4 any any
monitor capture mycap buffer size 100
monitor capture mycap limit packets 50 duration 60
Device# show monitor capture mycap
Status Information for Capture mycap
Target Type:
Interface: GigabitEthernet1/0/3, Direction: in
Status : Inactive
Filter Details:
IPv4
Source IP: any
Destination IP: any
Protocol: any
Buffer Details:
Buffer Type: LINEAR (default)
Buffer Size (in MB): 100
File Details:
File not associated
Limit Details:
Number of Packets to capture: 50
Packet Capture duration: 60
Packet Size to capture: 0 (no limit)
Packet sampling rate: 0 (no sampling)

ステップ 3：キャプチャ プロセスを開始し、結果を表示します。
Device# monitor capture mycap start display
Starting the packet display ........ Press Ctrl + Shift + 6 to exit
1
0.000000
10.10.10.2 -> 10.10.10.1
ICMP 114 Echo (ping) request id=0x0030, seq=0/0,
ttl=254
2
0.003682
10.10.10.2 -> 10.10.10.1
ICMP 114 Echo (ping) request id=0x0030,
seq=1/256, ttl=254
3
0.006586
10.10.10.2 -> 10.10.10.1
ICMP 114 Echo (ping) request id=0x0030,
seq=2/512, ttl=254
4
0.008941
10.10.10.2 -> 10.10.10.1
ICMP 114 Echo (ping) request id=0x0030,
seq=3/768, ttl=254
5
0.011138
10.10.10.2 -> 10.10.10.1
ICMP 114 Echo (ping) request id=0x0030,
seq=4/1024, ttl=254
6
0.014099
10.10.10.2 -> 10.10.10.1
ICMP 114 Echo (ping) request id=0x0030,
seq=5/1280, ttl=254
7
0.016868
10.10.10.2 -> 10.10.10.1
ICMP 114 Echo (ping) request id=0x0030,
seq=6/1536, ttl=254
8
0.019210
10.10.10.2 -> 10.10.10.1
ICMP 114 Echo (ping) request id=0x0030,
seq=7/1792, ttl=254
9
0.024785
10.10.10.2 -> 10.10.10.1
ICMP 114 Echo (ping) request id=0x0030,
seq=8/2048, ttl=254
--More--
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ステップ 4：次のように入力して、キャプチャ ポイントを削除します。
Device# no monitor capture mycap

（注）

制限が設定してあり、その制限に達するとキャプチャは自動的に停止するため、この特定の
ケースでは、stop コマンドは必要ありません。
pcap の統計情報に使用する構文の詳細については、「その他の参考資料」セクションを参照して
ください。
関連トピック
キャプチャ ポイントの定義, （1032 ページ）
キャプチャ ポイント パラメータの追加または変更, （1038 ページ）
キャプチャ ポイント パラメータの削除, （1040 ページ）
キャプチャ ポイントの削除, （1042 ページ）
キャプチャ ポイントをアクティブまたは非アクティブにする, （1044 ページ）
キャプチャ ポイント バッファのクリア, （1047 ページ）
Wireshark の設定方法, （1032 ページ）
キャプチャ ポイント, （1020 ページ）
接続ポイント, （1021 ページ）

例：単純なキャプチャおよび保存
次の例は、フィルタにパケットをキャプチャする方法を示しています。
ステップ 1：次のように入力して、関連トラフィックで一致するキャプチャ ポイントを定義し、
それをファイルに関連付けます。
Device#
Device#
Device#
Device#

monitor
monitor
monitor
monitor

capture
capture
capture
capture

mycap
mycap
mycap
mycap

interface GigabitEthernet1/0/3 in
match ipv4 any any
limit duration 60 packets 50
file location flash:mycap.pcap

ステップ 2：次のように入力してキャプチャ ポイントが正確に定義されていることを確認します。
Device# show monitor capture mycap parameter
monitor capture mycap interface GigabitEthernet1/0/3 in
monitor capture mycap match ipv4 any any
monitor capture mycap file location flash:mycap.pcap
monitor capture mycap limit packets 50 duration 60
Device# show monitor capture mycap
Status Information for Capture mycap
Target Type:
Interface: GigabitEthernet1/0/3, Direction: in
Status : Inactive
Filter Details:
IPv4
Source IP: any
Destination IP: any
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Protocol: any
Buffer Details:
Buffer Type: LINEAR (default)
File Details:
Associated file name: flash:mycap.pcap
Limit Details:
Number of Packets to capture: 50
Packet Capture duration: 60
Packet Size to capture: 0 (no limit)
Packet sampling rate: 0 (no sampling)

ステップ 3：次のように入力してパケットを開始します。
Device# monitor capture mycap start

ステップ 4: 次のように入力して実行中のエクステンドキャプチャ統計情報を表示します。
Device# show monitor capture mycap capture-statistics
Capture statistics collected at software:
Capture duration - 15 seconds
Packets received - 40
Packets dropped - 0
Packets oversized - 0
Packets errored - 0
Packets sent - 40
Bytes received - 7280
Bytes dropped - 0
Bytes oversized - 0
Bytes errored - 0
Bytes sent ¬ 4560

ステップ 5：十分な時間の経過後に、次のように入力してキャプチャを停止します。
Device# monitor capture mycap stop
Capture statistics collected at software (Buffer & Wireshark):
Capture duration - 20 seconds
Packets received - 50
Packets dropped - 0
Packets oversized - 0

（注）

あるいは、時間の経過またはパケット カウントが一致した後に、キャプチャ操作を自動的に
停止させることもできます。
mycap.pcap ファイルには、キャプチャしたパケットが含まれます。
ステップ 6: 次のように入力して停止後のエクステンドキャプチャの統計情報を表示します。
Device# show monitor capture mycap capture-statistics
Capture statistics collected at software:
Capture duration - 20 seconds
Packets received - 50
Packets dropped - 0
Packets oversized - 0
Packets errored - 0
Packets sent - 50
Bytes received - 8190
Bytes dropped - 0
Bytes oversized - 0
Bytes errored - 0
Bytes sent ¬ 5130
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ステップ 7：次のように入力してパケットを表示します。
Device# show monitor capture file flash:mycap.pcap
Starting the packet display ........ Press Ctrl + Shift + 6 to exit
1 0.000000000
10.10.10.2
seq=0/0, ttl=254
2 0.002555000
10.10.10.2
seq=1/256, ttl=254
3 0.006199000
10.10.10.2
seq=2/512, ttl=254
4 0.009199000
10.10.10.2
seq=3/768, ttl=254
5 0.011647000
10.10.10.2
seq=4/1024, ttl=254
6 0.014168000
10.10.10.2
seq=5/1280, ttl=254
7 0.016737000
10.10.10.2
seq=6/1536, ttl=254
8 0.019403000
10.10.10.2
seq=7/1792, ttl=254
9 0.022151000
10.10.10.2
seq=8/2048, ttl=254
10 0.024722000
10.10.10.2
seq=9/2304, ttl=254
11 0.026890000
10.10.10.2
seq=10/2560, ttl=254
12 0.028862000
10.10.10.2
seq=11/2816, ttl=254
--More--

-> 10.10.10.1

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x0031,

-> 10.10.10.1

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x0031,

-> 10.10.10.1

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x0031,

-> 10.10.10.1

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x0031,

-> 10.10.10.1

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x0031,

-> 10.10.10.1

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x0031,

-> 10.10.10.1

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x0031,

-> 10.10.10.1

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x0031,

-> 10.10.10.1

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x0031,

-> 10.10.10.1

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x0031,

-> 10.10.10.1

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x0031,

-> 10.10.10.1

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x0031,

pcap の統計情報に使用する構文の詳細については、「その他の参考資料」セクションを参照して
ください。
ステップ 8：次のように入力して、キャプチャ ポイントを削除します。
Device# no monitor capture mycap

関連トピック
キャプチャ ポイントの定義, （1032 ページ）
キャプチャ ポイント パラメータの追加または変更, （1038 ページ）
キャプチャ ポイント パラメータの削除, （1040 ページ）
キャプチャ ポイントの削除, （1042 ページ）
キャプチャ ポイントをアクティブまたは非アクティブにする, （1044 ページ）
キャプチャ ポイント バッファのクリア, （1047 ページ）
Wireshark の設定方法, （1032 ページ）
キャプチャ ポイント, （1020 ページ）
接続ポイント, （1021 ページ）

例：バッファのキャプチャの使用
次に、バッファのキャプチャを使用する例を示します。
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ステップ 1：次のように入力してバッファ キャプチャ オプションでキャプチャ セッションを起動
します。
Device#
Device#
Device#
Device#

monitor
monitor
monitor
monitor

capture
capture
capture
capture

mycap
mycap
mycap
mycap

interface GigabitEthernet1/0/3 in
match ipv4 any any
buffer circular size 1
start

ステップ 2：次のように入力してキャプチャがアクティブであるかどうかを決定します。
Device# show monitor capture mycap
Status Information for Capture mycap
Target Type:
Interface: GigabitEthernet1/0/3, Direction: in
Status : Active
Filter Details:
IPv4
Source IP: any
Destination IP: any
Protocol: any
Buffer Details:
Buffer Type: CIRCULAR
Buffer Size (in MB): 1
File Details:
File not associated
Limit Details:
Number of Packets to capture: 0 (no limit)
Packet Capture duration: 0 (no limit)
Packet Size to capture: 0 (no limit)
Maximum number of packets to capture per second: 1000
Packet sampling rate: 0 (no sampling)

ステップ 3：次のように入力してランタイム時に拡張キャプチャの統計情報を表示します。
Device# show monitor capture mycap capture-statistics
Capture statistics collected at software:
Capture duration - 88 seconds
Packets received - 1000
Packets dropped - 0
Packets oversized - 0
Packets errored - 0
Packets sent - 1000
Bytes received - 182000
Bytes dropped - 0
Bytes oversized - 0
Bytes errored - 0
Bytes sent - 114000

ステップ 4：次のように入力してキャプチャを停止します。
Device# monitor capture mycap stop
Capture statistics collected at software (Buffer):
Capture duration - 2185 seconds
Packets received - 51500
Packets dropped - 0
Packets oversized - 0

ステップ 5：次のように入力して停止後の拡張キャプチャの統計情報を表示します。
Device# show monitor capture mycap capture-statistics
Capture statistics collected at software:
Capture duration - 156 seconds
Packets received - 2000
Packets dropped - 0
Packets oversized - 0
Packets errored - 0
Packets sent - 2000
Bytes received - 364000
Bytes dropped - 0
Bytes oversized - 0
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Bytes errored - 0
Bytes sent - 228000

ステップ 6：次のように入力してキャプチャがアクティブであるかどうかを決定します。
Device# show monitor capture mycap
Status Information for Capture mycap
Target Type:
Interface: GigabitEthernet1/0/3, Direction: in
Status : Inactive
Filter Details:
IPv4
Source IP: any
Destination IP: any
Protocol: any
Buffer Details:
Buffer Type: CIRCULAR
Buffer Size (in MB): 1
File Details:
File not associated
Limit Details:
Number of Packets to capture: 0 (no limit)
Packet Capture duration: 0 (no limit)
Packet Size to capture: 0 (no limit)
Maximum number of packets to capture per second: 1000
Packet sampling rate: 0 (no sampling)

ステップ 7：次のように入力してバッファのパケットを表示します。
Device# show monitor capture mycap buffer brief
Starting the packet display ........ Press Ctrl + Shift + 6 to exit
1
0.000000
seq=40057/31132,
2
0.000030
seq=40058/31388,
3
0.000052
seq=40059/31644,
4
0.000073
seq=40060/31900,
5
0.000094
seq=40061/32156,
6
0.000115
seq=40062/32412,
7
0.000137
seq=40063/32668,
8
0.000158
seq=40064/32924,
9
0.000179
seq=40065/33180,
10
0.000200
seq=40066/33436,
11
0.000221
seq=40067/33692,
12
0.000243
seq=40068/33948,
--More--

10.10.10.2
ttl=254
10.10.10.2
ttl=254
10.10.10.2
ttl=254
10.10.10.2
ttl=254
10.10.10.2
ttl=254
10.10.10.2
ttl=254
10.10.10.2
ttl=254
10.10.10.2
ttl=254
10.10.10.2
ttl=254
10.10.10.2
ttl=254
10.10.10.2
ttl=254
10.10.10.2
ttl=254

-> 10.10.10.1

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x0038,

-> 10.10.10.1

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x0038,

-> 10.10.10.1

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x0038,

-> 10.10.10.1

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x0038,

-> 10.10.10.1

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x0038,

-> 10.10.10.1

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x0038,

-> 10.10.10.1

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x0038,

-> 10.10.10.1

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x0038,

-> 10.10.10.1

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x0038,

-> 10.10.10.1

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x0038,

-> 10.10.10.1

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x0038,

-> 10.10.10.1

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x0038,

パケットがバッファに入ったことに注意してください。
ステップ 8：他の表示モードでパケットを表示します。
Device# show monitor capture mycap buffer detailed
Starting the packet display ........ Press Ctrl + Shift + 6 to exit
Frame 1: 114 bytes on wire (912 bits), 114 bytes captured (912 bits) on interface 0
Interface id: 0
Encapsulation type: Ethernet (1)
Arrival Time: Nov 6, 2015 18:10:06.297972000 UTC
[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]
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Epoch Time: 1446833406.297972000 seconds
[Time delta from previous captured frame: 0.000000000 seconds]
[Time delta from previous displayed frame: 0.000000000 seconds]
[Time since reference or first frame: 0.000000000 seconds]
Frame Number: 1
Frame Length: 114 bytes (912 bits)
Capture Length: 114 bytes (912 bits)
[Frame is marked: False]
[Frame is ignored: False]
[Protocols in frame: eth:ip:icmp:data]
Ethernet II, Src: Cisco_f3:63:46 (00:e1:6d:f3:63:46), Dst: Cisco_31:f1:c6 (00:e1:6d:31:f1:c6)
Destination: Cisco_31:f1:c6 (00:e1:6d:31:f1:c6)
Address: Cisco_31:f1:c6 (00:e1:6d:31:f1:c6)
.... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
.... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)
Source: Cisco_f3:63:46 (00:e1:6d:f3:63:46)
Address: Cisco_f3:63:46 (00:e1:6d:f3:63:46)
.... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
.... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)
Type: IP (0x0800)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.10.10.2 (10.10.10.2), Dst: 10.10.10.1 (10.10.10.1)
Version: 4
Header length: 20 bytes
Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00: Not-ECT (Not
ECN-Capable Transport))
0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0x00)
.... ..00 = Explicit Congestion Notification: Not-ECT (Not ECN-Capable Transport)
(0x00)
Total Length: 100
Identification: 0xabdd (43997)
Flags: 0x00
0... .... = Reserved bit: Not set
.0.. .... = Don't fragment: Not set
..0. .... = More fragments: Not set
Fragment offset: 0
Time to live: 254
Protocol: ICMP (1)
Header checksum: 0xe8a4 [validation disabled]
[Good: False]
[Bad: False]
Source: 10.10.10.2 (10.10.10.2)
Destination: 10.10.10.1 (10.10.10.1)
Internet Control Message Protocol
Type: 8 (Echo (ping) request)
Code: 0
Checksum: 0xa620 [correct]
Identifier (BE): 56 (0x0038)
Identifier (LE): 14336 (0x3800)
Sequence number (BE): 40057 (0x9c79)
Sequence number (LE): 31132 (0x799c)
Data (72 bytes)
0000
0010
0020
0030
0040

00 00 00 00 0b 15 30 63 ab cd ab cd ab cd ab cd
......0c........
ab cd ab cd ab cd ab cd ab cd ab cd ab cd ab cd
................
ab cd ab cd ab cd ab cd ab cd ab cd ab cd ab cd
................
ab cd ab cd ab cd ab cd ab cd ab cd ab cd ab cd
................
ab cd ab cd ab cd ab cd
........
Data: 000000000b153063abcdabcdabcdabcdabcdabcdabcdabcd...
[Length: 72]

Frame 2: 114 bytes on wire (912 bits), 114 bytes captured (912 bits) on interface 0
Device# show monitor capture mycap buffer dump
Starting the packet display ........ Press Ctrl + Shift + 6 to exit
0000
0010
0020
0030
0040
0050

00
00
0a
30
ab
ab

e1
64
01
63
cd
cd

6d
ab
08
ab
ab
ab

31
dd
00
cd
cd
cd

f1
00
a6
ab
ab
ab

c6
00
20
cd
cd
cd

00
fe
00
ab
ab
ab

e1
01
38
cd
cd
cd

6d
e8
9c
ab
ab
ab

f3
a4
79
cd
cd
cd

63
0a
00
ab
ab
ab

46
0a
00
cd
cd
cd

08
0a
00
ab
ab
ab

00
02
00
cd
cd
cd

45
0a
0b
ab
ab
ab

00
0a
15
cd
cd
cd

..m1....m.cF..E.
.d..............
..... .8.y......
0c..............
................
................
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0060
0070

ab cd ab cd ab cd ab cd ab cd ab cd ab cd ab cd
ab cd

................
..

0000
0010
0020
0030
0040
0050
0060
0070

00
00
0a
30
ab
ab
ab
ab

..m1....m.cF..E.
.d..............
.......8.z......
0e..............
................
................
................

e1
64
01
65
cd
cd
cd
cd

6d
ab
08
ab
ab
ab
ab

31
de
00
cd
cd
cd
cd

f1
00
a6
ab
ab
ab
ab

c6
00
1d
cd
cd
cd
cd

00
fe
00
ab
ab
ab
ab

e1
01
38
cd
cd
cd
cd

6d
e8
9c
ab
ab
ab
ab

f3
a3
7a
cd
cd
cd
cd

63
0a
00
ab
ab
ab
ab

46
0a
00
cd
cd
cd
cd

08
0a
00
ab
ab
ab
ab

00
02
00
cd
cd
cd
cd

45
0a
0b
ab
ab
ab
ab

00
0a
15
cd
cd
cd
cd

ステップ 9：次のように入力してバッファをクリアします。
Device# monitor capture mycap clear

（注）

注：バッファをクリアすると、その内容とともにバッファが削除されます。

（注）

バッファの内容を表示する必要がある場合は、show コマンドの後に clear コマンドを実行しま
す。
ステップ 10：トラフィックを再開し、10 秒待ってから次のように入力してバッファ コンテンツ
を表示します。

（注）

キャプチャがアクティブなときに、バッファから show の実行をすることはできません。バッ
ファから show を実行する前に、キャプチャを停止する必要があります。しかし、ファイルお
よびバッファ モードの両方においてキャプチャがアクティブなときに pcap ファイルで show
の実行ができます。ファイル モードでは、キャプチャがアクティブなときに、現在のキャプ
チャ セッションの pcap ファイルでパケットを表示することもできます。
Device# monitor capture mycap start
Switch# show monitor capture mycap
Status Information for Capture mycap
Target Type:
Interface: GigabitEthernet1/0/3, Direction: in
Status : Active
Filter Details:
IPv4
Source IP: any
Destination IP: any
Protocol: any
Buffer Details:
Buffer Type: CIRCULAR
Buffer Size (in MB): 1
File Details:
File not associated
Limit Details:
Number of Packets to capture: 0 (no limit)
Packet Capture duration: 0 (no limit)
Packet Size to capture: 0 (no limit)
Maximum number of packets to capture per second: 1000
Packet sampling rate: 0 (no sampling)
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ステップ 11：次のように入力して、パケット キャプチャを停止し、バッファの内容を表示しま
す。
Device# monitor capture mycap stop
Capture statistics collected at software (Buffer):
Capture duration - 111 seconds
Packets received - 5000
Packets dropped - 0
Packets oversized - 0

ステップ 12：次のように入力してキャプチャがアクティブであるかどうかを決定します。
Device# show monitor capture mycap
Status Information for Capture mycap
Target Type:
Interface: GigabitEthernet1/0/3, Direction: in
Status : Inactive
Filter Details:
IPv4
Source IP: any
Destination IP: any
Protocol: any
Buffer Details:
Buffer Type: CIRCULAR
Buffer Size (in MB): 1
File Details:
File not associated
Limit Details:
Number of Packets to capture: 0 (no limit)
Packet Capture duration: 0 (no limit)
Packet Size to capture: 0 (no limit)
Maximum number of packets to capture per second: 1000
Packet sampling rate: 0 (no sampling)

ステップ 13：次のように入力してバッファのパケットを表示します。
Device# show monitor capture mycap buffer brief
Starting the packet display ........ Press Ctrl + Shift + 6 to exit
1 0.000000000
10.10.10.2
seq=0/0, ttl=254
2 0.000030000
10.10.10.2
seq=1/256, ttl=254
3 0.000051000
10.10.10.2
seq=2/512, ttl=254
4 0.000072000
10.10.10.2
seq=3/768, ttl=254
5 0.000093000
10.10.10.2
seq=4/1024, ttl=254
6 0.000114000
10.10.10.2
seq=5/1280, ttl=254
7 0.000136000
10.10.10.2
seq=6/1536, ttl=254
8 0.000157000
10.10.10.2
seq=7/1792, ttl=254
9 0.000178000
10.10.10.2
seq=8/2048, ttl=254
10 0.000199000
10.10.10.2
seq=9/2304, ttl=254
11 0.000220000
10.10.10.2
seq=10/2560, ttl=254
12 0.000241000
10.10.10.2
seq=11/2816, ttl=254
--More‹

-> 10.10.10.1

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x0039,

-> 10.10.10.1

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x0039,

-> 10.10.10.1

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x0039,

-> 10.10.10.1

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x0039,

-> 10.10.10.1

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x0039,

-> 10.10.10.1

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x0039,

-> 10.10.10.1

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x0039,

-> 10.10.10.1

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x0039,

-> 10.10.10.1

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x0039,

-> 10.10.10.1

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x0039,

-> 10.10.10.1

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x0039,

-> 10.10.10.1

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x0039,

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
1060

OL-30686-01-J

Wireshark の設定例

ステップ 14：次のように入力して、内部 flash: storage デバイス内の mycap1.pcap ファイルにバッ
ファ コンテンツを保存します。
Device# monitor capture mycap export flash:mycap.pcap
Exported Successfully

（注）

現在のエクスポート実装では、コマンドを実行すると、エクスポートは「開始」されますが、
ユーザにプロンプトを返す場合には完了しません。そこで、ファイルでパケットの表示を実行
する前に、Wireshark からコンソールにメッセージが表示されるのを待機する必要があります。
ステップ 15：次のように入力してファイルからキャプチャ パケットを表示します。
Device# show monitor capture file flash:mycap.pcap
Starting the packet display ........ Press Ctrl + Shift + 6 to exit
1 0.000000000
10.10.10.2
seq=0/0, ttl=254
2 0.000030000
10.10.10.2
seq=1/256, ttl=254
3 0.000051000
10.10.10.2
seq=2/512, ttl=254
4 0.000072000
10.10.10.2
seq=3/768, ttl=254
5 0.000093000
10.10.10.2
seq=4/1024, ttl=254
6 0.000114000
10.10.10.2
seq=5/1280, ttl=254
7 0.000136000
10.10.10.2
seq=6/1536, ttl=254
8 0.000157000
10.10.10.2
seq=7/1792, ttl=254
9 0.000178000
10.10.10.2
seq=8/2048, ttl=254
10 0.000199000
10.10.10.2
seq=9/2304, ttl=254
11 0.000220000
10.10.10.2
seq=10/2560, ttl=254
12 0.000241000
10.10.10.2
seq=11/2816, ttl=254
--More--

-> 10.10.10.1

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x0039,

-> 10.10.10.1

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x0039,

-> 10.10.10.1

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x0039,

-> 10.10.10.1

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x0039,

-> 10.10.10.1

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x0039,

-> 10.10.10.1

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x0039,

-> 10.10.10.1

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x0039,

-> 10.10.10.1

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x0039,

-> 10.10.10.1

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x0039,

-> 10.10.10.1

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x0039,

-> 10.10.10.1

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x0039,

-> 10.10.10.1

ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x0039,

ステップ 16：次のように入力して、キャプチャ ポイントを削除します。
Device# no monitor capture mycap

関連トピック
キャプチャ ポイントの定義, （1032 ページ）
キャプチャ ポイント パラメータの追加または変更, （1038 ページ）
キャプチャ ポイント パラメータの削除, （1040 ページ）
キャプチャ ポイントの削除, （1042 ページ）
キャプチャ ポイントをアクティブまたは非アクティブにする, （1044 ページ）
キャプチャ ポイント バッファのクリア, （1047 ページ）
Wireshark の設定方法, （1032 ページ）
キャプチャ ポイント, （1020 ページ）
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接続ポイント, （1021 ページ）

例：キャプチャ セッション
Device# monitor capture mycap start display display-filter "stp"
0.000000 20:37:06:cf:08:b6 -> 01:80:c2:00:00:00 STP Conf. Root = 32768/100/20:37:06:ce:f0:80
Cost = 0 Port = 0x8136
2.000992 20:37:06:cf:08:b6 -> 01:80:c2:00:00:00 STP Conf. Root = 32768/100/20:37:06:ce:f0:80
Cost = 0 Port = 0x8136
2.981996 20:37:06:cf:08:b6 -> 20:37:06:cf:08:b6 LOOP Reply
4.000992 20:37:06:cf:08:b6 -> 01:80:c2:00:00:00 STP Conf. Root = 32768/100/20:37:06:ce:f0:80
Cost = 0 Port = 0x8136
6.000000 20:37:06:cf:08:b6 -> 01:80:c2:00:00:00 STP Conf. Root = 32768/100/20:37:06:ce:f0:80
Cost = 0 Port = 0x8136
7.998001 20:37:06:cf:08:b6 -> 01:80:c2:00:00:00 STP Conf. Root = 32768/100/20:37:06:ce:f0:80
Cost = 0 Port = 0x8136
9.998001 20:37:06:cf:08:b6 -> 01:80:c2:00:00:00 STP Conf. Root = 32768/100/20:37:06:ce:f0:80
Cost = 0 Port = 0x8136
Capture test is not active Failed to Initiate Wireshark
Device# show monitor capture mycap parameter
monitor capture mycap control-plane both
monitor capture mycap match any
monitor capture mycap file location flash:mycap1.1 buffer-size 90
monitor capture mycap limit duration 10
Device# no monitor capture mycap file
Device# monitor capture mycap start display display-filter "udp.port == 20002" dump
Please associate capture file/buffer
Unable to activate Capture.
Device# monitor capture mycap start display display-filter "udp.port == 20002"
Please associate capture file/buffer
Unable to activate Capture.
Device# monitor capture mycap start display detailed
Please associate capture file/buffer
Unable to activate Capture.

関連トピック
キャプチャ ポイントの定義, （1032 ページ）
キャプチャ ポイント パラメータの追加または変更, （1038 ページ）
キャプチャ ポイント パラメータの削除, （1040 ページ）
キャプチャ ポイントの削除, （1042 ページ）
キャプチャ ポイントをアクティブまたは非アクティブにする, （1044 ページ）
キャプチャ ポイント バッファのクリア, （1047 ページ）
Wireshark の設定方法, （1032 ページ）
キャプチャ ポイント, （1020 ページ）
接続ポイント, （1021 ページ）

例：ロック ステップ モードのキャプチャおよび保存
ここでは、リアルタイムのトラフィックをキャプチャし、パケットをロックステップモードにす
ることで例を示しています。
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（注）

キャプチャ レートは最初の 15 秒間遅延する場合があります。可能な場合、必要に応じてトラ
フィックをキャプチャ セッション開始後 15 秒後に開始してください。
ステップ 1：次のように入力して、関連トラフィックで一致するキャプチャ ポイントを定義し、
それをファイルに関連付けます。
Device#
Device#
Device#
Device#

monitor
monitor
monitor
monitor

capture
capture
capture
capture

mycap
mycap
mycap
mycap

interface GigabitEthernet1/0/1 in
match ipv4 any any
limit duration 60 packets 100
file location flash:mycap.pcap buffer-size 64

ステップ 2：次のように入力してキャプチャ ポイントが正確に定義されていることを確認します。
Device# show monitor capture mycap parameter
monitor capture mycap interface GigabitEthernet1/0/1 in
monitor capture mycap file location flash:mycap.pcap buffer-size 64
monitor capture mycap limit packets 100 duration 60
Device# show monitor capture mycap
Status Information for Capture mycap
Target Type:
Interface: GigabitEthernet1/0/1, Direction: in
Status : Inactive
Filter Details:
Filter not attached
Buffer Details:
Buffer Type: LINEAR (default)
File Details:
Associated file name: flash:mycap.pcap
Size of buffer(in MB): 64
Limit Details:
Number of Packets to capture: 100
Packet Capture duration: 60
Packet Size to capture: 0 (no limit)
Packets per second: 0 (no limit)
Packet sampling rate: 0 (no sampling)

ステップ 3：次のように入力してパケットを開始します。
Device# monitor capture mycap start
A file by the same capture file name already exists, overwrite?[confirm]
Turning on lock-step mode
Device#
*Oct 14 09:35:32.661: %BUFCAP-6-ENABLE: Capture Point mycap enabled.

ステップ 4：次のように入力してパケットを表示します。
Device# show monitor capture file flash:mycap.pcap
Starting the packet display ........ Press Ctrl + Shift + 6 to exit
0.000000
1.000000
2.000000
3.000000
4.000000
5.000000
6.000000
7.000000
8.000000
9.000000

10.1.1.30
10.1.1.31
10.1.1.32
10.1.1.33
10.1.1.34
10.1.1.35
10.1.1.36
10.1.1.37
10.1.1.38
10.1.1.39

->
->
->
->
->
->
->
->
->
->

20.1.1.2
20.1.1.2
20.1.1.2
20.1.1.2
20.1.1.2
20.1.1.2
20.1.1.2
20.1.1.2
20.1.1.2
20.1.1.2

UDP
UDP
UDP
UDP
UDP
UDP
UDP
UDP
UDP
UDP

Source
Source
Source
Source
Source
Source
Source
Source
Source
Source

port:
port:
port:
port:
port:
port:
port:
port:
port:
port:

20001
20001
20001
20001
20001
20001
20001
20001
20001
20001

Destination
Destination
Destination
Destination
Destination
Destination
Destination
Destination
Destination
Destination

port:
port:
port:
port:
port:
port:
port:
port:
port:
port:

20002
20002
20002
20002
20002
20002
20002
20002
20002
20002

ステップ 5：次のように入力してキャプチャ ポイントを削除します。
Device# no monitor capture mycap
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関連トピック
キャプチャ ポイントの定義, （1032 ページ）
キャプチャ ポイント パラメータの追加または変更, （1038 ページ）
キャプチャ ポイント パラメータの削除, （1040 ページ）
キャプチャ ポイントの削除, （1042 ページ）
キャプチャ ポイントをアクティブまたは非アクティブにする, （1044 ページ）
キャプチャ ポイント バッファのクリア, （1047 ページ）
Wireshark の設定方法, （1032 ページ）
キャプチャ ポイント, （1020 ページ）
接続ポイント, （1021 ページ）

例：出方向のパケットの簡単なキャプチャおよび保存
次の例は、フィルタにパケットをキャプチャする方法を示しています。
ステップ 1：次のように入力して、関連トラフィックで一致するキャプチャ ポイントを定義し、
それをファイルに関連付けます。
Device# monitor capture mycap interface Gigabit 1/0/1 out match ipv4 any any
Device# monitor capture mycap limit duration 60 packets 100
Device# monitor capture mycap file location flash:mycap.pcap buffer-size 90

ステップ 2：次のように入力してキャプチャ ポイントが正確に定義されていることを確認します。
Device# show monitor capture mycap parameter
monitor capture mycap interface GigabitEthernet1/0/1 out
monitor capture mycap match ipv4 any any
monitor capture mycap file location flash:mycap.pcap buffer-size 90
monitor capture mycap limit packets 100 duration 60
Device# show monitor capture mycap
Status Information for Capture mycap
Target Type:
Interface: GigabitEthernet1/0/1, Direction: out
Status : Inactive
Filter Details:
IPv4
Source IP: any
Destination IP: any
Protocol: any
Buffer Details:
Buffer Type: LINEAR (default)
File Details:
Associated file name: flash:mycap.pcap
Size of buffer(in MB): 90
Limit Details:
Number of Packets to capture: 100
Packet Capture duration: 60
Packet Size to capture: 0 (no limit)
Packets per second: 0 (no limit)
Packet sampling rate: 0 (no sampling)

ステップ 3：次のように入力してパケットを開始します。
Device# monitor capture mycap start
A file by the same capture file name already exists, overwrite?[confirm]
Turning on lock-step mode
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Device#
*Oct 14 09:35:32.661: %BUFCAP-6-ENABLE: Capture Point mycap enabled.

（注）

時間の経過またはパケット カウントが一致した後に、キャプチャ操作を自動的に停止させて
ください。出力に次のメッセージが表示された場合は、キャプチャ処理が停止していることを
意味します。
*Oct 14 09:36:34.632: %BUFCAP-6-DISABLE_ASYNC: Capture Point mycap disabled. Rea
son : Wireshark Session Ended

mycap.pcap ファイルには、キャプチャしたパケットが含まれます。
ステップ 4：次のように入力してパケットを表示します。
Device# show monitor capture file flash:mycap.pcap
Starting the packet display ........ Press Ctrl + Shift + 6 to exit
0.000000
1.000000
2.000000
3.000000
4.000000
5.000000
6.000000
7.000000
8.000000
9.000000

10.1.1.30
10.1.1.31
10.1.1.32
10.1.1.33
10.1.1.34
10.1.1.35
10.1.1.36
10.1.1.37
10.1.1.38
10.1.1.39

->
->
->
->
->
->
->
->
->
->

20.1.1.2
20.1.1.2
20.1.1.2
20.1.1.2
20.1.1.2
20.1.1.2
20.1.1.2
20.1.1.2
20.1.1.2
20.1.1.2

UDP
UDP
UDP
UDP
UDP
UDP
UDP
UDP
UDP
UDP

Source
Source
Source
Source
Source
Source
Source
Source
Source
Source

port:
port:
port:
port:
port:
port:
port:
port:
port:
port:

20001
20001
20001
20001
20001
20001
20001
20001
20001
20001

Destination
Destination
Destination
Destination
Destination
Destination
Destination
Destination
Destination
Destination

port:
port:
port:
port:
port:
port:
port:
port:
port:
port:

20002
20002
20002
20002
20002
20002
20002
20002
20002
20002

ステップ 5：次のように入力してキャプチャ ポイントを削除します。
Device# no monitor capture mycap

関連トピック
キャプチャ ポイントの定義, （1032 ページ）
キャプチャ ポイント パラメータの追加または変更, （1038 ページ）
キャプチャ ポイント パラメータの削除, （1040 ページ）
キャプチャ ポイントの削除, （1042 ページ）
キャプチャ ポイントをアクティブまたは非アクティブにする, （1044 ページ）
キャプチャ ポイント バッファのクリア, （1047 ページ）
Wireshark の設定方法, （1032 ページ）
キャプチャ ポイント, （1020 ページ）
接続ポイント, （1021 ページ）

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

1065

その他の参考資料

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

一般的なパケット フィルタリング

一般的なパケット フィルタリングについては、
次を参照してください。
『Display Filter Reference』

エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

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

標準および RFC
標準/RFC

Title

なし

-

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs
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シスコのテクニカル サポート
Link

説明

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

関連トピック
Filters, （1022 ページ）

WireShark の機能履歴と情報
リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.3SE

この機能が導入されました。
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• 「Configuring QoS」, 1071 ページ
• auto-QoS の設定, 1207 ページ

第

57

章

「Configuring QoS」
• 機能情報の確認, 1071 ページ
• QoS の前提条件, 1072 ページ
• QoS コンポーネント, 1072 ページ
• QoS の用語, 1073 ページ
• QoS の概要, 1073 ページ
• 有線ターゲットの QoS に関する制約事項, 1117 ページ
• ワイヤレス ターゲットの QoS に関する制約事項, 1120 ページ
• QoS の設定方法, 1124 ページ
• QoS のモニタリング, 1182 ページ
• QoS の設定例, 1187 ページ
• 次の作業, 1202 ページ
• QoS に関する追加情報, 1203 ページ
• QoS の機能履歴と情報, 1204 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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QoS の前提条件
標準 QoS を設定する前に、次の事項を十分に理解しておく必要があります。
• 標準 QoS の概念。
• ワイヤレスの概念とネットワーク トポロジ。
• 従来の Cisco IOS QoS。
• モジュラ QoS CLI（MQC）
• QoS 実装について。
• 使用するアプリケーションのタイプおよびネットワークのトラフィック パターン
• トラフィックの特性およびネットワークのニーズ。たとえば、ネットワークのトラフィック
がバーストであるかどうか。音声およびビデオ ストリーム用の帯域幅確保の必要性
• ネットワークの帯域幅要件および速度
• ネットワーク上の輻輳発生箇所
関連トピック
有線ターゲットの QoS に関する制約事項, （1117 ページ）
ワイヤレス ターゲットの QoS に関する制約事項, （1120 ページ）

QoS コンポーネント
Quality of Service（QoS）は、次の主要コンポーネントで構成されています。
• 分類：分類は、アクセス コントロール リスト（ACL）、DiffServ コード ポイント（DSCP）、
サービス クラス（CoS）、およびその他の要因に基づいて、トラフィックの 1 つのタイプを
区別するプロセスです。
• マーキングと変換：マーキングは、特定の情報をネットワークのダウンストリーム デバイス
に伝送するか、スイッチ内の 1 つのインターフェイスから別のインターフェイスに情報を伝
送するためにトラフィック上で使用されます。トラフィックをマークすると、そのトラフィッ
クの QoS 動作が適用されます。これは、set コマンドを直接使用するか、テーブル マップ経
由で入力値を受け取って出力の値に直接変換することで実行します。
• シェーピングとポリシング：シェーピングはダウンストリーム デバイスで輻輳が発生しない
ようにトラフィック レートを調整しながら、トラフィックの最大レートを強制するプロセス
のことです。最も一般的な形式のシェーピングは、物理または論理インターフェイスから送
信されるトラフィックを制限するために使用されます。ポリシングは、トラフィック クラス
に最大レートを強制するために使用されます。レートを超過した場合は、イベント発生直後
に特定のアクションが実行されます。
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• キューイング：キューイングは、トラフィックの輻輳を防止するために使用されます。トラ
フィックは、帯域割り当てに基づいて処理およびスケジューリングするために、特定のキュー
に送信されます。次に、トラフィックはポートを介してスケジュールまたは送信されます。
• 帯域幅：帯域幅の割り当てにより、QoS ポリシーが適用されるトラフィックで使用可能な容
量が決まります。
• 信頼：信頼により、トラフィックがスイッチを通過できるようになります。明示なポリシー
設定がない場合、エンド ポイントから、またはエンド ポイントへの DiffServ コード ポイン
ト（DSCP）値、precedence 値、または CoS 値は保持されます。

QoS の用語
この QoS コンフィギュレーション ガイドでは、次の用語が同じ意味で使用されます。
• アップストリーム（スイッチに対する方向）は、入力と同じ意味です。
• ダウンストリーム（スイッチに対する方向）は、出力と同じ意味です。

（注）

アップストリームは、ワイヤレスから有線への方向を指します。ダウンストリームは、有線か
らワイヤレスへの方向を指します。ワイヤレスからワイヤレスへの方向を指す用語はありませ
ん。

QoS の概要
QoS の概要
Quality of Service（QoS）を設定することで、他のトラフィック タイプの代わりに特定のトラフィッ
ク タイプを優先的に処理できます。QoS を設定しなかった場合、スイッチ はパケットの内容やサ
イズに関係なく、各パケットにベストエフォート型のサービスを提供します。スイッチは、信頼
性、遅延限界、またはスループットが保証されていないパケットを送信します。
次に、QoS が提供する具体的な機能を示します。
• 低遅延
• 帯域幅保証
• バッファリング能力とドロップ分野
• トラフィック ポリシング
• フレームまたはパケット ヘッダーの属性変更のイネーブル化
• 関連サービス
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関連トピック
有線ターゲットの QoS に関する制約事項, （1117 ページ）
ワイヤレス ターゲットの QoS に関する制約事項, （1120 ページ）

モジュラ QoS コマンドライン インターフェイス
スイッチでは、QoS 機能はモジュラ QoS コマンドライン インターフェイス（MQC）を使用して
イネーブルにできます。MQC はコマンドライン インターフェイス（CLI）構造を採用していま
す。これを使用すると、トラフィック ポリシーを作成し、作成したポリシーをインターフェイス
にアタッチできます。1 つのトラフィック ポリシーには、1 つのトラフィック クラスと 1 つ以上
の QoS 機能が含まれます。トラフィック クラスがトラフィックを分類するために使用されるのに
対して、トラフィック ポリシーの QoS 機能は分類されたトラフィックの処理方法を決定します。
MQC の主な目的の 1 つは、プラットフォームに依存しないインターフェイスを提供することによ
り、シスコ プラットフォーム全体の QoS を設定することです。

ワイヤレス QoS の概要
ワイヤレス QoS は次のワイヤレス ターゲットで設定できます。
• アクセス ポイントを関連付けることができるすべての物理ポートを含むワイヤレス ポート。
• Radio
• SSID（無線単位、AP 単位、SSID 単位で適用可能）
• クライアント
次の表に、ワイヤレス ターゲットでポリシーがどのようにサポートされるかを示します。
表 78：ワイヤレス ターゲットのポリシーのサポート

ワイヤレスターゲット サポートされるワイヤ 出力方向をサポートす 入力方向をサポートす
レスターゲットのポリ るポリシー
るポリシー
シー
ワイヤレス ポート

Yes

はい：ユーザ設定可能 いいえ

Radio

Yes

はい：ただし、ユーザ いいえ
設定不可

SSID

Yes

はい：ユーザ設定可能 はい：ユーザ設定可能

クライアント

Yes

はい：ユーザ設定可能 はい：ユーザ設定可能
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（注）

ユーザが設定可能なその他のポリシーには、複数宛先のポリサーおよび VLAN が含まれます。
ワイヤレス QoS は次の機能をサポートします。
• 出力方向のキューイング。
• ワイヤレス トラフィックのポリシング
• 出力方向のワイヤレス トラフィックのシェーピング。
• 出力方向の Approximate Fair Drop（AFD）。
• QoS のモビリティ サポート。
• Cisco Unified Wireless Controller で使用可能な貴金属の QoS ポリシーとの互換性。
• CLI/Traffic クラス（TCLAS）および CLI/スヌーピングの組み合わせ。
• AVC QoS クライアント ポリシーの設定によるアプリケーション制御（データ トラフィック
のドロップやマーキングが可能）。

ワイヤレス用の QoS および IPv6
スイッチは IPv4 および IPv6 トラフィックの QoS をサポートし、クライアント ポリシーに IPv4 お
よび IPv6 のフィルタを設定できます。

有線およびワイヤレス アクセスでサポートされる機能
次の表で、有線およびワイヤレス アクセスでサポートされる機能について説明します。
表 79：有線およびワイヤレス アクセスでサポートされる QoS 機能

機能

有線

ターゲット

ワイヤレス

• ギガビットイーサネッ
ト
• 10 ギガビット イーサ
ネット
• VLAN

• ワイヤレス ポート（CAPWAP トンネル）
• SSID
• クライアント
• Radio
• CAPWAP マルチキャスト トンネル
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機能

有線

設定手順

service-policy コマンドを使
用してインストールされた
QoS ポリシー。

ワイヤレス
• アクセス ポイントがスイッチに接続する
と、スイッチはポートにポリシーをイン
ストールします。ポート ポリシーには、
port_child_policy という子ポリシーがあ
ります。
• ポリシーは、無線のレートに設定された
シェーパーを持つ無線にインストールさ
れます。デフォルトの無線ポリシー（変
更不可）が無線に付加されます。
• WMM クライアントがアソシエートし、
アドミッション コントロールが無線でイ
ネーブルにされた場合、デフォルトのク
ライアント ポリシーが有効になります。
• ユーザは port_child_policy を変更して、
さらにクラスを追加できます。
• ユーザは SSID レベルでユーザ定義のポ
リシーを付加できます。
• ユーザはクライアント レベルでユーザ定
義のポリシーを付加できます。

ポート レベルで許 ポートでは最大 8 つの
可されたキューの数 キューがサポートされま
す。

サポートされているキューは 4 つだけです。
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機能

有線

分類メカニズム

ワイヤレス
• ポート レベル

• DSCP
• IP precedence

◦ 入力：ワイヤレス ポートの入力で
QoS ポリシーがサポートされていま
せん。

• CoS
• QoS-group
• 次を含む ACL のメン
バーシップ：
◦ IPv4 ACL

◦ 出力：DSCP ベースの分類だけで
す。
• SSID レベル

◦ IPv6 ACL

◦ 入力： DSCP、UP

◦ MAC ACL

◦ 出力：DSCP、CoS、QoS グループ
• クライアント レベル
◦ 入力：ACL、DSCP、 Up
◦ 出力：DSCP および COS

関連トピック
ポート ポリシーの形式, （1079 ページ）

ワイヤレス ターゲットでサポートされる QoS 機能
次の表に、ワイヤレス ターゲットで使用可能なさまざまな機能について説明します。
表 80：ワイヤレス ターゲットで使用可能な QoS 機能

Target
ポート

Radio

機能

Traffic

ポリシーが適用さ 注
れる方向

非リアルタ ダウンストリーム
イム
• プライオリティキューイング （NRT）、
• マルチキャストのポリシング リアルタイ
ム（RT）
• ポート シェーパー

• シェーピング

非リアルタ ダウンストリーム 無線ポリシーは
イム
ユーザ設定可能で
はありません。
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Target

機能

SSID

• シェーピング
• ポリシング
• テーブル マップ
• BRR

クライ
アント

• Set
• ポリシング

Traffic

ポリシーが適用さ 注
れる方向

非リアルタ アップストリーム シェーピングおよ
イム、リア およびダウンスト び BRR などの
ルタイム
リーム
キューイング アク
ションは、ダウン
ストリーム方向に
のみ許可されま
す。
非リアルタ アップストリーム
イム、リア およびダウンスト
ルタイム
リーム

関連トピック
WLAN での QoS ポリシーの適用（GUI）, （1181 ページ）
ポート ポリシー, （1078 ページ）
ポート ポリシーの形式, （1079 ページ）
無線ポリシー, （1081 ページ）
SSID ポリシーの設定（GUI）, （1142 ページ）
WLAN での SSID またはクライアント ポリシーの適用（CLI）, （1144 ページ）
WLAN での QoS ポリシーの適用（GUI）, （1181 ページ）
SSID ポリシー, （1081 ページ）
クライアント ポリシーの設定（CLI）
クライアント ポリシーの設定（GUI）, （1131 ページ）
WLAN での QoS ポリシーの適用（GUI）, （1181 ページ）
クライアント ポリシー, （1082 ページ）

ポート ポリシー

（注）

ポートの子ポリシーは、スイッチの有線ポートには適用されず、ワイヤレス ポートにだけ適
用されます。ワイヤレス ポートは、AP が join するポートとして定義されます。デフォルト
ポートの子ポリシーは、起動時にスイッチのワイヤレス ポートに適用されます。ポートの
シェーパー レートは 1G に制限されています
ポート シェーパーは、デバイスと AP との間に適用可能なトラフィック ポリシーを指定します。
これは、アクセス ポイントでサポートされる無線レートの合計です。
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子ポリシーは、ポート子ポリシーで定義されたパケットとキューとの間のマッピングを指定しま
す。子ポリシーは、音声、ビデオ、class-default、および non-client-nrt クラスを含めるように設定
できます。この音声とビデオは、DSCP 値（外部 CAPWAP ヘッダーの DSCP 値）に基づいていま
す。class-default の定義は、音声およびビデオ DSCP 以外の値としてシステムに認識されます。
DSCP 値は、パケットがポートに到達するときに割り当てられます。パケットがポートに到着す
る前に、SSID ポリシーがパケットに適用されます。ポートの子ポリシーには、特定のポート トラ
フィックでのマルチキャストの割合が含まれます。デフォルトでは、ポートの子ポリシーは使用
できるレートの最大 10 % を割り当てます。
関連トピック
WLAN での QoS ポリシーの適用（GUI）, （1181 ページ）
ワイヤレス ターゲットの QoS に関する制約事項, （1120 ページ）
ワイヤレス ターゲットでサポートされる QoS 機能, （1077 ページ）
例：音声、ビデオ、およびマルチキャスト トラフィックで分類されたワイヤレス QoS ポリ
シー, （1191 ページ）
ポート ポリシーの形式
ここでは、スイッチのポートポリシーの動作について説明します。スイッチポートでは、有線ま
たはワイヤレスの物理ポートは区別されません。ポリシーは、スイッチに関連付けられたデバイ
スの種類に応じて適用されます。たとえば、アクセスポイントがスイッチポートに接続されてい
る場合、スイッチはアクセスポイントをワイヤレスデバイスとして検出し、親子ポリシー形式の
デフォルトの階層型ポリシーを適用します。このポリシーは、階層型ポリシーです。親ポリシー
は変更できませんが、子ポリシー（port-child ポリシー）は、QoS 設定に合わせて変更できます。
スイッチは、デフォルトのクラス マップとポリシー マップで事前に設定されます。
デフォルトのクラス マップ：
Class Map match-any non-client-nrt-class
Match non-client-nrt

上記のポート ポリシーは、すべてのネットワーク トラフィックを Q3 キューに向けて処理しま
す。クラス マップは、show class-map コマンドを実行して表示します。
デフォルトのポリシー マップ：
Policy Map port_child_policy
Class non-client-nrt-class
bandwidth remaining ratio 10

（注）

リストされているクラス マップとポリシー マップはシステム定義のポリシーであり、変更で
きません。
次に、ワイヤレス デバイスが関連付けられているポートで使用可能なシステム定義のポリシー
マップを示します。親ポリシーと子ポリシー サービス（port_child_policy）で構成される形式で
す。ネットワークのニーズに応じてポリシーをカスタマイズするには、ポートの子ポリシーを設
定する必要があります。
Policy-map policy_map_name
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Class class-default
Shape average average_rate
Service-policy port_child_policy

（注）

親ポリシーは自動生成され、変更できません。ネットワークの QoS 要件に合わせて
port_child_policy ポリシーを設定する必要があります。
ネットワーク トラフィックのタイプによっては、ポートの子ポリシーを設定できます。たとえ
ば、一般的なワイヤレスネットワーク構成において、音声およびビデオトラフィックに特定のプ
ライオリティを割り当てることができます。次に例を示します。
Policy-map port_child_policy
Class voice-policy-name (match dscp ef)
Priority level 1
Police (multicast-policer-name-voice) Multicast Policer
Class video-policy-name (match dscp af41)
Priority level 2
Police (multicast-policer-name-video) Multicast Policer
Class non-client-nrt-class traffic(match non-client-nrt)
Bandwidth remaining ratio (brr-value-nrt-q2)
Class class-default (NRT Data)
Bandwidth remaining ratio (brr-value-q3)

上記のポートの子ポリシー：
• voice-policy-name：音声パケット トラフィック用のルールを指定するクラス名を参照します。
ここで DSCP 値は、値 46（キーワード ef で表される）にマッピングされます。音声トラ
フィックにはプライオリティ 1 が割り当てられます。
• video-policy-name：ビデオ パケット トラフィック用のルールを指定するクラス名を参照しま
す。DSCP 値は、値 34（キーワード af41 で表される）にマッピングされます。
• multicast-policer-name-voice：マルチキャスト音声トラフィックを設定する必要がある場合、
音声クラス マップのポリシングを設定できます。
• multicast-policer-name-video：マルチキャスト ビデオ トラフィックを設定する必要がある場
合、ビデオ クラス マップのポリシングを設定できます。
上記の設定例では、すべての音声およびビデオ トラフィックは Q0 および Q1 キューにそれぞれ送
信されます。これらのキューは完全プライオリティを維持します。Q0 および Q1 のパケットはこ
の順序で処理されます。帯域幅余剰比率 brr-value-nrt-q2 および brr-value-q3 はそれぞれ、クラス
マップ、class-default および non-client-nrt で指定された Q2 と Q3 に送信されます。Q2 および Q3
のパケット処理は重み付けラウンド ロビン アプローチに基づいています。たとえば brr-value-nrtq2
の値が 90 で brr-value-nrtq3 が 10 である場合、キュー 2 とキュー 3 のパケットは 9:1 の比率で処理
されます。
関連トピック
WLAN での QoS ポリシーの適用（GUI）, （1181 ページ）
ワイヤレス ターゲットの QoS に関する制約事項, （1120 ページ）
ワイヤレス ターゲットでサポートされる QoS 機能, （1077 ページ）
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例：音声、ビデオ、およびマルチキャスト トラフィックで分類されたワイヤレス QoS ポリ
シー, （1191 ページ）
有線およびワイヤレス アクセスでサポートされる機能, （1075 ページ）
ポリシー マップ, （1092 ページ）

無線ポリシー
無線ポリシーはシステム定義であり、ユーザは設定できません。無線ワイヤレス ターゲットは、
出力方向にだけ適用されます。
無線ポリシーは無線単位、アクセス ポイント単位で適用されます。無線のレート制限は、AP 無
線レートの実際の制限です。この値は、アクセス ポイントでサポートされている無線の合計と同
じです。
次の無線がサポートされます。
• 802.11 a/n
• 802.11 b/n
• 802.11 ac
関連トピック
ワイヤレス ターゲットの QoS に関する制約事項, （1120 ページ）
ワイヤレス ターゲットでサポートされる QoS 機能, （1077 ページ）

SSID ポリシー
入力および出力方向で SSID BSSID（基本サービス セット ID）の QoS ポリシーを作成できます。
デフォルトでは、SSID ポリシーはありません。SSID の名前に基づいて SSID ポリシーを設定でき
ます。ポリシーは、BSSID 単位で適用できます。
SSID で作成できるポリシーのタイプには、テーブル マップ（table-map）、シェープ レート、RT1
（Real Time 1）および RT2（Real Time 2）ポリサーを使用したマーキングが含まれます。トラ
フィックが入力の場合、通常は、SSID でマーキング ポリシーを設定します。トラフィックがダウ
ンストリームの場合は、マーキングおよびキューイングを設定できます。
ポートと SSID で設定されているポリシー間では、1 対 1 のマッピングが必要です。たとえば、
ポートでクラス音声とクラス ビデオを設定すると、SSID に同様のポリシーを設定できます。
SSID のプライオリティは、帯域幅余剰比率を設定して指定できます。SSID ポリシーのキューイ
ングは、ダウンストリーム方向で適用されます。
関連トピック
SSID ポリシーの設定（GUI）, （1142 ページ）
WLAN での SSID またはクライアント ポリシーの適用（CLI）, （1144 ページ）
WLAN での QoS ポリシーの適用（GUI）, （1181 ページ）
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ワイヤレス ターゲットでサポートされる QoS 機能, （1077 ページ）
例：SSID ポリシー
例：ダウンストリーム SSID ポリシーの設定, （1192 ページ）

クライアント ポリシー
クライアント ポリシーは、入力方向と出力方向に適用できます。スイッチのワイヤレス制御モ
ジュールは、WMM クライアントでアドミッション制御がイネーブルの場合に、デフォルト クラ
イアントポリシーを適用します。アドミッション制御がディセーブルの場合、デフォルトクライ
アント ポリシーはありません。クライアントではポリシング ポリシーおよびマーキング ポリシー
を設定できます。

（注）

クライアント ポリシーには、IPv4 フィルタと IPv6 フィルタの両方を設定できます。
クライアント ポリシーは次のように設定できます。
• AAA の使用
• Cisco IOS MQC CLI の使用
◦ service policy client コマンドは WLAN 設定で使用できます。
• デフォルト設定の使用

（注）

ユニファイド ワイヤレス コントローラ手順を設定し、MQC QoS コマンドを使用して AAA を
設定した場合は、MQC QoS コマンドによって設定されたポリシーが優先されます。

（注）

WLAN にクライアント ポリシーを適用する場合は、クライアント ポリシーを変更する前に
WLAN をディセーブルにします。SSID ポリシーは、WLAN がイネーブルでも変更できます。
関連トピック
クライアント ポリシーの設定（CLI）
クライアント ポリシーの設定（GUI）, （1131 ページ）
WLAN での QoS ポリシーの適用（GUI）, （1181 ページ）
ワイヤレス ターゲットでサポートされる QoS 機能, （1077 ページ）
例：クライアント ポリシー, （1193 ページ）

階層型 QoS
スイッチは階層型 QoS（HQoS）をサポートします。HQoS を使用すると、次の作業を実行できま
す。
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• 階層型分類：トラフィック分類は、他のクラスに基づいています。
• 階層型ポリシング：階層型ポリシーの複数のレベルでポリシングを設定するプロセス。
• 階層型シェーピング：シェーピングは、階層の複数のレベルで設定できます。

（注）

階層型シェーピングは、ポート シェーパーでのみサポートされます。ポート
シェーパーでは、親に対してクラス デフォルトの設定だけが可能で、クラス
デフォルトのアクションはシェーピングだけです。

関連トピック
例：階層型分類, （1188 ページ）
例：階層型ポリシーの設定, （1189 ページ）

階層型ワイヤレス QoS
スイッチは、ワイヤレス ターゲットの階層型 QoS をサポートしています。階層型 QoS ポリシー
は、ポート、無線、SSID、およびクライアントに適用されます。デバイスに設定された QoS ポリ
シー（マーキング、シェーピング、ポリシングを含む）は、複数のターゲットに適用できます。
ネットワークに非リアルタイムトラフィックが含まれている場合、非リアルタイムトラフィック
は Approximate Fair Drop に従います。階層は、デバイスに送信されるパケット上のさまざまな QoS
ポリシーの適用プロセスに関係します。親と子ポリシーの両方に対してポリシングを設定できま
す。
この図では、ワイヤレス ネットワークで使用可能なさまざまなターゲット、および階層型ワイヤ
レス設定を示します。ワイヤレス QoS には、無線単位、WLAN 単位、およびクライアント単位で
制約が適用されます。
図 59：階層型 QoS
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ワイヤレス パケット形式
この図は、階層型ワイヤレス QoS で使用されるワイヤレス パケット フローおよびカプセル化を
示します。着信パケットは、スイッチに入ります。スイッチはこの着信パケットをカプセル化し、
802.11e および CAPWAP ヘッダーを追加します。
図 60：最初のパスでの出力方向のワイヤレス パケット パス

階層型 AFD
Approximate Fair Dropping（AFD）は、Cisco IOS の QoS インフラストラクチャが提供する機能で
す。ワイヤレス ターゲットの場合、AFD は SSID（シェーピングによる）とクライアント（ポリ
シングによる）で設定できます。AFDのシェーピングレートはダウンストリーム方向のみに適用
されます。ユニキャストのリアルタイム トラフィックは AFD ドロップの対象ではありません。

QoS の実装
ネットワークは通常、ベストエフォート型の配信方式で動作します。したがって、すべてのトラ
フィックに等しいプライオリティが与えられ、正しいタイミングで配信される可能性も同じです。
輻輳が発生すると、すべてのトラフィックが等しくドロップされます。
QoS 機能を設定すると、特定のネットワーク トラフィックを選択し、相対的な重要性に応じてそ
のトラフィックに優先度を指定し、輻輳管理および輻輳回避技術を使用して、優先処理を実行で
きます。ネットワークに QoS を実装すると、ネットワーク パフォーマンスがさらに予測しやすく
なり、帯域幅をより効率的に利用できるようになります。
QoS は、インターネット技術特別調査委員会（IETF）の規格である Differentiated Services
（Diff-Serv）アーキテクチャに基づいて実装されます。このアーキテクチャでは、ネットワーク
に入るときに各パケットを分類することが規定されています。
この分類は IP パケット ヘッダーに格納され、推奨されない IP タイプ オブ サービス（ToS）フィー
ルドの 6 ビットを使用して、分類（クラス）情報として伝達されます。分類情報をレイヤ 2 フレー
ムでも伝達できます。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
1084

OL-30686-01-J

QoS の概要

次の図にレイヤ 2 フレームまたはレイヤ 3 パケットの特殊ビットを示します。
図 61：フレームおよびパケットにおける QoS 分類レイヤ

関連トピック
有線ターゲットの QoS に関する制約事項, （1117 ページ）
ワイヤレス ターゲットの QoS に関する制約事項, （1120 ページ）

レイヤ 2 フレームのプライオリティ ビット
レイヤ 2 の ISL（スイッチ間リンク）フレーム ヘッダーには、下位 3 ビットで IEEE 802.1p サービ
ス クラス（CoS）値を伝達する 1 バイトのユーザ フィールドがあります。レイヤ 2 ISL トランク
として設定されたポートでは、すべてのトラフィックが ISL フレームに収められます。
レイヤ 2 802.1Q フレーム ヘッダーには、2 バイトのタグ制御情報フィールドがあり、上位 3 ビッ
ト（ユーザ プライオリティ ビット）で CoS 値が伝達されます。レイヤ 2 802.1Q トランクとして
設定されたポートでは、ネイティブ Virtual LAN（VLAN）のトラフィックを除くすべてのトラ
フィックが 802.1Q フレームに収められます。
他のフレーム タイプでレイヤ 2 CoS 値を伝達することはできません。
レイヤ 2 CoS 値の範囲は、0（ロー プライオリティ）～ 7（ハイ プライオリティ）です。
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レイヤ 3 パケットのプライオリティ ビット
レイヤ 3 IP パケットは、IP precedence 値または Diffserv コード ポイント（DSCP）値のいずれかを
伝送できます。DSCP 値は IP precedence 値と下位互換性があるので、QoS ではどちらの値も使用
できます。
IP precedence 値の範囲は 0 ～ 7 です。DSCP 値の範囲は 0 ～ 63 です。

分類を使用したエンドツーエンドの QoS ソリューション
インターネットにアクセスするすべてのスイッチおよびルータはクラス情報に基づいて、同じク
ラス情報が与えられているパケットは同じ扱いで転送を処理し、異なるクラス情報のパケットは
それぞれ異なる扱いをします。パケットのクラス情報は、設定されているポリシー、パケットの
詳細な検証、またはその両方に基づいて、エンド ホストが割り当てるか、または伝送中にスイッ
チまたはルータで割り当てることができます。パケットの詳細な検証は、コア スイッチおよび
ルータの負荷が重くならないように、ネットワークのエッジ付近で行います。
パス上のスイッチおよびルータは、クラス情報を使用して、個々のトラフィック クラスに割り当
てるリソースの量を制限できます。Diff-Serv アーキテクチャでトラフィックを処理するときの、
各デバイスの動作をホップ単位動作といいます。パス上のすべてのデバイスに一貫性のあるホッ
プ単位動作をさせることによって、エンドツーエンドの QoS ソリューションを構築できます。
ネットワーク上で QoS を実装する作業は、インターネットワーキング デバイスが提供する QoS
機能、ネットワークのトラフィック タイプおよびパターン、さらには着信および発信トラフィッ
クに求める制御のきめ細かさによって、簡単にも複雑にもなります。

パケット分類
パケット分類は、特定の基準に基づいて定義したポリシーの複数のクラスの 1 つに属するものと
してパケットを識別するプロセスです。モジュラ QoS CLI（MQC）は、ポリシークラス ベースの
言語です。ポリシー クラスの言語は、次の定義に使用されています。
• 1 つまたは複数の一致基準があるクラス マップ テンプレート
• 1 つまたは複数のクラスがポリシー マップに関連付けられているポリシーマップ テンプレー
ト
ポリシーマップ テンプレートは、スイッチの 1 つまたは複数のインターフェイスに関連付けられ
ます。
パケット分類は、ポリシー マップで定義されたクラスの 1 つに属するものとしてパケットを識別
するプロセスです。分類プロセスは、処理されるパケットがクラス内の特定のフィルタに一致し
た場合に終了します。これは、最初の一致による終了と呼ばれます。つまり、ポリシー マップ内
のクラスの順序に関係なく、パケットがポリシー内の複数のクラスに一致する場合、最初のクラ
スの一致後に分類プロセスが終了します。
パケットがポリシーのクラスと一致しない場合は、ポリシーのデフォルト クラスに分類されま
す。すべてのポリシーマップには、システム定義のクラスのデフォルトクラスがあり、どのユー
ザ定義クラスにも一致しないパケットに一致します。
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パケット分類は次のタイプに分類できます。
• パケットと合わせて伝搬される情報に基づく分類
• スイッチ固有の情報に基づく分類
• 階層型分類
パケットと合わせて伝搬される情報に基づく分類
パケットの一部としてエンドツーエンドまたはホップ間で伝搬される情報に基づく分類には、一
般的に次のものがあります。
• レイヤ 3 またはレイヤ 4 ヘッダーに基づく分類
• レイヤ 2 情報に基づく分類
レイヤ 3 またはレイヤ 4 ヘッダーに基づく分類
これは最も一般的な導入シナリオです。レイヤ 3 およびレイヤ 4 ヘッダーの多くのフィールドは、
パケット分類に使用できます。
最もきめ細かいレベルでは、この分類方法はフロー全体を照合するために使用できます。この導
入タイプで、アクセス コントロール リスト（ACL）を使用できます。ACL は、フローのさまざ
まなサブセット（送信元 IP アドレスのみ、宛先 IP アドレスのみ、または両方の組み合わせなど）
に基づく照合に使用することもできます。
分類は、IP ヘッダーの precedence 値または DSCP 値に基づいて実行することもできます。IP
precedence フィールドは、特定のパケットを処理する必要がある相対プライオリティを示すため
に使用されます。これは、IP ヘッダー内のタイプ オブ サービス（ToS）バイトの 3 ビットで構成
されます。
次の表に、さまざまな IP precedence ビット値と名前を示します。
（注）
IP precedence はワイヤレス QoS ではサポートされませ
ん。
表 81：IP precedence 値と名前

IP precedence 値

IP precedence ビット

IP precedence の名前

0

000

ルーチン

1

001

プライオリティ

2

010

即時

3

011

Flash

4

100

フラッシュ オーバーライド

5

101

重大

6

110

インターネットワーク制御
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（注）

IP precedence 値

IP precedence ビット

IP precedence の名前

7

111

ネットワーク制御

ネットワークのルーティング制御トラフィックすべては、IP precedence 値 6 をデフォルトで使
用します。また、IP precedence 値 7 は、ネットワーク制御トラフィック用に予約されていま
す。したがって、IP precedence 値 6 および 7 はユーザ トラフィック用に推奨されません。
DSCP フィールドは、IP ヘッダーの 6 ビットで構成され、インターネット技術特別調査委員会
（IETF）の DiffServ ワーキング グルーにより標準化されています。DSCP ビットが含まれた元の
ToS バイトは、DSCP バイトの名前を変更しました。DSCP フィールドは、IP precedence と同様に
IP ヘッダーの一部です。DSCP フィールドは、IP precedence フィールドのスーパー セットです。
したがって、DSCP フィールドは、IP precedence に関連して説明した内容と同様の方法で使用さ
れ、設定されます。

（注）

DSCP フィールド定義は IP precedence 値と下位互換性があります。

レイヤ 2 ヘッダーに基づく分類
レイヤ 2 ヘッダー情報に基づく分類は、さまざまな方法で実行できます。最も一般的な方法は次
のとおりです。
• MAC アドレスベースの分類（アクセス グループの場合のみ）：分類は送信元 MAC アドレ
ス（入力方向のポリシー用）および宛先 MAC アドレス（出力方向のポリシー用）に基づい
ています。
• サービス クラス：分類は、IEEE 802.1p 標準に基づくレイヤ 2 ヘッダーの 3 ビットに基づい
て行われます。これは通常、IP ヘッダーの ToS バイトにマッピングします。
• VLAN ID：分類は、パケットの VLAN ID に基づいて行われます。

（注）

レイヤ2ヘッダー内のこれらフィールドの一部は、ポリシーを使用して設定することもできま
す。

デバイス固有の情報に基づく分類（QoS グループ）
スイッチは分類がパケット ヘッダーまたはペイロードの情報に基づいていない場合に使用できる
分類メカニズムを提供します。
複数の入力インターフェイスから出力インターフェイスの特定のクラスに送信されるトラフィッ
クを集約する必要が生じる場合があります。たとえば、複数のカスタマーエッジルータが、異な
るインターフェイスの同じアクセス スイッチ に接続される可能性があります。サービス プロバ
イダーは、特定のレートでコアに送信されるすべての集約音声トラフィックをポリシングする場
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合があります。ただし、異なるカスタマーからの音声トラフィックには、異なる ToS 設定がなさ
れている可能性があります。QoS グループベースの分類は、次のシナリオで役立つ機能です。
入力インターフェイスで設定されたポリシーは、QoS グループを特定の値に設定します。この値
は出力インターフェイスでイネーブルになっているポリシーのパケットの分類に使用できます。
QoS グループは、スイッチ内部のパケット データ構造内のフィールドです。QoS グループは、ス
イッチ の内部ラベルであり、パケット ヘッダーの一部ではないことに注意してください。
階層型分類
スイッチでは、他のクラスに基づく分類を実行できます。通常このアクションは、1 つのクラス
マップに複数クラスの分類メカニズム（フィルタ）を組み合わせる場合に必要になります。

QoS 有線モデル
QoS を実装するには、スイッチで次のタスクを実行する必要があります。
• トラフィック分類：パケットまたはフローを相互に区別します。
• トラフィック マーキングおよびポリシング：パケットがスイッチ を移動するときに、特定
の QoS を示すラベルを割り当て、パケットが設定されたリソース使用率制限に準拠するよう
にします。
• キューイングおよびスケジューリング：リソース競合があるすべての状況で、異なる処理を
行います。
• シェーピング：スイッチから送信されるトラフィックが、特定のトラフィック プロファイル
に適合するようにします。

入力ポートのアクティビティ
次のアクティビティはスイッチの入力ポートで発生します。
• 分類：パケットと QoS ラベルを関連付けて、パケットごとに異なるパスを分類します。たと
えば、スイッチは、ある種類のトラフィックを別の種類のトラフィックと区別するためにパ
ケット内の CoS または DSCP を QoS ラベルにマッピングします。生成された QoS ラベルは、
このパケットでこれ以降に実行されるすべての QoS アクションを識別します。
• ポリシング：ポリシングでは、着信トラフィックのレートを設定済みポリサーと比較して、
パケットが適合か不適合かを判別します。ポリサーは、トラフィック フローで消費される帯
域幅を制限します。その判別結果がマーカーに渡されます。
• マーキング：マーキングでは、パケットが不適合の場合の対処法に関して、ポリサーおよび
設定情報を検討し、パケットの扱い（パケットを変更しないで通過させるか、パケットの
QoS ラベルをマークダウンするか、またはパケットをドロップするか）を決定します。

（注）

ワイヤレス入力ポートでのポリシー適用は、スイッチではサポートされていません。
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出力ポートのアクティビティ
次のアクティビティはスイッチの出力ポートで発生します。
• ポリシング：ポリシングでは、着信トラフィックのレートを設定済みポリサーと比較して、
パケットが適合か不適合かを判別します。ポリサーは、トラフィック フローで消費される帯
域幅を制限します。その判別結果がマーカーに渡されます。
• マーキング：マーキングでは、パケットが不適合の場合の対処法に関して、ポリサーおよび
設定情報を検討し、パケットの扱い（パケットを変更しないで通過させるか、パケットの
QoS ラベルをマークダウンするか、またはパケットをドロップするか）を決定します。
• キューイング：キューイングでは、使用する出力キューを選択する前に、QoS パケット ラベ
ルおよび対応する DSCP 値または CoS 値を評価します。複数の入力ポートが 1 つの出力ポー
トに同時にデータを送信すると輻輳が発生することがあるため、重み付けテール ドロップ
（WTD）によってトラフィック クラスを区別し、QoS ラベルに基づいてパケットに別々の
しきい値を適用します。しきい値を超過している場合、パケットはドロップされます。

分類
分類とは、パケットのフィールドを検証して、トラフィックの種類を区別するプロセスです。分
類は、スイッチで QoS がイネーブルの場合のみイネーブルになります。デフォルトでは、QoS は
スイッチでイネーブルにされています。
分類中に、スイッチは検索処理を実行し、パケットに QoS ラベルを割り当てます。QoS ラベル
は、パケットに対して実行するすべての QoS アクション、およびパケットの送信元キューを識別
します。

アクセス コントロール リスト
IP 標準 ACL、IP 拡張 ACL、またはレイヤ 2 MAC ACL を使用すると、同じ特性を備えたパケット
グループ（クラス）を定義できます。また IPv6 ACL に基づいて IP トラフィックを分類すること
もできます。
QoS のコンテキストでは、アクセス コントロール エントリ（ACE）の許可および拒否アクション
の意味が、セキュリティ ACL の場合とは異なります。
• 許可アクションとの一致が検出されると（最初の一致の原則）、指定の QoS 関連アクション
が実行されます。
• 拒否アクションと一致した場合は、処理中の ACL がスキップされ、次の ACL が処理されま
す。

（注）

拒否アクションは、Cisco IOS Release 3.7.4E 以降のリリースでサポートされま
す。
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• 許可アクションとの一致が検出されないまま、すべての ACE の検証が終了した場合、その
パケットでは QoS 処理は実行されず、スイッチによってベストエフォート型サービスが実行
されます。
• ポートに複数の ACL が設定されている場合に、許可アクションを含む最初の ACL とパケッ
トの一致が見つかると、それ以降の検索処理は中止され、QoS 処理が開始されます。

（注）

アクセス リストを作成するときは、アクセス リストの末尾に暗黙の拒否ス
テートメントがデフォルトで存在し、それ以前のステートメントで一致が見
つからなかったすべてのパケットに適用されることに注意してください。

ACL でトラフィック クラスを定義した後で、そのトラフィック クラスにポリシーを結合できま
す。ポリシーにはそれぞれにアクションを指定した複数のクラスを含めることができます。ポリ
シーには、特定の集約としてクラスを分類する（DSCP を割り当てるなど）コマンドまたはクラ
スのレート制限を実施するコマンドを含めることができます。このポリシーを特定のポートに結
合すると、そのポートでポリシーが有効になります。
IP ACL を実装して IP トラフィックを分類する場合は、access-list グローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。レイヤ 2 MAC ACL を実装して非 IP トラフィックを分類する場合
は、mac access-list extended グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

クラス マップ
クラスマップは、特定のトラフィックフロー（またはクラス）に名前を付けて、他のすべてのト
ラフィックと区別するためのメカニズムです。クラス マップでは、さらに細かく分類するため
に、特定のトラフィック フローと照合する条件を定義します。この条件には、ACLで定義された
アクセス グループとの照合、または DSCP 値や IP precedence 値の特定のリストとの照合を含める
ことができます。複数のトラフィックタイプを分類する場合は、別のクラスマップを作成し、異
なる名前を使用できます。パケットをクラスマップ条件と照合した後で、ポリシーマップを使用
してさらに分類します。
クラス マップを作成するには、class-map グローバル コンフィギュレーション コマンドまたは
class ポリシー マップ コンフィギュレーション コマンドを使用します。多数のポート間でマップ
を共有する場合には、class-map コマンドを使用する必要があります。class-map コマンドを入力
すると、スイッチによってクラス マップ コンフィギュレーション モードが開始されます。この
モードで、match クラス マップ コンフィギュレーション コマンドを使用して、トラフィックの一
致条件を定義します。
class class-default ポリシー マップ コンフィギュレーション コマンドを使用して、デフォルト ク
ラスを作成できます。デフォルト クラスはシステム定義であり、設定することはできません。分
類されていないトラフィック（トラフィッククラスで指定された一致基準を満たさないトラフィッ
ク）は、デフォルト トラフィックとして処理されます。
関連トピック
トラフィック クラスの作成（CLI）, （1124 ページ）
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例：アクセス コントロール リストによる分類, （1187 ページ）

ポリシー マップ
ポリシーマップでは、作用対象のトラフィッククラスを指定します。アクションには次が含まれ
ます。
• トラフィック クラスに特定の DSCP 値または IP precedence 値を設定する
• トラフィック クラスに CoS 値を設定する
• QoS グループを設定する
• トラフィック クラスのワイヤレス LAN（WLAN）値を設定する
• トラフィックがアウト オブ プロファイルになった場合の、トラフィックの帯域幅制限やア
クションを指定する
ポリシー マップを効率的に機能させるには、ポートにポリシー マップを結合する必要がありま
す。
ポリシー マップを作成して名前を付けるには、policy-map グローバル コンフィギュレーション
コマンドを使用します。このコマンドを入力すると、スイッチによってポリシーマップ コンフィ
ギュレーション モードが開始されます。このモードでは、class、または set ポリシー マップ コン
フィギュレーション コマンドおよびポリシー マップ クラス コンフィギュレーション コマンドを
使用して、特定のトラフィック クラスに対して実行するアクションを指定します。
ポリシー マップは、ポリシーマップ クラス コンフィギュレーション コマンド police と bandwidth
を使用して設定することもできます。これらのコマンドは、ポリサー、トラフィックの帯域幅制
限、および制限を超過した場合のアクションを定義します。加えて、ポリシー マップは、priority
ポリシーマップ クラス コンフィギュレーション コマンド（クラスの優先順位をスケジューリン
グする）、またはキューイング ポリシーマップ クラス コンフィギュレーションコマンド
（queue-buffers および queue-limit）を使用すると、より詳細に設定できます。
ポリシー マップを有効化するには、service-policyインターフェイス コンフィギュレーション コマ
ンドを使用してポートに接続します。
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（注）

ポリシー マップに priority と set を両方設定することはできません。これらのコマンド両方を
ポリシー マップに設定すると、ポリシー マップをインターフェイスに適用した際に、エラー
メッセージが表示されます。次に、この制限の例を示します。
Switch# configure terminal
Switch(config)# class-map cmap
Switch(config-cmap)# exit
Switch(config)# class-map classmap1
Switch(config-cmap)# exit
Switch(config)# policy-map pmap
Switch(config-pmap)# class cmap
Switch(config-pmap-c)# priority
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# class classmap1
Switch(config-pmap-c)# set
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# exit
Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1/1
Switch(config-if)# service-policy output pmap
Non-queuing action only is unsupported in a queuing policy!!!
%QOS-6-POLICY_INST_FAILED:
Service policy installation failed

関連トピック
トラフィック ポリシーの作成（CLI）, （1127 ページ）
ポート ポリシーの形式, （1079 ページ）
物理ポートのポリシー マップ
実行対象となるトラフィッククラスを指定する非階層型ポリシーマップを、物理ポート上に設定
できます。アクションには、トラフィック クラスでの特定の DSCP または IP precedence 値の設
定、一致する各トラフィック クラス（ポリサー）に対するトラフィックの帯域幅限度の指定、ト
ラフィックがアウト オブ プロファイル（マーキング）の場合の処理などが含まれます。
ポリシー マップには、次の特性もあります。
• 1 つのポリシー マップに、それぞれ異なる一致条件とポリサーを指定した複数のクラス ス
テートメントを指定できます。
• ポリシー マップには、事前に定義されたデフォルトのトラフィック クラスを含めることが
できます。デフォルトのトラフィック クラスはマップの末尾に明示的に配置されます。
class class-default ポリシーマップ コンフィギュレーション コマンドを使用してデフォルトの
トラフィック クラスを設定すると、未分類トラフィック（トラフィック クラスで指定され
た一致基準に一致しないトラフィック）はデフォルトのトラフィック クラス（class-default）
として処理されます。
• 1 つのポートから受信されたトラフィック タイプごとに、別々のポリシー マップ クラスを
設定できます。
関連トピック
トラフィック ポリシーのインターフェイスへの付加（CLI）, （1140 ページ）
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VLAN のポリシー マップ
スイッチは、VLAN の QoS 機能をサポートします。これにより、ユーザは、着信フレームの VLAN
情報を使用して VLAN レベルで QoS 処理（分類と QoS アクション）を実行できます。VLAN ベー
スの QoS では、サービス ポリシーが SVI インターフェイスに適用されます。VLAN ポリシー マッ
プに属するすべての物理インターフェイスは、ポートベースのポリシー マップの代わりに VLAN
ベースのポリシー マップが表示されるようにプログラムする必要があります。
ポリシー マップは VLAN SVI に適用されますが、ポリシング（レート制限）アクションはポート
単位でしか実行できません。複数の物理ポートからのトラフィックの合計が認識されるようにポ
リサーを設定できません。各ポートは、そのポートに着信するトラフィックを制御する別のポリ
サーを必要とします。
関連トピック
ポリシー マップによる SVI のトラフィックの分類、ポリシング、およびマーキング（CLI）,
（1149 ページ）
例：ポリサーの VLAN 設定, （1199 ページ）
ワイヤレス QoS レート制限
クライアント レート制限ごとの QoS：ワイヤレス
QoS ポリシーは、ポリサーを使用して、クライアント トラフィックのレートを制限するよう設定
できます。これには、リアルタイムトラフィックと非リアルタイムトラフィックの両方が含まれ
ます。非リアルタイム トラフィックは AFD ポリサーを使用してポリシングされます。これらの
ポリサーは、1 レート 2 カラーのみ設定可能です。

（注）

クライアント ポリシーには、音声およびビデオ レート制限が同時に適用されます。

QoS アップストリームおよびダウンストリーム SSID のレート制限：ワイヤレス
アップストリーム レートおよびダウンストリームのレート制限は、SSID レベルのポリシングを使
用して実行されます。AFD はリアルタイム トラフィックをドロップできません。トラフィック
キューでのみポリシングできます。SSID レベルではリアルタイムのポリシングと AFD シェーピ
ングが実行されます。ポリサーは、1 レート 2 カラーのみが可能です。
無線にはデフォルトのシェーピング ポリシーがあります。このシェーピング制限は、無線自体の
物理的制限です。show policy-map interface wireless radio コマンドを使用して、無線のポリシー
マップを確認できます。
ワイヤレス QoS マルチキャスト
ポート レベルでマルチキャストのポリシング レートを設定できます。
関連トピック
マルチキャスト トラフィックの Qos ポリシーの設定（CLI）, （1180 ページ）
例：音声、ビデオ、およびマルチキャスト トラフィックで分類されたワイヤレス QoS ポリ
シー, （1191 ページ）
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ポリシング
パケットが分類され、DSCP ベース、CoS ベース、または QoS グループのラベルが割り当てられ
ると、ポリシングおよびマーキング プロセスを開始できます。
ポリシングには、トラフィックの帯域幅限度を指定するポリサーの作成が伴います。制限を超え
るパケットは、「アウトオブプロファイル」または「不適合」になります。各ポリサーはパケッ
トごとに、パケットが適合か不適合かを判別し、パケットに対するアクションを指定します。こ
れらのアクションはマーカーによって実行されます。パケットを変更しないで通過させるアクショ
ン、パケットをドロップするアクション、またはパケットに割り当てられた DSCP または CoS 値
を変更（マークダウン）してパケットの通過を許可するアクションなどがあります。
パケットの混乱を避けるため、通常、適合トラフィックも不適合トラフィックも同じキューを通
過します。

（注）

すべてのトラフィックは、ブリッジングされるかルーティングされるかに関係なく、ポリサー
の影響を受けます（ポリサーが設定されている場合）。その結果、ブリッジングされたパケッ
トは、ポリシングまたはマーキングが行われたときにドロップされたり、DSCP または CoS
フィールドが変更されたりすることがあります。
物理ポートでのみポリシングを設定できます。
ポリシー マップおよびポリシング アクションを設定したら、service-policyインターフェイス コン
フィギュレーション コマンドを使用して、入力ポートまたは SVI にポリシーを付加します。
関連トピック
ポリシングの設定（CLI）, （1165 ページ）
例：ポリシング アクションの設定, （1198 ページ）

トークンバケット アルゴリズム
ポリシングはトークンバケット アルゴリズムを使用します。各フレームがスイッチに着信する
と、バケットにトークンが追加されます。バケットにはホールがあり、平均トラフィック レート
として指定されたレート（ビット/秒）で送信されます。バケットにトークンが追加されるたび
に、スイッチはバケット内に十分なスペースがあるかを確認します。十分なスペースがなければ、
パケットは不適合とマーキングされ、指定されたポリサー アクション（ドロップまたはマークダ
ウン）が実行されます。
バケットが満たされる速度は、バケット深度（burst-byte）、トークンが削除されるレート
（rate-bps）、および平均レートを上回るバースト期間によって決まります。バケットのサイズに
よってバースト長に上限が設定され、バックツーバックで送信できるフレーム数が制限されます。
バースト期間が短い場合、バケットはオーバーフローせず、トラフィック フローに何のアクショ
ンも実行されません。ただし、バースト期間が長く、レートが高い場合、バケットはオーバーフ
ローし、そのバーストのフレームに対してポリシング アクションが実行されます。
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バケットの深さ（バケットがオーバーフローするまでの許容最大バースト）を設定するには、
police ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション コマンドの burst-byte オプションを使用し
ます。トークンがバケットから削除される速度（平均速度）を設定するには、police ポリシー マッ
プ クラス コンフィギュレーション コマンドの rate オプションを使用します。
関連トピック
ポリシングの設定（CLI）, （1165 ページ）
例：ポリシングの単位, （1199 ページ）

マーキング
マーキングは、特定の情報をネットワークのダウンストリーム デバイスに伝送するか、スイッチ
内の 1 つのインターフェイスから別のインターフェイスに情報を伝送するために使用します。
マーキングは、パケット ヘッダーの特定のフィールド/ビットを設定するか、スイッチ内部のパ
ケット構造内の特定のフィールドを設定するために使用できます。さらに、マーキング機能は
フィールド間のマッピングの定義に使用できます。QoS では次のマーキング方法を使用できます。
• パケット ヘッダー
• デバイス（スイッチ）固有の情報
• テーブル マップ

パケット ヘッダーのマーキング
パケット ヘッダー フィールドのマーキングは 2 種類の一般的なカテゴリに分類できます。
• IPv4/v6 ヘッダー ビット マーキング
• レイヤ 2 ヘッダー ビット マーキング
IP レベルのマーキング機能は、precedence を設定したり、IP ヘッダー内の DSCP を特定の値に設
定したりして、ダウンストリーム デバイス（スイッチまたはルータ）で特定のホップごとの動作
を実行するために使用されます。また、異なる入力インターフェイスからのトラフィックを、出
力インターフェイス内の単一のクラスに集約するためにも使用できます。この機能は現在、IPv4
および IPv6 ヘッダーでサポートされています。
レイヤ 2 ヘッダーのマーキングは、通常、ダウンストリーム デバイス（スイッチまたはルータ）
のドロップ動作に影響を与えるために使用されます。これは、レイヤ 2 ヘッダーの一致と並行し
て動作します。ポリシー マップを使用して設定されるレイヤ 2 ヘッダーのビットはサービス クラ
スです。

スイッチ固有の情報のマーキング
この形式のマーキングには、パケットヘッダーの一部ではないパケットデータ構造内のフィール
ドのマーキングが含まれます。これにより、後でデータ パスでマーキングを使用できるようにな
ります。これはスイッチ間で伝搬されません。QoS グループのマーキングはこのカテゴリに分類
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されます。この形式のマーキングは、入力インターフェイスで有効になっているポリシーだけで
サポートされます。対応する照合機能を同じスイッチの出力インターフェイスでイネーブルにし、
適切な QoS アクションを適用することができます。

テーブル マップのマーキング
テーブルマップマーキングは変換表を使用したフィールド間のマッピングおよび変換を可能にし
ます。この変換表はテーブル マップと呼ばれます。
インターフェイスに接続されているテーブル マップに応じて、パケット内の CoS、DSCP、およ
び UP 値（ワイヤレス パケットに固有の UP）が書き換えられます。スイッチにより、入力のテー
ブル マップ ポリシーと出力のテーブル マップ ポリシーの両方を設定できます。

（注）

スイッチ のスタックは、合計 14 のテーブル マップをサポートします。各方向の有線ポート単
位で 1 つのテーブル マップだけがサポートされます。
たとえば、テーブル マップは、レイヤ 2 CoS 設定をレイヤ 3 の precedence 値にマッピングするの
に使用できます。この機能により、マッピングを実行する方法を示す 1 つのテーブルに複数の set
コマンドを組み合わせて使用することができます。このテーブルは複数のポリシーで参照するか、
または同じポリシー内で複数回参照することができます。
次の表に、現在サポートされているマッピング形式を示します。
表 82：To-From 関係を確立するために使用されるパケット マーキング タイプ

パケット マーキング タイプ「To」

パケット マーキング タイプ「From」

Precedence

CoS

Precedence

QoS グループ

DSCP

CoS

DSCP

QoS グループ

CoS

Precedence

CoS

DSCP

QoS グループ

Precedence

QoS グループ

DSCP

テーブル マップ ベースのポリシーでは、次の機能がサポートされています。
• 変換：1 つの DSCP 値セットから別の DSCP 値セットにマッピングするテーブル マップを利
用できます。また、このテーブル マップは出力ポートに付加できます。
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• 書き換え：入力パケットは設定されたテーブル マップに基づいて書き換えられます。
• マッピング：テーブル マップ ベースのポリシーは、set ポリシーの代わりに使用できます。
テーブル マップ マーキングには、次の手順が必要です。
1 テーブル マップの定義：table-map グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して
値をマッピングします。テーブルが使用されるクラスまたはポリシーは認識されません。テー
ブル マップのデフォルトのコマンドは、「from」フィールドで一致がない場合に値が「to」
フィールドにコピーされることを示すために使用されます。
2 ポリシー マップの定義：テーブル マップを使用するポリシー マップを定義します。
3 ポリシーをインターフェイスに関連付けます。

（注）

入力ポートのテーブル マップ ポリシーによって、そのポートの信頼設定が qos-marking の
「from」タイプに変更されます。

関連トピック
テーブル マップの設定（CLI）, （1152 ページ）
例：テーブル マップのマーキング設定, （1201 ページ）

トラフィックの調整
ネットワークで QoS をサポートするには、サービス プロバイダー ネットワークに入るトラフィッ
クをネットワーク境界ルータでポリシングし、トラフィック レートがサービス範囲内に収まるよ
うにする必要があります。ネットワーク コアのプロビジョニングで処理できるように設定されて
いるトラフィックよりも多くのトラフィックがネットワーク境界のいくつかのルータから送信開
始されると、トラフィック負荷の増加によってネットワーク輻輳が発生します。ネットワークの
パフォーマンスが低下すると、すべてのネットワーク トラフィックで QoS を提供することが困難
になります。
トラフィック ポリシング機能（ポリシング機能を使用）およびシェーピング機能（トラフィック
シェーピング機能を使用）はトラフィック レートを管理しますが、トークンが不足した場合のト
ラフィックの処理方法が異なります。トークンの概念は、トークン バケット方式、トラフィック
測定機能に基づいています。

（注）

ネットワーク トラフィックで QoS テストを実行すると、シェーパー データとポリシング デー
タで異なる結果が生じることがあります。シェーピングからのネットワーク トラフィック デー
タの方が、より正確な結果が得られます。
この表は、ポリシングとシェーピングの機能を比較します。
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表 83：ポリシングとシェーピングの機能の比較

ポリシング機能

シェーピング機能

適合するトラフィックをライン レートで送信
し、バーストを許可します。

トラフィックが固定レートでスムーズに送信さ
れます。

トークンが不足すると、アクションがただちに トークンが不足すると、パケットをバッファ
実行されます。
し、後でトークンが使用可能になった時点で送
信します。シェーピングを使用するクラスには
キューが関連付けられており、このキューを使
用してパケットがバッファされます。
ポリシングは、ビット/秒、パケット/秒、およ
びセル/秒など複数の単位で設定できます。

シェーピングの設定単位はビット/秒だけです。

ポリシングには、イベントに複数の可能なアク シェーピングはプロファイルを満たさないパ
ションが関連付けられています。このようなア ケットをマークできません。
クションの例としては、イベント、マーキン
グ、ドロッピングなどがあります。
入出力両方のトラフィックで機能します。

出力トラフィックに対してのみ実装されます。

ウィンドウ サイズを小さくしたためにパケット
ドロップが発生すると、伝送制御プロトコル
（TCP）は、回線速度でラインを検出しますが、
設定されたレートに適合します。

TCP は低速回線があることを検出し、再送信タ
イマーを適切に調整できます。これにより、再
送信の範囲が狭くなり、TCP に負担をかけませ
ん。

ポリシング
QoS ポリシング機能は、トラフィック クラスに最大レートを強制するために使用されます。QoS
ポリシング機能は、プライオリティ機能と合わせて、プライオリティ トラフィックを制限するた
めにも使用できます。レートを超過した場合は、イベント発生直後に特定のアクションが実行さ
れます。レート（認定情報レート [CIR] および最大情報レート [PIR]）とバースト パラメータ（適
合バースト サイズ [ Bc ] および拡張バースト サイズ [Be]）は、すべてバイト/秒で設定されます。
QoS では次のポリシング形式またはポリサーがサポートされます。
• シングルレート 2 カラー ポリシング
• デュアルレート 3 カラー ポリシング

（注）

シングルレート 3 カラー ポリシングはサポートされません。
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シングルレート 2 カラー ポリシング
シングルレート 2 カラー ポリサーは、CIR と Bc だけを設定するモードです。
Bc は任意のパラメータであり、これが指定されていない場合、デフォルトで計算されます。この
モードでは、着信パケットに十分なトークンがある場合、パケットは適合すると見なされます。
パケットの到着時に、十分なトークンが Bc の範囲内で使用できない場合、パケットは設定レート
を超えたと見なされます。

（注）

トークン バケット アルゴリズムの詳細については、トークンバケット アルゴリズム, （1095
ページ）を参照してください。

関連トピック
ポリシングの設定（CLI）, （1165 ページ）
例：シングルレート 2 カラー ポリシング設定, （1200 ページ）
デュアルレート 3 カラー ポリシング
デュアル レート ポリサーでのスイッチは、カラー ブラインド モードのみをサポートします。こ
のモードでは、認定情報レート（CIR）および最大情報レート（PIR）を設定します。名前からわ
かるように、この場合、最大レート用に 1 つ、認定レート用に 1 つの、合わせて 2 つのトークン
バケットがあります。

（注）

トークン バケット アルゴリズムの詳細については、トークンバケット アルゴリズム, （1095
ページ）を参照してください。
カラー ブラインド モードでは、最大レートのバケットの着信パケットが最初にチェックされま
す。十分な数のトークンがない場合、パケットはレートに違反していると見なされます。十分な
数のトークンがある場合、次に適合レートのバケットのトークンをチェックして、十分な数のトー
クンがあるかどうかを判別します。最大レートのバケットにあるトークンは、パケットのサイズ
によって減少します。十分な数のトークンがない場合、パケットが設定されているレートを超過
していると見なされます。十分な数のトークンがある場合、パケットは適合すると見なされ、両
方のバケットのトークンは、パケットのサイズによって減少します。
トークン補充レートは着信パケットによって異なります。あるパケットが時間 T1 に着信し、次の
パケットが時間 T2 に着信したとします。T1 と T2 間の時間間隔は、トークン バケットに追加さ
れる必要があるトークンの数を決定します。これは次のように計算されます。
パケットの時間間隔（T2-T1） * CIR）/8 バイト
関連トピック
ポリシングの設定（CLI）, （1165 ページ）
例：デュアルレート 3 カラー ポリシング設定, （1200 ページ）
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シェーピング
シェーピングは、ダウンストリーム スイッチおよびルータで輻輳が発生しないようにトラフィッ
ク レートを調整しながら、トラフィックの最大レートを強制するプロセスのことです。最も一般
的な形式のシェーピングは、物理または論理インターフェイスから送信されるトラフィックを制
限するために使用されます。
シェーピングにはバッファが関連付けられており、十分なトークンがないパケットがすぐにドロッ
プされずにバッファされます。シェーピングされるトラフィックのサブセットで使用可能なバッ
ファ数は制限され、さまざまな要因に基づいて計算されます。使用可能なバッファの数は、特定
の QoS コマンドを使用して調整できます。パケットはドロップされずに、バッファが使用可能に
なった時点でバッファされます。
クラスベース トラフィック シェーピング
スイッチは、クラスベースのトラフィック シェーピングを使用します。このシェーピング機能
は、インターフェイスに関連付けられたポリシーのクラスでイネーブルになります。シェーピン
グが設定されたクラスには、トークンがないパケットを保持する複数のバッファが割り当てられ
ます。バッファされたパケットは FIFO を使用してクラスから送信されます。最も一般的な形式の
使用では、クラスベースのシェーピングを使用して、全体として物理インターフェイスまたは論
理インターフェイスの最大レートを強制します。クラスでは次のシェーピング形式がサポートさ
れます。
• 平均レート シェーピング
• 階層型シェーピング
シェーピングは、トークン バケットを使用して実行されます。CIR、Bc、Be の値は、パケットが
送信されるレートと、トークンが補充されるレートを決定します。

（注）

トークン バケット アルゴリズムの詳細については、トークンバケット アルゴリズム, （1095
ページ）を参照してください。

平均レート シェーピング
平均レート シェーピングを設定するには、shape average ポリシーマップ クラス コマンドを使用
します。
このコマンドは、特定のクラスの最大帯域幅を設定します。キューの帯域幅は、ポートでさらに
使用できる帯域幅があってもこの値に制限されます。スイッチでは、割合またはターゲット ビッ
ト レート値でシェーピング平均を設定できます。
関連トピック
シェーピングの設定（CLI）, （1177 ページ）
例：平均レート シェーピングの設定, （1196 ページ）
階層型シェーピング
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シェーピングは、階層内の複数のレベルで設定することもできます。これは、シェーピングを設
定した親ポリシーを作成して、追加のシェーピングを設定した子ポリシーを親ポリシーに付加す
ることで実現できます。
次の 2 つの階層型シェーピングがサポートされています。
• ポート シェーパー
• ユーザ設定のシェーピング
ポートシェーパーでは、クラスデフォルトが使用され、親で実行できるアクションはシェーピン
グだけです。キューアクションはポートシェーパーがある子で実行されます。ユーザ設定のシェー
ピングを使用すると、子のキューイング アクションを設定することはできません。
関連トピック
シェーピングの設定（CLI）, （1177 ページ）

キューイングおよびスケジューリング
スイッチは、トラフィックの輻輳を防止するためにキューイングおよびスケジューリングを使用
します。スイッチは、次のキューイングおよびスケジューリング機能をサポートします。
• 帯域幅
• 重み付けテール ドロップ
• プライオリティ キュー
• キュー バッファ
ポートにキューイングポリシーを定義すると、制御パケットは、しきい値が最も高いベストプラ
イオリティキューにマッピングされます。制御パケットのキューマッピングは、以下の状況では
異なって機能します。
• Quality of Service（QoS）ポリシーなし：QoS ポリシーが設定されていない場合、DSCP 値が
16、24、48、および 56 の制御パケットは、最も高いしきい値 threshold2 を持つキュー 0 に
マッピングされます。
• ユーザ定義のポリシーあり：出力ポートに設定されているユーザ定義のキューイング ポリ
シーは、制御パケットのデフォルトのプライオリティ キューの設定に影響する可能性があり
ます。
制御トラフィックは、次のルールに基づいて最適なキューにリダイレクトされます。
1 ユーザ ポリシーで定義されている場合、最高レベルのプライオリティ キューがベスト
キューとして常に選択されます。
2 プライオリティ キューがない場合、Cisco IOS ソフトウェアは、ベスト キューとしてキュー
0 を選択します。ソフトウェアがベスト キューとしてキュー 0 を選択した場合は、コント
ロール プレーン トラフィックに最適な QoS 処理を提供するために、このキューに最大帯
域幅を定義する必要があります。
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3 しきい値がベスト キューで設定されていない場合、Cisco IOS ソフトウェアは、DiffServ
コード ポイント（DSCP）値が 16、24、48、および 56 の制御パケットを threshold2 にマッ
ピングされるように割り当て、ベスト キュー内の残りの制御トラフィックを threshold1 に
再割り当てします。
ポリシーが制御トラフィックに対して明示的に設定されていない場合、Cisco IOS ソフトウェ
アはすべての一致しない制御トラフィックを threshold2 を持つベスト キューにマッピングし、
一致する制御トラフィックはポリシーで設定されたキューにマッピングされます。

（注）

レイヤ 3 パケットに適切な QoS を提供するために、パケットが適切なキュー
に明示的に分類されていることを確認する必要があります。ソフトウェアは
デフォルト キューで DSCP 値を検出すると、自動的にこのキューをベスト
キューとして再割り当てします。

帯域幅
スイッチは次の帯域幅設定をサポートしています。
• 帯域幅の割合
• 帯域幅余剰比率
関連トピック
帯域幅の設定（CLI）, （1163 ページ）
帯域幅の割合
特定のクラスに最小帯域幅を割り当てるには、bandwidth percent ポリシーマップ クラス コマン
ドを使用します。合計が 100 % を超えることはできず、合計が 100 % 未満である場合は、残りの
帯域幅がすべての帯域幅キューで均等に分割されます。

（注）

キューは、他のキューが全体のポート帯域幅を使用しない場合は、帯域幅をオーバーサブスク
ライブすることができます。
ポリシー マップで帯域幅タイプを混在させることはできません。たとえば、1 つのポリシー マッ
プで帯域幅の割合と kbps の両方を使用して、帯域幅を設定することはできません。

帯域幅余剰比率
指定されたキューでの未使用帯域幅の共有率を作成するには、bandwidth remaining ratio ポリシー
マップクラスコマンドを使用します。未使用帯域幅は、これら指定されたキューにより、設定で
指定されている比率で使用されます。このコマンドは、priority コマンドがポリシー内の特定の
キューでも使用される場合に使用します。
比率を割り当てる場合には、これらの比率に従って、キューに特定の重みが割り当てられます。
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比率は 0 ～ 100 の範囲で指定できます。たとえば、1 つのクラスの帯域幅余剰比率を 2 に設定し、
別のクラスで帯域幅余剰比率 4 のキューを設定できます。帯域幅余剰比率 4 は、帯域幅余剰比率
2 の 2 倍の回数スケジュールされます。
ポリシーの全帯域幅の比率の割り当ては 100 を超えることができます。たとえば、1 つのキュー
の帯域幅余剰比率を 50 に設定し、別のキューに帯域幅余剰比率 100 を設定できます。

重み付けテール ドロップ
スイッチの出力キューは、重み付けテール ドロップ（WTD）と呼ばれるテール ドロップ輻輳回
避メカニズムの拡張バージョンを使用します。WTD はキュー長を管理したり、トラフィック分類
ごとにドロップ優先順位を設定したりするために実装されています。
フレームが特定のキューにキューイングされると、WTD はフレームに割り当てられた QoS ラベ
ルを使用して、それぞれ異なるしきい値を適用します。この QoS ラベルのしきい値を超えると
（宛先キューの空きスペースがフレーム サイズより小さくなると）、スイッチがフレームをド
ロップします。
各キューには 3 種類の設定可能なしきい値があります。QoS ラベルは、3 つのしきい値のうちの
どれがフレームの影響を受けるかを決定します。
次の図は、サイズが 1000 フレームであるキューでの WTD の動作の例を示しています。ドロップ
割合は次のように設定されています。40%（400 フレーム）、60%（600 フレーム）、および 100%
（1000 フレーム）です。これらのパーセンテージは、40% しきい値の場合は最大 400 フレーム、
60% しきい値の場合は最大 600 フレーム、100% しきい値の場合は最大 1000 フレームをキューイ
ングできるという意味です。
図 62：WTD およびキューの動作

例では、CoS 値 6 は他の CoS 値よりも重要度が高く、100 %のドロップしきい値（キューフル ス
テート）に割り当てられます。CoS 値 4 は 60 % しきい値に、CoS 値 3 は 40 % しきい値に割り当
てられます。これらのしきい値の割り当てはすべて、 queue-limit cos コマンドを使用します。
600 のフレームが格納されているキューに、新しいフレームが着信したとします。これは CoS 値
4 を使用し、60 % のしきい値が適用されます。このフレームがキューに追加されると、しきい値
を超過するため、スイッチがフレームをドロップします。
関連トピック
キュー制限の設定（CLI）, （1173 ページ）
例：キュー制限の設定, （1197 ページ）
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重み付けテール ドロップのデフォルト値
次に、重み付けテール ドロップ（WTD）のデフォルト値と、WTD しきい値を設定するためのルー
ルを示します。
• WTD に対して 2 つ以下のキュー制限割合を設定する場合、WTD のデフォルト値はこれらの
しきい値に割り当てられます。
次に、WTD しきい値のデフォルト値を示します。
表 84：WTD しきい値のデフォルト値

しきい値

デフォルト値の割合

0

80

1

90

2

400

• 異なる 3 つの WTD しきい値が設定されている場合、キューは設定どおりにプログラムされ
ます。
• 2 つの WTD しきい値が設定されている場合、最大値の割合は 400 です。
• 1 つの WTD しきい値が x として設定されている場合、最大値の割合は 400 です。
◦ x の値が 90 未満の場合、threshold1 = 90 および threshold 0= x です。
◦ x の値が 90 の場合、threshold1 = 90、threshold 0 = 80 です。
◦ x の値が 90 より大きい場合、threshold1 = x、threshold 0 = 80 です。

プライオリティ キュー
各ポートは 8 つの出力キューをサポートし、そのうち 2 つにプライオリティを設定できます。
2 つのクラスのプライオリティを設定するには、priority level ポリシー クラスマップ コマンドを
使用します。1 つのクラスにプライオリティ キュー レベル 1 を設定し、別のクラスにプライオリ
ティ キュー レベル 2 を設定する必要があります。これら 2 つのキューのパケットは、他のキュー
と比較して、低遅延になります。

（注）

プライオリティは 1 つのレベルのみ設定できます。
1 つのポリシーマップで使用できる完全プライオリティまたはレベル付きプライオリティは 1
つだけです。kbps または割合のない同じプライオリティ レベルが設定された複数のプライオ
リティは、ポリシングですべてが設定された場合にのみ使用できます。
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関連トピック
プライオリティの設定（CLI）, （1168 ページ）

キュー バッファ
Cisco IOS XE リリース 3.7.5 E 以降のリリースでは、ダウンリンク ポートのサイズは 10GB です
が、すべてのダウンリンク ポートに 1 GB のポート バッファが割り当てられます。この変更の前
は、すべての 1 GB ダウンリンク ポートには 1 GB バッファが、10 GB ダウンリンク ポートには
10 GB バッファが割り当てられていました。
ブート時に有線ポートでイネーブルになっているポリシー マップがない場合、デフォルトで作成
される 2 つのキューがあります。有線ポートには、MQC ベースのポリシーを使用して最大 8 つの
キューを設定できます。次の表に、どのパケットがどのキューに入っているかを示します。
表 85：DSCP、Precedence、CoS：キューのしきい値のマッピング テーブル

（注）

DSCP、Precedence、CoS キュー

しきい値

制御パケット

0

2

他のパケット

1

2

バッファのアベイラビリティを保証し、ドロップしきい値を設定し、キューの最大メモリ割り
当てを設定できます。キュー バッファを設定するには、 queue-buffers ポリシーマップ クラス
コマンドを使用します。最大しきい値を設定するには、queue-limit ポリシーマップ クラス コ
マンドを使用します。
バッファ割り当ては 2 種類あります。キューに明示的に予約される厳格なバッファと、特定のポー
トで未使用時に他のポートで利用可能な柔軟なバッファです。
ワイヤレス ポートのデフォルトでは、キュー 0 には、厳格なバッファとしてインターフェイスで
利用可能なバッファの 40 % が割り当てられます。つまり、1 ギガビット ポートにおいては、キュー
0 に対して 67 バッファが割り当てられます。このキューの柔軟な最大値は 1 ギガビット ポートに
268 （67 * 400/100 で計算）と設定されます。ここで、400 はキューに設定されたデフォルトの最
大しきい値です。
有線ポートのデフォルトでは、キュー 0 には、厳格なバッファとしてインターフェイスで利用可
能なバッファの 40 % が割り当てられます。つまり、1 ギガビット ポートにおいては、キュー 0 に
対して 120 バッファが割り当てられ、10 ギガビット ポートにおいては、720 バッファが割り当て
られます。このキューの柔軟な最大値は 1 ギガビット ポートで 480（120 * 400/100 で計算）と設
定され、10 ギガビット ポートで 2880 と設定されます。ここで、400 はキューに設定された最大
しきい値です。
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キュー バッファの割り当て
キューに対するバッファ割り当ては、queue-buffers ratio ポリシーマップ クラス コンフィギュレー
ション コマンドを使用して調整できます。
関連トピック
キュー バッファの設定（CLI）, （1171 ページ）
例：キュー バッファの設定, （1197 ページ）
ダイナミックなしきい値および拡張
従来、予約バッファは各キューに静的に割り当てられていました。キューがアクティブかどうか
にかかわらず、バッファはキューに保持されます。さらに、キューの数が増えるに従って、各
キューに割り当てられた予約バッファの部分が徐々に短くなることがあります。最終的に、すべ
てのキューのジャンボ フレームをサポートするのに十分な予約バッファがなくなる可能性があり
ます。
スイッチは、バッファ リソースを公平かつ効率的に割り当てる機能として、ダイナミックなしき
い値および拡張（DTS）をサポートしています。輻輳が発生すると、この DTS 機能はグローバル/
ポート リソースの占有に基づいて、着信データにバッファを柔軟に割り当てます。概念上、DTS
は、リソースを他のキューが使用できるように、キュー バッファの割り当てを徐々に縮小しま
す。逆も同様です。この柔軟な方法によって、バッファをより効率的かつ公平に利用できるよう
になります。
前の項で説明したように、キューには厳格な制限と柔軟な制限の 2 つの制限が設定されています。
厳格な制限は DTS の一部ではありません。これらのバッファはそのキューにだけ使用できます。
厳格な制限の合計は、グローバルに設定された厳格な最大制限未満である必要があります。出力
キューイング用に設定されたグローバルな厳格な制限は、現在 5705 に設定されています。MQC
ポリシーが設定されていないデフォルトのシナリオでは、24 の 1 ギガビット ポートが 24 * 67 =
1608 を使用し、4 つの 10 ギガビット ポートが 4 * 720 = 2880 を使用し、合計 4488 のバッファを
使用して、設定に基づいてより厳格なバッファを割り当てることができます。
柔軟なバッファ制限は DTS プロセスに参加します。さらに、柔軟なバッファ割り当ての一部は、
グローバルな柔軟な制限の割り当てを超えることができます。出力キューイング用のグローバル
な柔軟な制限は、現在 7607 に設定されています。厳格な制限と柔軟な制限の合計は 13312 にな
り、3.4 MB に変換されます。柔軟なバッファ割り当ての合計がグローバルな制限を超える場合が
あるため、システムの負荷が軽ければ、特定のキューで多数のバッファを使用できるようになり
ます。DTS プロセスはシステムの負荷が増大するにしたがって、キュー単位の割り当てを動的に
調整します。

ワイヤレスでのキューイング
ワイヤレスコンポーネントでのキューイングはポートポリシーに基づいて実行され、ダウンスト
リーム方向にだけ適用されます。ワイヤレス モジュールは次の 4 種類のキューをサポートしま
す。
• 音声：これは完全プライオリティ キューです。Q0 に代表されるこのキューは、制御トラ
フィックとマルチキャストまたはユニキャスト音声トラフィックを処理します。すべての制
御トラフィック（CAPWAP パケットなど）は、音声キューを介して処理されます。QoS モ
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ジュールは、制御パケットおよび音声パケットを処理して、制御パケットが他の非制御パ
ケットよりもプライオリティが高くなるように、音声キュー内の別のしきい値を使用しま
す。
• ビデオ：これは完全プライオリティ キューです。Q1 に代表されるこのキューは、マルチキャ
ストまたはユニキャスト ビデオ トラフィックを処理します。
• データ NRT：Q2 に代表されるこのキューは、すべての非リアルタイム ユニキャスト トラ
フィックを処理します。
• マルチキャスト NRT：Q3 に代表されるこのキューは、マルチキャスト NRT トラフィックを
処理します。Q0、Q1、または Q2 のトラフィックに一致しないトラフィックは、Q3 を通じ
て処理されます。

（注）

デフォルトでは、キュー Q0 および Q1 はイネーブルになっていません。

（注）

キュー Q2 および Q3 のトラフィックには、重み付けラウンド ロビン ポリシーが適用されま
す。
アップストリーム方向では、キューは 1 つだけ使用できます。ポートおよび無線ポリシーは、ダ
ウンストリーム方向にだけ適用できます。

（注）

有線ポートでは 8 つのキューがサポートされます。

信頼動作
有線およびワイヤレス ポートの信頼動作
スイッチ（IP 電話、ラップトップ、カメラ、テレプレゼンス ユニットといったデバイスなどのエ
ンドポイント）に接続された有線またはワイヤレス ポートでは、それらのエンドポイントからの
DSCP 値、precedence 値、または CoS 値がスイッチによって信頼されるので、明示的なポリシー
設定がない場合でも保持されます。
この信頼動作は、アップストリーム QoS とダウンストリーム QoS の両方に適用できます。
パケットはデフォルトの初期設定ごとに適切なキューに入れられます。デフォルトでは、スイッ
チでの優先キューイングは実行されません。これは、ユニキャストおよびマルチキャスト パケッ
トに当てはまります。
次の表に、着信パケットタイプが発信パケットタイプと異なる場合の信頼動作およびキューイン
グ動作を示します。ポートのデフォルトの信頼モードが DSCP ベースであることに注意してくだ
さい。信頼モードは、着信パケットが純粋なレイヤ 2 パケットの場合、CoS に「フォールバック」
します。また、信頼設定を DSCP から CoS に変更できます。この設定変更は、「set cos cos table

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
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default default-cos」アクションのクラス デフォルトがある MQC ポリシーによって実現されます。
ここで、default-cos は作成されるテーブル マップ名です（デフォルト コピーだけを実行）。
表 86：信頼およびキューイング動作

着信パケット

発信パケット

信頼動作

キューイング動作

レイヤ 3

レイヤ 3

DSCP/Precedence の保持

DSCP に基づく

レイヤ 2

レイヤ 2

N/A

CoS に基づく

タグ付き

タグ付き

DSCP および CoS の保持

DSCP に基づく（信頼 DSCP
が優先）

レイヤ 3

タグ付き

DSCP の保持、すなわち
CoS が 0 に設定される

DSCP に基づく

Cisco IOS XE 3.2 リリースは、有線およびワイヤレス ポートに対して信頼できるさまざまなデフォ
ルト設定をサポートしました。有線ポートの信頼できるデフォルト設定に関して、このソフトウェ
アリリースでの変更はありません。ワイヤレスポートの場合、デフォルトのシステム動作は非信
頼でした。つまり、スイッチの起動時に、ワイヤレス ポートのマーキングすべてがデフォルトで
ゼロに設定され、トラフィックはプライオリティ処理されませんでした。既存の有線スイッチと
の互換性のために、すべてのトラフィックはデフォルトでベスト エフォートのキューへ送信され
ていました。アクセスポイントは、プライオリティキューイングをデフォルトで実行していまし
た。ダウンストリーム方向では、アクセス ポイントは、キューイング用に音声、ビデオ、ベスト
エフォート、およびバックグラウンドのキューを保持していました。アクセスは 11e タグ情報に
基づいてキューイング戦略を選択していました。デフォルトでは、アクセス ポイントはすべての
ワイヤレス パケットをベスト エフォートとして処理していました。
関連トピック
ワイヤレス トラフィックの信頼動作の設定（CLI）, （1155 ページ）
例：CoS マーキングを保持するテーブル マップの設定, （1202 ページ）

Cisco IP Phone の信頼境界機能のポート セキュリティ
一般的なネットワークでは、スイッチ ポートに Cisco IP Phone を接続し、電話の背後からデータ
パケットを生成するデバイスをカスケードします。Cisco IP Phone では、音声パケット CoS レベル
をハイ プライオリティ（CoS = 5）にマーキングし、データ パケットをロー プライオリティ（CoS
= 0）にマーキングすることで、共有データ リンクを通して音声品質を保証しています。電話から
スイッチに送信されたトラフィックは通常 802.1Q ヘッダーを使用するタグでマーキングされてい
ます。ヘッダーには VLAN 情報およびパケットのプライオリティになる CoS の 3 ビット フィー
ルドが含まれています。
ほとんどの Cisco IP Phone 設定では、電話からスイッチに送信されるトラフィックは、音声トラ
フィックがネットワーク内の他のタイプのトラフィックに対して適切にプライオリティ付けがさ

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
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れていることを保証するように信頼されています。 trust device インターフェイス コンフィギュ
レーションコマンドを使用して、電話の接続先のスイッチポートが受信トラフィックを信頼する
ように設定します。

（注）

インターフェイス コンフィギュレーション モードで使用できる trust device device_type コマン
ドは、スイッチ上ではスタンドアロンのコマンドです。このコマンドを AutoQoS 設定で使用
するときに、接続されているピア デバイスが対応デバイス（信頼ポリシーに一致するデバイ
スとして定義されているデバイス）ではない場合、CoS 値と DSCP 値の両方が「0」に設定さ
れ、いずれの入力ポリシーも有効になりません。接続されているピア デバイスが対応するデ
バイスである場合は、入力ポリシーが有効になります。
信頼設定により、ユーザが電話をバイパスして PC を直接スイッチに接続する場合に、ハイプラ
イオリティ キューの誤使用を避けるのにも信頼境界機能を使用できます。信頼境界機能を使用し
ないと、（信頼済みの CoS 設定により）PC が生成した CoS ラベルがスイッチで信頼されてしま
います。それに対して、信頼境界機能は CDP を使用してスイッチ ポートにある Cisco IP Phone
（Cisco IP Phone 7910、7935、7940、7960 など）の存在を検出します。電話が検出されない場合、
信頼境界機能がハイプライオリティキューの誤使用を避けるためにスイッチポートの信頼設定を
ディセーブルにします。信頼境界機能は、PC および Cisco IP Phone がスイッチに接続されている
ハブに接続されている場合は機能しないことに注意してください。
関連トピック
デバイス タイプの信頼動作の設定

ワイヤレス QoS モビリティ
ワイヤレス QoS モビリティによって、ネットワーク内のどの場所でも同じサービスが提供される
ように QoS ポリシーを設定することができます。ワイヤレス クライアントは 1 つの場所から別の
場所にローミングできるため、ワイヤレス クライアントは異なるスイッチに関連付けられた異な
るアクセス ポイントにクライアントを関連付けることができます。ワイヤレス クライアントの
ローミングは、次の 2 つのタイプに分類できます。
• スイッチ内ローミング
• スイッチ間ローミング

（注）

クライアントのポリシーは、モビリティ グループ内のすべてのスイッチで使用できる必要が
あります。クライアントに一貫した操作ができるように、同じ SSID およびポート ポリシーを
モビリティ グループのすべてのスイッチに適用する必要があります。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
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スイッチ間ローミング
クライアントが 1 つの場所から別の場所にローミングすると、同じスイッチ（固定スイッチ）ま
たは他のスイッチ（外部スイッチ）に関連付けられたアクセス ポイントに関連付けることができ
ます。スイッチ間ローミングは、クライアントのローミング前に同じデバイスに関連付けられて
いなかったアクセス ポイントに、クライアントが関連付けられるシナリオを示しています。ホス
ト デバイスは、クライアントが最初に固定されていたデバイスの外部になります。
スイッチ間ローミングの場合、クライアントの QoS ポリシーは、常に外部コントローラで実行さ
れます。クライアントが固定スイッチから外部スイッチにローミングされると、QoS ポリシーは
固定スイッチでアンインストールされ、外部スイッチにインストールされます。モビリティのハ
ンドオフ メッセージでは、固定デバイスが 外部スイッチにポリシーの名前を渡します。外部ス
イッチには、QoS ポリシーが正しく適用できるように同じ名前のポリシーが必要です。
スイッチ間ローミングの場合、QoS ポリシーはすべて、固定デバイスから外部デバイスに移動し
ます。固定デバイスから外部デバイスへの QoS ポリシーの移行中は、外部デバイスのトラフィッ
クがデフォルトで提供されます。これは、クライアントのターゲットの新しいポリシー インス
トールに似ています。

（注）

外部デバイスがユーザ定義の物理ポート ポリシーを使用して設定されていない場合、デフォ
ルト ポート ポリシーは RT1 キューを通過する制御トラフィックを除き、NRT キューを介して
ルーティングされるすべてのトラフィックに適用されます。ネットワーク管理者は、固定およ
び未知のデバイスで同じ物理ポートのポリシーを対称的に設定する必要があります。

スイッチ内ローミング
スイッチ内ローミングでは、クライアントのローミング前に同じスイッチに関連付けられていた
アクセス ポイントに、クライアントが関連付けられます。ただしこのデバイスとの関連付けは、
別のアクセス ポイントを通じて行われます。

（注）

スイッチ内ローミングの場合、QoS ポリシーはそのまま残ります。

ワイヤレス QoS の貴金属ポリシー
ワイヤレス QoS はユニファイド ワイヤレス コントローラ プラットフォームによって提供される
貴金属ポリシーと下位互換性があります。貴金属ポリシーは、コントローラで使用可能なシステ
ム定義のポリシーです。
次のポリシーを使用できます。
• プラチナ：VoIP クライアントに使用されます。
• ゴールド：ビデオ クライアントに使用されます。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
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• シルバー：ベスト エフォートであると考えられるトラフィックに使用されます。
• ブロンズ：NRT トラフィックに使用されます。
これらのポリシー（別名プロファイル）は、トラフィックに基づいて WLAN に適用できます。
Cisco IOS MQC 設定を使用した設定を推奨します。ポリシーは、必要な貴金属ポリシーに基づく
システムで利用可能です。SSID の入力および出力ポリシーに対してのみ貴金属ポリシーを設定で
きます。
適用されたポリシーに基づいて、パケット内の 802.1p、802.11e（WMM）、および DSCP フィー
ルドが影響を受けます。これらの値は事前設定されており、スイッチの起動時にインストールさ
れます。

（注）

Cisco Unified Wireless Controller に適用できる貴金属ポリシーと異なり、属性 rt-average-rate、
nrt-average-rate、および最大レートは、このスイッチ プラットフォームに設定された貴金属ポ
リシーには適用できません。

関連トピック
貴金属ポリシーの設定（CLI）, （1179 ページ）

標準 QoS のデフォルト設定
デフォルトの有線 QoS 設定
スイッチの各有線インターフェイスでは、デフォルトで 2 つのキューが設定されます。すべての
制御トラフィックはキュー 0 を通過し、処理されます。その他すべてのトラフィックはキュー 1
を通過し、処理されます。
DSCP マップ
デフォルトの CoS/DSCP マップ
CoS/DSCP マップを使用して、着信パケットの CoS 値を、QoS がトラフィックのプライオリティ
を表すために内部使用する DSCP 値にマッピングします。次の表に、デフォルトの CoS/DSCP マッ
プを示します。これらの値が使用しているネットワークに適さない場合は、値を変更する必要が
あります。
このマッピングは、mls qos rewrite ip dscp インターフェイス設定コマンドがイネーブルの場合に
のみ適用できます。
表 87：デフォルトの CoS/DSCP マップ

CoS 値

DSCP 値

0

0

1

8

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
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CoS 値

DSCP 値

2

16

3

24

4

32

5

40

6

48

7

56

デフォルトの IP Precedence/DSCP マップ
着信パケットの IP precedence 値を、QoS がトラフィックのプライオリティを表すために内部使用
する DSCP 値にマッピングするには、IP precedence/DSCP マップを使用します。次の表は、デフォ
ルトの IP Precedence/DSCP マップを示しています。これらの値が使用しているネットワークに適
さない場合は、値を変更する必要があります。
表 88：デフォルトの IP Precedence/DSCP マップ

IP precedence 値

DSCP 値

0

0

1

8

2

16

3

24

4

32

5

40

6

48

7

56

デフォルトの DSCP/CoS マップ
4 つの出力キューのうち 1 つを選択するために使用される CoS 値を生成するには、DSCP/CoS マッ
プを使用します。次の表に、デフォルトの DSCP/CoS マップを示します。これらの値が使用して
いるネットワークに適さない場合は、値を変更する必要があります。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
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表 89：デフォルトの DSCP/CoS マップ

DSCP 値

CoS 値

0～7

0

8 ～ 15

1

16 ～ 23

2

24 ～ 31

3

32 ～ 39

4

40 ～ 47

5

48 ～ 55

6

56 ～ 63

7

デフォルトのワイヤレス QoS 設定
スイッチ ポートでは、有線またはワイヤレスの物理ポートは区別されません。ポリシーは、ス
イッチに関連付けられたデバイスの種類に応じて適用されます。たとえば、アクセス ポイントが
スイッチ ポートに接続されている場合、スイッチはアクセス ポイントをワイヤレス デバイスと
して検出し、親子ポリシー形式のデフォルトの階層型ポリシーを適用します。このポリシーは、
階層型ポリシーです。親ポリシーは変更できませんが、子ポリシー（port-child ポリシー）は、QoS
設定に合わせて変更できます。スイッチは、デフォルトのクラスマップとポリシーマップで事前
に設定されます。

ワイヤレス用の自動 QoS の設定
ワイヤレスの自動 QoS について
Cisco IOS XE リリース 3.7.0 で導入されたワイヤレスの自動 QoS 機能は、次のプラットフォーム
でサポートされます。
• Cisco 5760 ワイヤレス コントローラ
• Catalyst 3850 シリーズ スイッチ
• Catalyst 3650 シリーズ スイッチ
• Cisco Catalyst 4500E Supervisor Engine 8-E
次の定義済みグローバル コンフィギュレーション テンプレート/プロファイルが用意されていま
す。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
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• エンタープライズ
• 音声
• Guest
必要に応じて、これらのテンプレートをカスタマイズできます。ワイヤレスの自動 QoS は、CLI
と GUI の両方を使用して設定できます。ワイヤレスの自動 QoS は WLAN ごとに適用できます。
次の優先順位が適用されます。
1 AAA QoS
2 ネイティブ プロファイル QoS
3 自動 QoS/CLI ベースの QoS
ポリシー名
P1

AutoQos-4.0-wlan-ET-Client-Input-Policy

P2

AutoQos-4.0-wlan-ET-SSID-Output-Policy

P3

platinum-up（起動時に自動生成されたシステム ポリシー）

P4

platinum（起動時に自動生成されたシステム ポリシー）

P5

AutoQos-4.0-wlan-GT-SSID-Input-Policy

P6

AutoQos-4.0-wlan-GT-SSID-Output-Policy

P7

port_child_policy

P8

AutoQos-4.0-wlan-Port-Output-Policy

P9

Capwap-SRND4-Queuing-Policy

ターゲット一覧
• クライアント
• BSSID
• Radio
• AP ポート（Catalyst 3850 スイッチ）
• アップリンク ポート（Catalyst 3850 スイッチ）
• Cisco 5760 WLC 物理ポート
• Catalyst 4500E スーパバイザ エンジン 8-E 前面パネルのポート

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
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ワイヤレスの自動 QoS：ワイヤレス QoS マトリックス
テン
プ
レー
ト/
ター
ゲッ
ト

クライアン
ト

BSSID

Radio AP ポート
（Catalyst
3850 スイッ
チ）

入力

Egress 入力

Egress

エン
ター
プラ
イズ

P1

該当
なし

該当
なし

P2

音声

該当
なし

該当
なし

P3

Guest 該当
なし

該当
なし

P5

アップリン
ク ポート
（Catalyst
3850 スイッ
チ）

入力

Egress 入力

該当
なし

該当
なし

P7

P4

該当
なし

該当
なし

P6

該当
なし

該当
なし

Cisco 5760
WLC 物理
ポート

Catalyst
4500E スーパ
バイザ エン
ジン 8-E 前
面パネルの
ポート

Egress 入力

Egress 入力

Egress

該当
なし

該当
なし

該当
なし

P8

該当
なし

P9

P7

該当
なし

該当
なし

該当
なし

P8

該当
なし

P9

該当
なし

該当
なし

該当
なし

該当
なし

該当
なし

該当
なし

P9

ワイヤレスの自動 QoS に関するガイドライン
• Catalyst 3850 スイッチのアップリンク ポートは、ワイヤレスの自動 QoS を使用して設定しな
いでください。これはワイヤード自動 QoS で管理する必要があります。
• Catalyst 3850 スイッチの AP ポート ポリシー（port_child_policy）と Cisco 5760 WLC 物理ポリ
シーは、エンタープライズ テンプレートと音声テンプレートに応じて自動的に設定されま
す。
• AP 制御トラフィックは P0 キューを経由する必要があります（AP 制御トラフィックには、
すべてのトラフィックのなかで最大の優先順位を指定する必要があります）。
• GUI を使用して適用されたワイヤレス自動 QoS ポリシーには共通してプレフィックス
「AutoQos-4.0」が付加されます。これにより、テンプレートを使用して適用されているポリ
シーを見分けることができます。
• CLI では、テンプレートを使用して生成されたポリシーの予約語である「AutoQos-4.0」で始
まるポリシー名を作成することはできません。
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ワイヤレス用の自動 QoS の設定（GUI）
手順
ステップ 1

[Configuration] > [Wireless] > [WLAN] の順に選択します。

ステップ 2

[WLAN ID] をクリックします。

ステップ 3

[QoS] タブをクリックします。

ステップ 4

[Auto QoS] セクションで、ドロップダウンリストからポリシーを選択します。
（注）
デフォルトでは、WLAN に適用される自動 QoS ポリシーは「None」で
す。

ステップ 5

設定を保存します。

ワイヤレス用の自動 QoS の設定（CLI）
Device(config-wlan)# auto qos {enterprise | guest | voice}

有線ターゲットの QoS に関する制約事項
ターゲットとは、ポリシーが適用されるエンティティです。有線またはワイヤレス ターゲットに
ポリシーを適用できます。有線ターゲットには、ポートまたは VLAN を指定できます。ワイヤレ
ス ターゲットには、ポート、無線、SSID、またはクライアントを設定できます。ユーザは、ポー
ト、SSID、およびクライアント ポリシーだけを設定できます。ユーザは、無線ポリシングを設定
できません。ポート、無線、SSID、クライアントの QoS ポリシーはダウンストリーム方向に適用
されます。アップストリーム方向では、SSID およびクライアント ターゲットだけがサポートされ
ます。ダウンストリームは、トラフィックがスイッチからワイヤレス クライアントに流れている
ことを示します。アップストリームは、トラフィックがワイヤレス クライアントからスイッチに
流れていることを示します。
次に、QoS 機能を有線ターゲットのスイッチに適用する場合の制限事項を示します。
• 有線ターゲットのスイッチ ポートでは、最大 8 つのキューイング クラスがサポートされま
す。
• 有線ターゲットの有線ポートでは、ポリシーごとに最大 63 のポリサーがサポートされます。
• Cisco IOS XE Release 3.7.5E 以降のリリースでは、ダウンリンク ポートのサイズは 10 GB で
すが、デフォルトでは、すべてのダウンリンク ポートに 1 GB のポート バッファが割り当て
られます。この変更の前は、すべての 1 GB ダウンリンク ポートには 1 GB バッファが、10
GB ダウンリンク ポートには 10 GB バッファが割り当てられていました。
• 最大 1599 のポリシーマップを作成できます。
• QoS 階層でサポートされるのは最大 2 レベルです。
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• 階層型ポリシーでは、子ポリシーの親およびキュー機能のポリシーにポート シェーパーがあ
る場合を除き、親子間のオーバーラップは許可されていません。
• QoS ポリシーは、EtherChannel インターフェイスに付加できません。
• 親と子の両方のポリシングは、QoS 階層ではサポートされていません。
• 親と子の両方のマーキングは、QoS 階層ではサポートされていません。
• 同じポリシーでのキュー制限とキュー バッファの混在はサポートされません。

（注）

キュー制限の割合は、queue-buffer コマンドがこの機能を処理するため、ス
イッチではサポートされていません。キュー制限は、DSCP および CoS 拡張で
のみサポートされます。

• シェーピングでは、ハードウェア内部に占める 20 バイトの IPG オーバーヘッドがすべての
パケットにあります。シェーピングの精度はこれにより向上し、とくに小さいサイズのパ
ケットに対して効果があります。
• すべての有線キューイングベース ポリシーの分類シーケンスはすべての有線アップストリー
ム ポート（10 ギガビット イーサネット）で同じであり、すべてのダウンストリーム有線ポー
ト（1 ギガビット イーサネット）で同じです。
• 空のクラスはサポートされません。
• 空のアクションによるクラス マップはサポートされません。クラス マップの順序が同じポ
リシーが 2 つあり、どちらかのポリシーにアクションが含まれていないクラス マップがある
場合、トラフィックのドロップが起こる可能性があります。回避策として、PRIORITY_QUEUE
内のすべてのクラスに最小帯域幅を割り当てます。
• 有線ターゲットの有線ポートでは、ポリシーごとに最大 256 のクラスがサポートされます。
• ポリシー マップ内のポリサーのアクションには、次の制限事項があります。
◦ 適合アクションは送信する必要があります。
◦ マークダウン タイプの超過/違反アクションは、cos2cos、prec2prec、dscp2dscp だけで
す。
◦ マークダウン タイプはポリシー内で同じである必要があります。
• ポート レベルの入力マーキング ポリシーは SVI ポリシーより優先されますが、ポート ポリ
シーが設定されていない場合は、SVI ポリシーが優先されます。優先するポート ポリシーに
対し、ポート レベルのポリシーを定義します。SVI ポリシーが上書きされるようにするため
です。
• 分類カウンタには、次の制限事項があります。
◦ 分類カウンタは、バイトの代わりにパケットをカウントします。
◦ フィルタ ベースの分類カウンタはサポートされません。
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◦ マーキングまたはポリシングによる QoS 設定だけが、分類カウンタをトリガーします。
◦ 分類カウンタはポート ベースではありません。これは、分類カウンタが、異なるイン
ターフェイスに接続し、同じポリシーの同じクラスに属するすべてのパケットを集約す
ることを意味します。
◦ ポリシー内にポリシングまたはマーキング アクションがある限り、クラス デフォルト
は分類カウンタを保持します。
◦ クラスに複数の match ステートメントがある場合、分類カウンタは match ステートメン
トの 1 つにだけトラフィック カウンタを表示します。
• テーブル マップには次の制限事項があります。
◦ マークダウンを超過するポリシングのテーブル マップとマークダウンに違反するポリシ
ングのテーブル マップがサポートされるのは、方向およびターゲットごとに 1 つのみで
す。
◦ テーブル マップは class-default で設定する必要があります。テーブル マップはユーザ定
義クラスに対してサポートされません。
• 階層型ポリシーは次の機能で必要になります。
◦ ポート シェーパー
◦ 集約ポリシング機能
◦ PV ポリシー
◦ 親シェーピングおよび子マーキング/ポリシング
• 有線ターゲットを含むポートでは、次の階層型ポリシーだけがサポートされています。
◦ ワイヤレス クライアントの場合を除き、同じポリシー内でのポリシングの連結はサポー
トされていません。
◦ 同じポリシー内で階層型キューはサポートされていません（ポートシェーパーは例外）。
◦ 親クラスでは、すべてのフィルタが同じタイプでなければなりません。子フィルタ タイ
プは次の例外を除き、親フィルタのタイプと一致している必要があります。
• IP に一致するように親クラスが設定されている場合、ACL に一致するように子ク
ラスを設定できます。
• CoS に一致するように親クラスが設定されている場合、ACL に一致するように子
クラスを設定できます。
• インターフェイス コンフィギュレーション モードで使用可能な trust device device_type コマ
ンドは、スイッチでのスタンドアロン コマンドです。このコマンドを AutoQoS 設定で使用
するときに、接続されているピア デバイスが対応デバイス（信頼ポリシーに一致するデバイ
スとして定義されているデバイス）ではない場合、CoS 値と DSCP 値の両方が「0」に設定さ
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れ、いずれの入力ポリシーも有効になりません。接続されているピア デバイスが対応するデ
バイスである場合は、入力ポリシーが有効になります。
次に、VLAN の QoS 機能を有線ターゲットに適用する場合の制限事項を示します。
• フラットつまり非階層型ポリシーでは、マーキングまたはテーブル マップのみサポートされ
ます。
次に、EtherChannel とチャネル メンバー インターフェイスで QoS 機能を適用するための制限事項
と考慮事項を示します。
• QoS は、EtherChannel インターフェイスではサポートされません。
• QoS は、入力および出力方向の EtherChannel メンバー インターフェイスでサポートされま
す。すべての EtherChannel メンバーが同じ QoS ポリシーを適用する必要があります。QoS ポ
リシーが同じでない場合、異なるリンクの個々のポリシーは独立して機能します。
• チャネル メンバーへサービス ポリシーを付加すると、EtherChannel 内のすべてのポートに同
じポリシーが接続されていることを確認するようユーザに知らせる、次の警告メッセージが
表示されます。「Warning: add service policy will cause inconsistency with port xxx in ether channel
xxx.」
• 自動 QoS は EtherChannel メンバーではサポートされません。

（注）

EtherChannel へサービス ポリシーを付加すると、次のメッセージがコンソールに表示されま
す。「Warning: add service policy will cause inconsistency with port xxx in ether channel xxx.」この
警告メッセージは予期されるメッセージです。この警告メッセージは、同じ EtherChannel 内の
他のポートに同じポリシーを付加するように促すものです。同じメッセージがブートアップ中
にも表示されます。このメッセージは、EtherChannel メンバー ポート間に不一致があることを
意味するものではありません。
関連トピック
ワイヤレス ターゲットの QoS に関する制約事項, （1120 ページ）
QoS の前提条件, （1072 ページ）
QoS の概要, （1073 ページ）
QoS の実装, （1084 ページ）

ワイヤレス ターゲットの QoS に関する制約事項
一般的な制約事項
ターゲットとは、ポリシーが適用されるエンティティです。有線またはワイヤレス ターゲットに
ポリシーを適用できます。有線ターゲットには、ポートまたは VLAN を指定できます。ワイヤレ
ス ターゲットには、ポート、無線、SSID、またはクライアントを設定できます。ユーザは、ポー
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ト、SSID、およびクライアント ポリシーだけを設定できます。ユーザは、無線ポリシングを設定
できません。ポート、無線、SSID、クライアントの QoS ポリシーはダウンストリーム方向に適用
されます。アップストリーム方向では、SSID およびクライアント ターゲットだけがサポートされ
ます。ダウンストリームは、トラフィックがスイッチからワイヤレス クライアントに流れている
ことを示します。アップストリームは、トラフィックがワイヤレス クライアントからスイッチに
流れていることを示します。
• ポート、SSID、および（AAA および Cisco IOS コマンドライン インターフェイスを使用す
る）クライアント ポリシーのみがユーザ設定可能です。無線ポリシーはワイヤレス制御モ
ジュールで設定されるため、ユーザ設定できません。
• ポートおよび無線ポリシーは、出力方向にのみ適用できます。
• SSID およびクライアント ターゲットには、マーキングおよびポリシング ポリシーのみを設
定できます。
• 方向単位ターゲットあたり 1 つのポリシーがサポートされています。
• 出力 class-default SSID ポリシーの場合、平均シェーピング レートを設定した後にキュー バッ
ファの割合を 0 に設定する必要があります。
• WLAN グループや QoS ポリシーは削除できません。
ポートのワイヤレス QoS の制約事項
ワイヤレス ポート ターゲットに QoS 機能を適用する場合には、次の制約事項があります。
• すべてのワイヤレス ポートには、1 つのクラス デフォルトとその下に 1 つのアクション
シェーピングを持つ同様の親ポリシーが設定されています。シェーピング レートは
802.11a/b/g/ac バンドに依存します。
• port_chlid_policy を変更することにより、子ポリシーで最大 4 個のクラスを作成できます。
• ポート レベルの port_child_policy に 4 つのクラスがある場合、1 つは non-client-nrt クラス、
もう 1 つは class-default である必要があります。
• 2 つのクラスに同じプライオリティ レベルを設定することはできません。プライオリティ レ
ベル 1（音声トラフィックと制御トラフィック用）および 2（ビデオ用）のみがサポートさ
れます。
• マルチキャスト NRT クラス（non-client-nrt クラス）と class-default では、プライオリティ
はサポートされません。
• 4 つのクラスが設定されている場合、いずれか 2 つがプライオリティ クラスでなければなり
ません。3 つのクラスのみが設定されている場合、少なくとも 1 つがプライオリティ クラス
でなければなりません。3 つのクラスが設定されていて、non-client-nrt クラスがない場合、
両方のプライオリティ レベルが必要です。
• 一致する DSCP のみサポートされます。
• ワイヤレス制御モジュールによって適用されるポート ポリシーは、CLI を使用して削除する
ことはできません。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

1121

ワイヤレス ターゲットの QoS に関する制約事項

• 同じクラスのプライオリティ レートとポリシング CIR（MQC を使用）はサポートされてい
ません。
• キュー制限（重み付けテール ドロップを設定するために使用）はサポートされていません。
SSID に対するワイヤレス QoS の制約事項
次に、SSID で QoS 機能を適用するときの制約事項を示します。
• 入力ポリシーでは 1 つのテーブル マップがサポートされます。
• テーブル マップは、親 class-default でのみサポートされます。最大 2 つのテーブル マップが
出力方向でサポートされ、QoS グループが関係する場合、3 つのテーブル マップを設定でき
ます。

（注）

テーブル マップは、クライアント ターゲットではサポートされません。

• ワイヤレス ポートのデフォルト ポリシーにキューが 2 つ（マルチキャスト NRT 用に 1 つ、
class-default 用に 1 つ）しかない場合、SSID レベルのポリシーは出力方向の音声およびビデ
オ クラスを設定できません。
• プライオリティのないポリシングは出力方向でサポートされません。
• SSID レベルのプライオリティ設定は、RT1 および RT2 ポリサー（ポリサー用 AFD）を設定
する目的でのみ使用されます。プライオリティの設定にシェーピング レートは含まれませ
ん。そのため、プライオリティはポリシングのない SSID ポリシーに対して制限されます。
• DSCP2DSCP および COS2COS テーブルでのマッピングは、ポート レベル ポリシーの音声お
よびビデオ クラスの分類機能に基づいている必要があります。
• 子ポリシーの class-default ではアクションは許可されません。
• SSID の入力ポリシーでは、UP および DSCP フィルタ（一致基準）のみがサポートされます。
ACL およびプロトコルの一致基準はサポートされません。
• 入力方向のフラット ポリシー（非階層型）では、ポリシー設定はセット（テーブル マッ
プ）、ポリシング、またはその両方である必要があります。
クライアントのワイヤレス QoS の制約事項
次は、クライアント ターゲットでの QoS ポリシーの適用に関する制約事項です。
• デフォルトのクライアント ポリシーは、ACM イネーブルの WMM クライアント上でのみイ
ネーブルにされます。
• キューイングはサポートされていません。
• イネーブル状態の WLAN では、クライアント ポリシーの付加、削除また変更はサポートさ
れません。ポリシーを適用、削除、または変更するには、WLAN をシャットダウンする必要
があります。
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• テーブル マップ設定は、ターゲット クライアントでサポートされていません。
• class-default で一緒に設定されたポリシングとセットは、出力方向でブロックされます。
policy-map foo
class class-default
police X
set dscp Y

• 親ポリシーが他のユーザ定義クラス マップを含む場合、子ポリシーは class-default でサポー
トされません。
• フラットな出力クライアント ポリシーでは、class-default 内のポリシングおよび他のクラス
内のマーキング アクションはサポートされません。
• クライアント ポリシーのポリシー マップ クラスのフィルタすべてに、同じ属性が必要です。
IPv4 または IPv6 アドレスなどのプロトコル固有の属性で一致するフィルタは、異なる属性
セットと見なされます。
• ACL で一致するフィルタでは、アクセス リストのすべての ACE（アクセス コントロール エ
ントリ）に同じ種類と同じ数の属性が必要です。
• クライアント出力ポリシーでは、マーキング属性で一致するフィルタにおいて、policy-map
内のすべてのフィルタが同じマーキング属性で一致する必要があります。たとえば、フィル
タが DSCP で一致する場合、ポリシー内のすべてのフィルタが DSCP で一致する必要があり
ます。
• ポート範囲で一致する ACL とサブネットは、入力方向でのみサポートされます。
関連トピック
WLAN での QoS ポリシーの適用（GUI）, （1181 ページ）
ポート ポリシー, （1078 ページ）
ポート ポリシーの形式, （1079 ページ）
無線ポリシー, （1081 ページ）
有線ターゲットの QoS に関する制約事項, （1117 ページ）
QoS の前提条件, （1072 ページ）
QoS の概要, （1073 ページ）
QoS の実装, （1084 ページ）
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QoS の設定方法
クラス、ポリシー、およびテーブル マップの設定
トラフィック クラスの作成（CLI）
一致基準が含まれるトラフィック クラスを作成するには、class-map コマンドを使用してトラ
フィック クラス名を指定し、必要に応じて、match コマンドをクラスマップ コンフィギュレー
ション モードで使用します。

はじめる前に
この設定作業で指定するすべての match コマンドの使用は任意ですが、1 つのクラスに少なくとも
1 つの一致基準を設定する必要があります。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

class-map class-map name{
match-any | match-all}
例：
Device(config)# class-map
test_1000
Device(config-cmap)#

クラス マップ コンフィギュレーション モードを
開始します。
• 名前を指定したクラスとパケットとの照合に
使用されるクラス マップを作成します。
• match-any：トラフィック クラスで受信した
トラフィックがその一部と分類されるには、
一致基準のいずれかを満たす必要がありま
す。
• match-all：トラフィック クラスで受信した
トラフィックがトラフィック クラスの一部
と分類されるには、すべての一致基準を満た
す必要があります。
（注）

これはデフォルトです。match-any
または match-all が明示的に定義さ
れていない場合は、デフォルトで
match-all が選択されます。
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

matchaccess-group {index
numbername}|

このコマンドでは次のパラメータを使用できま
す。

例：
Device(config-cmap)# match
access-group 100
Device(config-cmap)#

• access-group
• class-map
• cos
• dscp
• ip
• non-client-nrt
• precedence
• qos-group
• vlan
• wlan user priority
（任意）この例では、アクセス グループ ID を入
力します。
• アクセス リスト インデックス（1 ～ 2799 の
値）
• 名前付きアクセス リスト

ステップ 4

matchclass-map class-map name

（任意）別のクラス マップ名に一致します。

例：
Device(config-cmap)# match
class-map test_2000
Device(config-cmap)#

ステップ 5

match cos cos value
例：
Device(config-cmap)# match cos
2 3 4 5
Device(config-cmap)#

ステップ 6

match dscp dscp value

（任意）IEEE 802.1Q または ISL サービス クラス
（ユーザ）プライオリティ値に一致します。
• 最大 4 つの CoS 値（0 ～ 7）をスペースで区
切って入力します。

（任意）IPv4 および IPv6 パケットの DSCP 値に
一致します。

例：
Device(config-cmap)# match dscp
af11 af12
Device(config-cmap)#
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

matchip {dscp dscp value|
precedence precedence value}

（任意）次を含む IP 値に一致します。

例：
Device(config-cmap)# match ip
dscp af11 af12
Device(config-cmap)#

• dscp：IP DSCP（DiffServ コードポイント）
に一致します。
• precedence：IP precedence（0 ～ 7）に一致し
ます。
（注）

ステップ 8

matchnon-client-nrt
例：
Device(config-cmap)# match
non-client-nrt
Device(config-cmap)#

ステップ 9

matchqos-group qos group value

CPU 生成パケットは出力時にマー
クされないので、パケットは設定
されたクラスマップと一致しませ
ん。

（任意）非クライアントの NRT（非リアルタイ
ム）に一致します。
（注）

この一致は、ワイヤレス ポートのポリ
シーにのみ適用できます。これは、す
べての複数の宛先および AP（非クライ
アント）宛のトラフィックを伝送しま
す。

（任意）QoS グループ値（0 ～ 31）に一致しま
す。

例：
Device(config-cmap)# match
qos-group 10
Device(config-cmap)#

ステップ 10

matchvlan vlan value

（任意）VLAN ID（1 ～ 4095）に一致します。

例：
Device(config-cmap)# match vlan
210
Device(config-cmap)#

ステップ 11

matchwlan user-priority wlan
value

（任意）802.11e に固有の値に一致します。ユー
ザ プライオリティ 802.11e ユーザ プライオリティ
（0 ～ 7）を入力します。

例：
Device(config-cmap)# match wlan
user priority 7
Device(config-cmap)#
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ステップ 12

コマンドまたはアクション

目的

end

設定の変更内容を保存します。

例：
Device(config-cmap)# end

次の作業
ポリシー マップを設定します。
関連トピック
クラス マップ, （1091 ページ）
例：アクセス コントロール リストによる分類, （1187 ページ）

トラフィック ポリシーの作成（CLI）
トラフィック ポリシーを作成するには、policy-map グローバル コンフィギュレーション コマン
ドを使用して、トラフィック ポリシーの名前を指定します。
トラフィック クラスは、class コマンドを使用したときにサービス ポリシーと関連付けられます。
class コマンドは、ポリシー マップ コンフィギュレーション モードを開始した後に実行する必要
があります。class コマンドを入力すると、スイッチ が自動的にポリシー マップ クラス コンフィ
ギュレーション モードを開始します。ここでトラフィック ポリシーの QoS ポリシーを定義しま
す。
次のポリシー マップ クラスのアクションがサポートされます。
• admit：コール アドミッション制御（CAC）の要求を許可します。
• bandwidth：帯域幅設定オプション。
• exit：QoS クラス アクション コンフィギュレーション モードを終了します。
• no：コマンドのデフォルト値を無効にするか、設定します。
• police：ポリシング機能の設定オプション。
• priority：このクラスの完全スケジューリング プライオリティの設定オプション。
• queue-buffers：キューのバッファ設定オプション。
• queue-limit：重み付けテール ドロップ（WTD）設定オプションのキューの最大しきい値。
• service-policy：QoS サービス ポリシーを設定します。
• set：次のオプションを使用して QoS 値を設定します。
◦ CoS 値
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◦ DSCP 値
◦ precedence 値
◦ QoS グループ値
◦ WLAN 値
• shape：トラフィック シェーピング設定オプション。

はじめる前に
最初にクラス マップを作成する必要があります。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

policy-map policy-map name
例：
Device(config)# policy-map
test_2000
Device(config-pmap)#

ステップ 3

1 つ以上のインターフェイスに対応付けることができ
るポリシー マップを作成または修正し、サービス ポ
リシーを指定します。

class {class-name| class-default} ポリシーを作成または変更するクラスの名前を指定し
ます。
例：
Device(config-pmap)# class
test_1000
Device(config-pmap-c)#

ステップ 4

ポリシー マップ コンフィギュレーション モードを開
始します。

admit
例：

未分類のパケットのシステム デフォルト クラスも作
成できます。

（任意）コール アドミッション制御（CAC）の要求
を許可します。このコマンドとその使用方法の詳細な
例については、「コールアドミッション制御の設定」
の項を参照してください。

Device(config-pmap-c)# admit
cac wmm-tspec
（注）
Device(config-pmap-c)#

ステップ 5

bandwidth{kb/s kb/s
value|percent percentage |
remaining {percent | ratio}}

このコマンドは、ワイヤレス QoS の CAC
だけを設定します。

（任意）次のいずれかを使用して帯域幅を設定しま
す。
• kb/s：kpbs に 20000 ～ 10000000 の値を入力しま
す。
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コマンドまたはアクション

目的
• percent：このポリシー マップに使用される総帯

例：
Device(config-pmap-c)#
bandwidth 50
Device(config-pmap-c)#

ステップ 6

exit

域幅の割合を入力します。
• remaining：残りの帯域幅の割合を入力します。
このコマンドおよび使用の詳細な例については、帯域
幅の設定（CLI）, （1163 ページ）を参照してくださ
い。
（任意）QoSクラスアクションコンフィギュレーショ
ン モードを終了します。

例：
Device(config-pmap-c)# exit
Device(config-pmap-c)#

ステップ 7

no

（任意）コマンドを無効にします。

例：
Device(config-pmap-c)# no
Device(config-pmap-c)#

ステップ 8

police {target_bit_rate| cir| rate} （任意）ポリサーを設定します。
例：
Device(config-pmap-c)#
police 100000
Device(config-pmap-c)#

• target_bit_rate：ビット レート/秒を入力します。
8000 ～ 10000000000 の値を入力します。
• cir：認定情報レート。
• rate：ポリシング レート、階層型ポリシーの
PCR、またはシングルレベルの ATM 4.0 ポリサー
ポリシーの SCR を指定します。
このコマンドおよび使用の詳細な例については、ポリ
シングの設定（CLI）, （1165 ページ）を参照してくだ
さい。

ステップ 9

priority {kb/s level value
percentage value | level |
percent}

（任意）このクラスに完全スケジューリング プライ
オリティを設定します。コマンド オプションは次の
とおりです。

例：

• kb/s：kbps に 1 ～ 2000000 の値を入力します。

Device(config-pmap-c)#
priority percent 50
Device(config-pmap-c)#

• level：マルチレベル プライオリティ キューを確
立します。値を入力します（1 または 2）。
• percent：このプライオリティの全帯域幅の割合
を入力します。
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コマンドまたはアクション

目的
このコマンドおよび使用の詳細な例については、プラ
イオリティの設定（CLI）, （1168 ページ）を参照して
ください。

ステップ 10 queue-buffers ratio ratio limit
例：
Device(config-pmap-c)#
queue-buffers ratio 10
Device(config-pmap-c)#

ステップ 11 queue-limit {パケット | cos |
dscp | percent}
例：
Device(config-pmap-c)#
queue-limit cos 7 percent 50
Device(config-pmap-c)#

（任意）クラスのキュー バッファを設定します。
キュー バッファの割合制限（0 ～ 100）を入力しま
す。
このコマンドおよび使用の詳細な例については、
キュー バッファの設定（CLI）, （1171 ページ）を参
照してください。
（任意）テール ドロップに対してキューの最大しき
い値を指定します。
• packets：デフォルトのパケット数。1 ～ 2000000
の間の値を入力します。
• cos：各 CoS 値のパラメータを入力します。
• dscp：各 DSCP 値のパラメータを入力します。
• percent：しきい値の割合を入力します。
このコマンドおよび使用の詳細な例については、
キュー制限の設定（CLI）, （1173 ページ）を参照して
ください。

ステップ 12 service-policy policy-map name （任意）QoS サービス ポリシーを設定します。
例：
Device(config-pmap-c)#
service-policy test_2000
Device(config-pmap-c)#

ステップ 13 set {cos |dscp |ip| precedence
|qos-group |wlan}
例：
Device(config-pmap-c)# set
cos 7
Device(config-pmap-c)#

（任意）QoS 値を設定します。使用可能な QoS 設定
値は次のとおりです。
• cos：IEEE 802.1Q/ISL サービス クラスまたはユー
ザ プライオリティを設定します。
• dscp：IP（v4）および IPv6 パケットの DSCP を
設定します。
• ip：IP 固有の値を設定します。
• precedence：IP（v4）および IPv6 パケットの
precedence を設定します。
• qos-group：QoS グループを設定します。
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コマンドまたはアクション

目的
• wlan：WLAN ユーザ プライオリティを設定しま
す。

ステップ 14 shape average {target _bit_rate| （任意）トラフィック シェーピングを設定します。
percent}
コマンド パラメータは次のとおりです。
例：
Device(config-pmap-c) #shape
average percent 50
Device(config-pmap-c) #

• target_bit_rate：ターゲット ビット レート。
• percent：認定情報レートのインターフェイス帯
域幅の割合。
このコマンドおよび使用の詳細な例については、
シェーピングの設定（CLI）, （1177 ページ）を参照し
てください。

ステップ 15 end

設定の変更内容を保存します。

例：
Device(config-pmap-c) #end
Device(config-pmap-c) #

次の作業
インターフェイスを設定します。
関連トピック
ポリシー マップ, （1092 ページ）

クライアント ポリシーの設定（GUI）
手順
ステップ 1

[Configuration] > [Wireless] を選択します。

ステップ 2

左側のペインをクリックして [QoS] ノードを拡大し、[QOS-Policy] を選択します。
[QOS-Policy] ページが表示されます。

ステップ 3

[Add New] をクリックして、新しい QoS ポリシーを作成します。
[Create QoS Policy] ページが表示されます。

ステップ 4

[Policy Type] ドロップダウン メニューから [Client] を選択します。

ステップ 5

ポリシーを適用する必要がある方向を、[Policy Direction] ドロップダウン メニューから選択しま
す。
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次のオプションを使用できます。
• 入力
• Egress
ステップ 6

[Policy Name] テキスト ボックスにポリシー名を指定します。

ステップ 7

[Description] テキスト ボックスにポリシーの説明を入力します。

ステップ 8

（任意） [Enable Voice] または [Enable Video] チェックボックスをオンにして、デフォルトの音声
またはビデオ設定パラメータを設定します。
次のオプションを使用できます。
• [Trust]：このポリシーの分類タイプの動作を指定します。次のオプションを使用できます。
◦ [DSCP]：特定の QoS を示すラベルを割り当てます。範囲は 0 ～ 63 です。
◦ [User Priority]：このオプションは、[Policy Direction] が入力の場合に使用できます。
802.11e ユーザ プライオリティを入力します。有効な範囲は 0 ～ 7 です。
◦ [COS]：このオプションは、[Policy Direction] が出力の場合に使用できます。IEEE 802.1Q
サービス クラスと一致します。有効な範囲は 0 ～ 7 です。
• [Mark]：各パケットにマーキング ラベルを指定します。次のオプションを使用できます。
◦ [DSCP]：特定の QoS を示すラベルを割り当てます。範囲は 0 ～ 63 です。
◦ [CoS]：IEEE 802.1Q サービス クラスと一致します。有効な範囲は 0 ～ 7 です。
◦ [User Priority]：802.11e ユーザ プライオリティを入力します。有効な範囲は 0 ～ 7 です。
• [Police(kbps)]：ポリシング レートを kbps 単位で指定します。
（注）

ステップ 9

マーキングおよびポリシング オプションは任意で
す。

[Class-default] パラメータを指定します。
次のオプションを使用できます。
• [Mark]：各パケットにマーキング ラベルを指定します。次のオプションを使用できます。
◦ [DSCP]：特定の QoS を示すラベルを割り当てます。範囲は 0 ～ 63 です。
◦ [CoS]：IEEE 802.1Q サービス クラスと一致します。有効な範囲は 0 ～ 7 です。
◦ [User Priority]：802.11e ユーザ プライオリティを入力します。有効な範囲は 0 ～ 7 です。
• [Police (kbps)]：このオプションは、[Policy Direction] が出力の場合に使用できます。このオプ
ションは、ポリシング レートを kbps 単位で指定します。
（注）

出力クライアント ポリシーの作成時に class-default クラスのマーキングまたはポリシン
グ アクションを選択できます。
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ステップ 10

（任意） クライアント ポリシーに対する AVC クラス マップを設定するには、[Enable Application
Recognition] チェックボックスをオンにします。
（注）
出力クライアント ポリシーで、[Application Recognition] をイネーブルにすると、[Voice]、
[Video] および [User Defined] チェックボックスがイネーブルになります。
次のオプションを使用できます。
• [Trust]：このポリシーの分類タイプを指定します。
◦ [Protocol]：プロトコルを選択し、パケットのマーキングおよびポリシングを設定できま
す。
◦ [Category]：アプリケーションのカテゴリを選択できます。たとえば、ブラウジングな
ど。
◦ [Subcategory]：アプリケーションのサブカテゴリを選択できます。たとえば、ファイル
共有など。
◦ [Application-Group]：アプリケーション グループを選択できます。たとえば、ftp-group
など。
• [Protocol Choice]：[Available Protocols] リストから、プロトコル、カテゴリ、サブカテゴリ、
アプリケーション グループを [Assigned Protocols] として選択し、パケットのマーキングおよ
びポリシングを適用します。
• [Mark]：各パケットにマーキング ラベルを指定します。次のオプションを使用できます。
◦ [DSCP]：特定の QoS を示すラベルを割り当てます。範囲は 0 ～ 63 です。
◦ [CoS]：IEEE 802.1Q サービス クラスと一致します。有効な範囲は 0 ～ 7 です。
◦ [None]：パケットをマーキングしない場合に、このオプションを選択します。
• [Police (kbps)]：ポリシング レートを kbps 単位で指定します。このオプションは、[Policy
Direction] が出力の場合に使用できます。
• [Drop]：選択したプロトコルに対応する入力パケットをドロップします。

ステップ 11

（任意） ユーザ定義クラスを設定するには、[User Defined Classes] チェックボックスをオンにし
ます。
次のオプションを使用できます。
• [Trust]：このポリシーの分類タイプの動作を指定します。
◦ [DSCP]：特定の QoS を示すラベルを割り当てます。範囲は 0 ～ 63 です。
◦ [User Priority]：このオプションは、[Policy Direction] が入力の場合に使用できます。
802.11e ユーザ プライオリティを入力します。有効な範囲は 0 ～ 7 です。
◦ [COS]：このオプションは、[Policy Direction] が出力の場合に使用できます。IEEE 802.1Q
サービス クラスと一致します。有効な範囲は 0 ～ 7 です。
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• [Mark]：各パケットにマーキング ラベルを指定します。次のオプションを使用できます。
◦ [DSCP]：特定の QoS を示すラベルを割り当てます。範囲は 0 ～ 63 です。
◦ [CoS]：IEEE 802.1Q サービス クラスと一致します。有効な範囲は 0 ～ 7 です。
◦ [User Priority]：802.11e ユーザ プライオリティを入力します。有効な範囲は 0 ～ 7 です。
• [Police (kbps)]：このオプションは、[Policy Direction] が出力の場合に使用できます。このオプ
ションは、ポリシング レートを kbps 単位で指定します。
（注）

ステップ 12

各クライアント ポリシーに最大 5 つのユーザ定義クラスを追加できま
す。

[Add] をクリックして、ポリシーを追加します。

関連トピック
クライアント ポリシー, （1082 ページ）
ワイヤレス ターゲットでサポートされる QoS 機能, （1077 ページ）
例：クライアント ポリシー, （1193 ページ）

クライアント ポリシーの設定
次のいずれかの方法を使用して、クライアント ポリシーを設定できます。
方式

トピック/詳細

デフォルト クライアント ポリシー

アドミッション制御（ACM）が WMM クライ
アントに対してイネーブルの場合、スイッチの
ワイヤレス制御モジュールは、デフォルト クラ
イアント ポリシーを適用します。ACM がディ
セーブルの場合、デフォルト クライアント ポ
リシーはありません。
デフォルト ポリシーは次のとおりです。
• 入力：cldeffromWMM
• 出力：cldeftoWMM
show ap dot11 {5ghz | 24ghz} コマンドを使用し
て、ACM がイネーブルにされているかどうか
の確認が出来ます。ACM をイネーブルにする
には、ap dot11{5ghz | 24ghz}cac voice acm コマ
ンドを使用します。
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方式

トピック/詳細

GUI を使用して WLAN にクライアント ポリシー クライアント ポリシーの設定（GUI）
を適用します。
CLI を使用して WLAN にクライアント ポリシー WLAN での SSID またはクライアント ポリシー
を適用します。
の適用（CLI）
AAA サーバ（ACS/ISE）によりポリシー マッ
プを適用します

『Cisco Identity Services Engine User Guide』
『Cisco Secure Access Control System User Guide』

クラスベースのパケット マーキングの設定（CLI）
この手順は、次のクラスベースパケット マーキング機能をスイッチで設定する方法を示します。
• CoS 値
• DSCP の値
• IP 値
• precedence 値
• QoS グループ値
• WLAN 値

はじめる前に
この手順を開始する前にクラス マップとポリシー マップを作成する必要があります。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステッ
プ1

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device# configure
terminal

ステッ
プ2

policy-map policy name
例：
Device(config)#
policy-map policy1
Device(config-pmap)#

ポリシー マップ コンフィギュレーション モードを開始しま
す。
1 つ以上のインターフェイスに対応付けることができるポリ
シー マップを作成または修正し、サービス ポリシーを指定
します。
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コマンドまたはアクション 目的
ステッ
プ3

class class name
例：

ポリシー クラス マップ コンフィギュレーション モードを
開始します。ポリシーを作成または変更するクラスの名前
を指定します。

Device(config-pmap)#
class class1
Device(config-pmap-c)#

ポリシー クラス マップ コンフィギュレーション モードに
は、次のコマンド オプションが含まれます。
• admit：コール アドミッション制御（CAC）の要求を
許可します。
• bandwidth：帯域幅設定オプション。
• exit：QoS クラス アクション コンフィギュレーション
モードを終了します。
• no：コマンドのデフォルト値を無効にするか、設定し
ます。
• police：ポリシング機能の設定オプション。
• priority：このクラスの完全スケジューリング プライオ
リティの設定オプション。
• queue-buffers：キューのバッファ設定オプション。
• queue-limit：重み付けテール ドロップ（WTD）設定オ
プションのキューの最大しきい値。
• service-policy：QoS サービス ポリシーを設定します。
• set：次のオプションを使用して QoS 値を設定します。
◦ CoS 値
◦ DSCP 値
◦ precedence 値
◦ QoS グループ値
◦ WLAN 値
• shape：トラフィック シェーピング設定オプション。
（注）

この手順では、set コマンド オプションを使用し
て、使用可能な設定について説明します。その他
のコマンド オプション（admit、bandwidth など）
についてはこのマニュアルの他の項で説明しま
す。このタスクでは、使用可能なすべての set コ
マンドが表示されますが、クラス単位でサポート
されるのは 1 つの set コマンドだけです。
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コマンドまたはアクション 目的
ステッ
プ4

set cos {cos value | cos table
table-map name | dscp table
table-map name | precedence
table table-map name |
qos-group table table-map
name | wlan user-priority
table table-map name}
例：
Device(config-pmap)# set
cos 5
Device(config-pmap)#

（任意）発信パケットの固有の IEEE 802.1Q レイヤ 2 CoS
値を設定します。値は 0 ～ 7 です。
set cos コマンドを使用して次の値を設定することもできま
す。
• cos table：CoS 値をテーブル マップに基づいて設定し
ます。
• dscp table：コード ポイント値をテーブル マップに基
づいて設定します。
• precedence table：コード ポイント値をテーブル マッ
プに基づいて設定します。
• qos-group table：テーブル マップに基づいて QoS グ
ループから CoS 値を設定します。
• wlan user-priority table：テーブル マップに基づいて
WLAN ユーザ プライオリティから CoS 値を設定しま
す。

ステッ
プ5

set dscp {dscp value | default （任意）DSCP 値を設定します。
| dscp table table-map name |
特定の DSCP 値の設定に加えて、set dscp コマンドを使用し
ef | precedence table
table-map name | qos-group て次を設定できます。
table table-map name | wlan
• default：パケットをデフォルト DSCP 値（000000）と
user-priority table table-map
一致させます。
name}
• dscp table：テーブル マップに基づいて DSCP からパ
例：
Device(config-pmap)# set
dscp af11
Device(config-pmap)#

ケットの DSCP 値を設定します。
• ef：パケットを EF DSCP 値（101110）と一致させま
す。
• precedence table：テーブル マップに基づいて優先順位
からパケットの DSCP 値を設定します。
• qos-group table：テーブル マップに基づいて QoS グ
ループからパケットの DSCP 値を設定します。
• wlan user-priority table：パケットの DSCP 値を、テー
ブル マップに基づいた WLAN ユーザ プライオリティ
に基づいて設定します。
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コマンドまたはアクション 目的
ステッ
プ6

set ip {dscp | precedence}
例：
Device(config-pmap)# set
ip dscp c3
Device(config-pmap)#

（任意）IP 固有の値を設定します。これらの値は、IP DSCP
値または IP precedence 値です。
set ip dscp コマンドを使用して、次の値を設定することが
できます。
• dscp value：特定の DSCP の値を設定します。
• default：パケットをデフォルト DSCP 値（000000）と
一致させます。
• dscp table：テーブル マップに基づいて DSCP からパ
ケットの DSCP 値を設定します。
• ef：パケットを EF DSCP 値（101110）と一致させま
す。
• precedence table：テーブル マップに基づいて優先順位
からパケットの DSCP 値を設定します。
• qos-group table：テーブル マップに基づいて QoS グ
ループからパケットの DSCP 値を設定します。
• wlan user-priority table：パケットの DSCP 値を、テー
ブル マップに基づいた WLAN ユーザ プライオリティ
に基づいて設定します。
set ip precedence コマンドを使用して、次の値を設定するこ
とができます。
• precedence value：precedence 値を設定します（0 ～ 7）。
• cos table：テーブル マップに基づいてレイヤ 2 CoS か
らパケットの precedence 値を設定します。
• dscp table：テーブル マップに基づいて DSCP 値からパ
ケットの precedence 値を設定します。
• precedence table：テーブル マップに基づいて優先順位
から precedence 値を設定します。
• qos-group table：テーブル マップに基づいて QoS グ
ループから precedence 値を設定します。

ステッ
プ7

set precedence {precedence
value | cos table table-map
name | dscp table table-map
name | precedence table
table-map name | qos-group
table table-map name}

（任意）IPv4 と IPv6 パケットの precedence 値を設定しま
す。
set precedence コマンドを使用して、次の値を設定すること
ができます。
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コマンドまたはアクション 目的
• precedence value：precedence 値を設定します（0 ～ 7）。
例：
Device(config-pmap)# set
precedence 5
Device(config-pmap)#

• cos table：レイヤ 2 CoS からのパケットの precedence
値をテーブル マップに基づいて設定します。
• dscp table：テーブル マップに基づいて DSCP 値からパ
ケットの precedence 値を設定します。
• precedence table：テーブル マップに基づいて優先順位
から precedence 値を設定します。
• qos-group table：テーブル マップに基づいて QoS グ
ループから precedence 値を設定します。

ステッ
プ8

set qos-group {qos-group
（任意）QoS グループ値を設定します。このコマンドを使
value | dscp table table-map 用して次の値を設定できます。
name | precedence table
• qos-group value：1 から 31 までの数。
table-map name}
例：
Device(config-pmap)# set
qos-group 10
Device(config-pmap)#

ステッ
プ9

• dscp table：テーブル マップに基づいて DSCP からコー
ド ポイント値を設定します。
• precedence table：テーブル マップに基づいて優先順位
からコード ポイント値を設定します。

set wlan user-priority {wlan （任意）WLAN ユーザ プライオリティ値を設定します。こ
user-priority value | cos table のコマンドを使用して次の値を設定できます。
table-map name | dscp table
• wlan user-priority value：0 ～ 7 の範囲の値。
table-map name | qos-group
table table-map name | wlan
• cos table：テーブル マップに基づいて Cos から WLAN
table table-map name}
ユーザ プライオリティ値を設定します。
例：
Device(config-pmap)# set
wlan user-priority 1
Device(config-pmap)#

• dscp table：テーブル マップに基づいて DSCP から
WLAN ユーザ プライオリティ値を設定します。
• qos-group table：テーブル マップに基づいて QoS グ
ループから WLAN ユーザ プライオリティ値を設定し
ます。
• wlan table：テーブル マップに基づいて WLAN ユーザ
プライオリティから WLAN ユーザ プライオリティ値
を設定します。

ステッ
プ 10

end

設定変更を保存します。

例：
Device(config-pmap)# end

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

1139

QoS の設定方法

コマンドまたはアクション 目的
Device#

ステッ
プ 11

show policy-map

（任意）すべてのサービス ポリシーに設定されたすべての
クラスに関するポリシー設定情報を表示します。

例：
Device# show policy-map

次の作業
service-policy コマンドを使用して、インターフェイスにトラフィック ポリシーを付加します。

音声およびビデオに対するクラス マップの設定（CLI）
音声およびビデオ トラフィックに対するクラス マップを設定するには、次の手順に従います。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

class-map class-map-name

クラス マップを作成します。

例：
Device(config)# class-map voice

ステップ 2

match dscp dscp-value-for-voice
例：

IPv4 および IPv6 パケットの DSCP 値
を照合します。この値を 46 に設定し
ます。

Device(config-cmap)# match dscp 46

ステップ 3

class-map class-map-name

クラス マップを設定します。

例：
Device(config)# class-map video

ステップ 4

match dscp dscp-value-for-video
例：

IPv4 および IPv6 パケットの DSCP 値
を照合します。この値を 34 に設定し
ます。

Device(config-cmap)# match dscp 34

トラフィック ポリシーのインターフェイスへの付加（CLI）
トラフィック クラスとトラフィック ポリシーの作成後、service-policy インターフェイス コンフィ
ギュレーションコマンドを使用して、トラフィックポリシーをインターフェイスに付加し、ポリ
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シーを適用する方向を指定します（インターフェイスに着信するパケットまたはインターフェイ
スから送信されるパケット）。

はじめる前に
インターフェイスにトラフィックポリシーを付加する前に、トラフィッククラスとトラフィック
ポリシーを作成する必要があります。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

interface type
例：
Device(config)# interface
GigabitEthernet1/0/1
Device(config-if)#

インターフェイス コンフィギュレーション モードを開
始し、インターフェイスを設定します。
インターフェイス コンフィギュレーションのコマンド
パラメータは次のとおりです。
• Auto Template：自動テンプレート インターフェ
イス
• Capwap：Capwap トンネル インターフェイス
• GigabitEthernet：Gigabit Ethernet IEEE 802
• GroupVI：グループ仮想インターフェイス
• Internal Interface：内部インターフェイス
• Loopback：ループバック インターフェイス
• Null：ヌル インターフェイス
• Port-channel：インターフェイスのイーサネット
チャネル
• TenGigabitEthernet：10 ギガビット イーサネット
• Tunnel：トンネル インターフェイス
• Vlan：Catalyst VLAN
• Range：インターフェイス範囲
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コマンドまたはアクション 目的
ステップ 3

service-policy {input
ポリシー マップを入力または出力インターフェイスに
policy-map | output policy-map 適用します。このポリシーマップは、そのインターフェ
}
イスのサービス ポリシーとして使用されます。
例：
Device(config-if)#
service-policy output
policy_map_01
Device(config-if)#

ステップ 4

end

この例では、トラフィックポリシーでそのインターフェ
イスから送信されるすべてのトラフィックを評価しま
す。

設定変更を保存します。

例：
Device(config-if)# end
Device#

ステップ 5

show policy map

（任意）指定されたインターフェイスのポリシーの統
計情報を表示します。

例：
Device# show policy map

次の作業
他のトラフィック ポリシーをインターフェイスに付加し、ポリシーを適用する方向を指定しま
す。
関連トピック
物理ポートのポリシー マップ, （1093 ページ）

SSID ポリシーの設定（GUI）
手順
ステップ 1

[Configuration] > [Wireless] を選択します。

ステップ 2

左側のペインをクリックして [QoS] ノードを拡大し、[QOS-Policy] を選択します。
[Create QoS Policy] ページが表示されます。

ステップ 3

[Add New] をクリックして、新しい QoS ポリシーを作成します。
[QoS] ポリシー ページが表示されます。
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ステップ 4

[Policy Type] ドロップダウン メニューから [SSID] を選択します。

ステップ 5

ポリシーを適用する必要がある方向を [Policy Direction] ドロップダウン リストから選択します。
次のオプションを使用できます。
• 入力
• Egress
（注）
（注）

音声およびビデオは、出力方向でのみ設定できま
す。
音声およびビデオ用の出力 SSID ポリシーを作成するときに、port_child_policy がすで
に優先レベルの音声およびビデオ クラスで設定されている場合、既存の port_child_policy
が使用されます。port_child_policy に音声およびビデオ クラスが存在しない場合は、ス
イッチが、音声およびビデオ トラフィック用に、優先レベル 1 および 2 の音声および
ビデオ クラスを port_child_policy 下に作成します。

ステップ 6

[Policy Name] テキスト ボックスにポリシー名を指定します。

ステップ 7

[Description] テキスト ボックスにポリシーの説明を入力します。

ステップ 8

[Trust] ドロップダウン リストから信頼パラメータを選択します。
次のオプションを使用できます。
• [DSCP]：特定の QoS を DSCP として示すラベルを割り当てます。
• [COS]：IEEE 802.1Q サービス クラスと一致します。このオプションは、[Policy Direction] が
入力の場合は使用できません。
• [User Priority]：802.11e ユーザ プライオリティを入力します。このオプションは、[Policy
Direction] が出力の場合は使用できません。
• [None]：このオプションは、[Policy Direction] が出力の場合に使用できます。このオプション
は、出力ポリシーに対してのみ使用できます。

ステップ 9

上記の [Egress] ポリシーを選択した場合は、次のオプションを使用できます。
• [Bandwidth]：帯域幅レートを指定します。次のオプションを使用できます。
◦ [Rate]：帯域幅を kbps 単位で指定します。[Value] フィールドに kbps 単位で値を入力し
ます。
◦ [Remaining Ratio]：BRR（帯域幅余剰比率）で帯域幅を指定します。[Percent] フィール
ドに割合を入力します。
（注）

[Bandwidth] パラメータの [Rate] オプションを選択した場合、この値を、音声およ
びビデオ トラフィックのポリシング値の合計よりも大きく設定する必要がありま
す。

.
• [Enable Voice]：[Enable Voice] チェックボックスをオンにして、このポリシーの音声トラフィッ
クをイネーブルにします。次のプロパティを指定します。
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◦ [Priority]：このポリシーのプライオリティを完全スケジューリングに設定します。プラ
イオリティ レベルを 1 に設定します。
◦ [Police (kbps)]：ポリシング レートを kbps 単位で指定します。
◦ [CAC]：CAC をイネーブルまたはディセーブルにします。CAC をイネーブルにした場
合、次のオプションを指定する必要があります。
◦ [User priority]：このオプションは [Policy Direction] が入力の場合に使用できます。
802.11e ユーザ プライオリティを入力します。有効な範囲は 0 ～ 7 です。デフォル
トでは、値 6 が割り当てられます。
◦ Rate(kbps)
（注）

CAC レートはポリシング レート未満にする必要がありま
す。

• [Enable Video]：[Enable Video] チェックボックスをオンにして、このポリシーのビデオ トラ
フィックをイネーブルにします。次のプロパティを指定します。
• [Priority]：このポリシーのプライオリティを完全スケジューリングに設定します。
• [Police (kbps)]：ポリシング レートを kbps 単位で指定します。
ステップ 10

[Apply] をクリックします。

関連トピック
SSID ポリシー, （1081 ページ）
ワイヤレス ターゲットでサポートされる QoS 機能, （1077 ページ）
例：SSID ポリシー
例：ダウンストリーム SSID ポリシーの設定, （1192 ページ）

WLAN での SSID またはクライアント ポリシーの適用（CLI）
はじめる前に
SSID に適用する前にサービス ポリシー マップを設定する必要がありますSSID。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

wlan profile-name

WLAN コンフィギュレーション サブモードを開
始します。profile-name は設定されている WLAN
のプロファイル名です。

例：
Device# wlan test4

ステップ 3

service-policy [ input | output ]
policy-name

ポリシーを適用します。次のオプションを使用で
きます。

例：

• input：ポリシーマップを WLAN 入力トラ

Device(config-wlan)#
service-policy input
policy-map-ssid

• output：ポリシーマップを WLAN 出力トラ

フィックに割り当てます。
フィックに割り当てます。

ステップ 4

service-policy client [ input |
output ] policy-name

ポリシーを適用します。次のオプションを使用で
きます。

例：

• input：クライアント ポリシーを WLAN の入

Device(config-wlan)#
service-policy client input
policy-map-client

• output：クライアント ポリシーを WLAN の

力方向に割り当てます。
出力方向に割り当てます。

ステップ 5

end
例：

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

Device(config)# end

関連トピック
SSID ポリシー, （1081 ページ）
ワイヤレス ターゲットでサポートされる QoS 機能, （1077 ページ）
例：SSID ポリシー
例：ダウンストリーム SSID ポリシーの設定, （1192 ページ）

ポリシー マップによる物理ポートのトラフィックの分類、ポリシング、およびマーキング（CLI）
実行対象となるトラフィッククラスを指定する非階層型ポリシーマップを、物理ポート上に設定
できます。サポートされるアクションは再マーキングとポリシングです。

はじめる前に
この手順を開始する前に、ネットワーク トラフィックの分類、ポリシング、およびマーキングに
ついて、あらかじめポリシー マップによって決定しておく必要があります。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

class-map {class-map name |
match-any}
例：
Device(config)# class-map
ipclass1
Device(config-cmap)# exit
Device(config)#

ステップ 3

match access-group { access
list index | access list name }
例：
Device(config-cmap)# match
access-group 1000
Device(config-cmap)# exit
Device(config)#

クラス マップ コンフィギュレーション モードを開始
します。
• 名前を指定したクラスとパケットとの照合に使用
されるクラス マップを作成します。
• match-any を指定すると、トラフィック クラスで
受信したトラフィックの場合、一致基準の 1 つに
必ず一致し、そのトラフィック クラスの一部と
分類されます。これはデフォルトです。
分類基準をクラス マップに一致するように指定しま
す。次の基準について照合できます。
• access-group：アクセス グループに一致します。
• class-map：別のクラス マップに一致します。
• cos：CoS 値に一致します。
• dscp：DSCP 値に一致します。
• ip：特定の IP 値に一致します。
• non-client-nrt：非クライアント NRT に一致しま
す。
• precedence：IPv4 および IPv6 パケットの
precedence 値に一致します。
• qos-group：QoS グループに一致します。
• vlan：VLAN に一致します。

ステップ 4

policy-map policy-map-name
例：

ポリシー マップ名を入力することによってポリシー
マップを作成し、ポリシーマップ コンフィギュレー
ション モードを開始します。

Device(config)# policy-map
flowit
Device(config-pmap)#

デフォルトでは、ポリシー マップは定義されていませ
ん。
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

class {class-map-name |
class-default}

トラフィックの分類を定義し、ポリシーマップ クラス
コンフィギュレーション モードを開始します。

例：

デフォルトでは、ポリシー マップ クラス マップは定
義されていません。

Device(config-pmap)# class
ipclass1
Device(config-pmap-c)#

すでに class-map グローバル コンフィギュレーション
コマンドを使用してトラフィック クラスが定義されて
いる場合は、このコマンドで class-map-name にその名
前を指定します。
class-default トラフィック クラスは定義済みで、どの
ポリシーにも追加できます。このトラフィック クラス
は、常にポリシー マップの最後に配置されます。暗黙
の match any が class-default クラスに含まれている場
合、他のトラフィック クラスと一致していないすべて
のパケットは class-default と一致します。

ステップ 6

set {cos |dscp |ip| precedence （任意）QoS 値を設定します。使用可能な QoS 設定値
|qos-group |wlan user-priority} は次のとおりです。
例：
Device(config-pmap-c)# set
dscp 45
Device(config-pmap-c)#

• cos：IEEE 802.1Q/ISL サービス クラスまたはユー
ザ プライオリティを設定します。
• dscp：IP（v4）および IPv6 パケットの DSCP を設
定します。
• ip：IP 固有の値を設定します。
• precedence：IP（v4）および IPv6 パケットの
precedence を設定します。
• qos-group：QoS グループを設定します。
• wlan user-priority：WLAN ユーザ プライオリティ
を設定します。
この例では、 set dscp コマンドが、パケットでの新し
い DSCP 値を設定して IP トラフィックを分類します。

ステップ 7

police {target_bit_rate| cir|
rate}
例：
Device(config-pmap-c)#
police 100000
conform-action transmit
exceed-action
drop

（任意）ポリサーを設定します。
• target_bit_rate：ビット レート/秒を指定し、8000
～ 10000000000 の値を入力します。
• cir：認定情報レート。
• rate：ポリシング レート、階層型ポリシーの
PCR、またはシングルレベルの ATM 4.0 ポリサー
ポリシーの SCR を指定します。
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

Device(config-pmap-c)#

この例では、police コマンドが 100000 セットのター
ゲット ビット レートを超えるトラフィックがドロッ
プされるクラスにポリサーを追加します。

exit

ポリシー マップ コンフィギュレーション モードに戻
ります。

例：
Device(config-pmap-c)# exit

ステップ 9

exit

グローバル コンフィギュレーション モードに戻りま
す。

例：
Device(config-pmap)# exit

ステップ 10 interface interface-id
例：
Device(config)# interface
gigabitethernet 2/0/1

ステップ 11 service-policy input
policy-map-name

ポリシー マップを適用するポートを指定し、インター
フェイス コンフィギュレーション モードを開始しま
す。
有効なインターフェイスには、物理ポートが含まれま
す。
ポリシー マップ名を指定し、入力ポートに適用しま
す。サポートされるポリシー マップは、入力ポートに
1 つだけです。

例：
Device(config-if)#
service-policy
input flowit

ステップ 12 end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

ステップ 13 show policy-map
[policy-map-name [class
class-map-name]]

（任意）入力を確認します。

例：
Device# show policy-map
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コマンドまたはアクション
ステップ 14 copy running-config
startup-config

目的
（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保
存します。

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

次の作業
必要に応じて QoS 設定は、ポリシー マップを使用して、SVI のトラフィックの分類、ポリシン
グ、およびマーキングを設定します。

ポリシー マップによる SVI のトラフィックの分類、ポリシング、およびマーキング（CLI）
はじめる前に
この手順を開始する前に、ポリシーマップを使用して、ネットワークトラフィックの分類、ポリ
シング、およびマーキングについて決定しておく必要があります。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

class-map {class-map name |
match-any}
例：
Device(config)# class-map
class_vlan100

クラス マップ コンフィギュレーション モードを開
始します。
• 名前を指定したクラスとパケットとの照合に使
用されるクラス マップを作成します。
• match-any を指定すると、トラフィック クラス
で受信したトラフィックの場合、一致基準の 1
つに必ず一致し、そのトラフィック クラスの一
部と分類されます。これはデフォルトです。
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

match vlan vlan number

VLAN をクラス マップに一致するように指定しま
す。

例：
Device(config-cmap)# match
vlan 100
Device(config-cmap)# exit
Device(config)#

ステップ 4

ステップ 5

policy-map policy-map-name
例：

ポリシー マップ名を入力することによってポリシー
マップを作成し、ポリシーマップ コンフィギュレー
ション モードを開始します。

Device(config)# policy-map
policy_vlan100
Device(config-pmap)#

デフォルトでは、ポリシー マップは定義されていま
せん。

description 説明

（任意）ポリシー マップの説明を入力します。

例：
Device(config-pmap)#
description vlan 100

ステップ 6

class {class-map-name |
class-default}

トラフィック分類を定義し、ポリシーマップ クラス
コンフィギュレーション モードを開始します。

例：

デフォルトでは、ポリシー マップ クラス マップは
定義されていません。

Device(config-pmap)# class
class_vlan100
Device(config-pmap-c)#

すでに class-map グローバル コンフィギュレーショ
ンコマンドを使用してトラフィッククラスが定義さ
れている場合は、このコマンドで class-map-name に
その名前を指定します。
class-default トラフィック クラスは定義済みで、ど
のポリシーにも追加できます。このトラフィック ク
ラスは、常にポリシー マップの最後に配置されま
す。暗黙の match any が class-default クラスに含ま
れている場合、他のトラフィック クラスと一致して
いないすべてのパケットは class-default と一致しま
す。

ステップ 7

set {cos |dscp |ip| precedence
（任意）QoS 値を設定します。使用可能な QoS 設定
|qos-group |wlan user-priority} 値は次のとおりです。
例：

• cos：IEEE 802.1Q/ISL サービス クラスまたは
ユーザ プライオリティを設定します。

Device(config-pmap-c)# set
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コマンドまたはアクション
dscp af23
Device(config-pmap-c)#

目的
• dscp：IP（v4）および IPv6 パケットの DSCP を
設定します。
• ip：IP 固有の値を設定します。
• precedence：IP（v4）および IPv6 パケットの
precedence を設定します。
• qos-group：QoS グループを設定します。
• wlan user-priority：WLAN ユーザ プライオリ
ティを設定します。
この例では、 set dscp コマンドが AF23（010010）の
DSCP 値にパケットを照合することによって、IP ト
ラフィックを分類します。

ステップ 8

police {target_bit_rate| cir| rate} （任意）ポリサーを設定します。
例：
Device(config-pmap-c)#
police 200000 conform-action
transmit
exceed-action drop
Device(config-pmap-c)#

• target_bit_rate：ビット レート/秒を指定します。
8000 ～ 10000000000 の範囲で値を入力します。
• cir：認定情報レート。
• rate：ポリシング レート、階層型ポリシーの
PCR、またはシングルレベルの ATM 4.0 ポリ
サー ポリシーの SCR を指定します。
この例では、police コマンドが 200000 セットのター
ゲットビットレートを超えるトラフィックがドロッ
プされるクラスにポリサーを追加します。

ステップ 9

exit

ポリシー マップ コンフィギュレーション モードに
戻ります。

例：
Device(config-pmap-c)# exit

ステップ 10

exit

グローバルコンフィギュレーションモードに戻りま
す。

例：
Device(config-pmap)# exit

ステップ 11

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

ポリシー マップを適用するポートを指定し、イン
ターフェイスコンフィギュレーションモードを開始
します。
有効なインターフェイスには、物理ポートが含まれ
ます。
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コマンドまたはアクション

目的

gigabitethernet 1/0/3

ステップ 12

service-policy input
policy-map-name

ポリシー マップ名を指定し、入力ポートに適用しま
す。サポートされるポリシー マップは、入力ポート
に 1 つだけです。

例：
Device(config-if)#
service-policy
input policy_vlan100

ステップ 13

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

ステップ 14

show policy-map
[policy-map-name [class
class-map-name]]

（任意）入力を確認します。

例：
Device# show policy-map

ステップ 15

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を
保存します。

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

関連トピック
VLAN のポリシー マップ, （1094 ページ）
例：ポリサーの VLAN 設定, （1199 ページ）

テーブル マップの設定（CLI）
テーブル マップはマーキングの形式であり、テーブルを使用してフィールド間のマッピングと変
換を可能にすることもできます。たとえば、テーブル マップはレイヤ 2 の CoS 設定をレイヤ 3 の
precedence 値にマッピングして変換するために使用できます。
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（注）

テーブル マップは、複数のポリシーで、または同じポリシー内で複数回参照できます。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

table-map name {default {default
value | copy | ignore} | exit | map
{from from valueto to value } | no}

テーブル マップを作成し、テーブル マップ コ
ンフィギュレーション モードを開始します。
テーブル マップ コンフィギュレーション モー
ドでは、次のタスクを実行できます。

例：
Device(config)# table-map table01
Device(config-tablemap)#

• default：テーブル マップのデフォルト値
を設定するか、テーブル マップ内にない
値についてのデフォルトの動作（コピー
または無視）を設定します。
• exit：テーブル マップ コンフィギュレー
ション モードを終了します。
• map：テーブル マップで from 値を to 値に
マッピングします。
• no：コマンドのデフォルト値を無効にす
るか、設定します。

ステップ 3

mapfrom valueto value
例：

この手順では、DSCP 値が 0 のパケットを CoS
値 2 に、DSCP 値が 1 のパケットを CoS 値 4
に、DSCP 値が 24 のパケットを CoS 値 3 に、
DSCP 値が 40 のパケットを CoS 値 6 に、およ
びそれ以外のすべてのパケットを CoS 値 0 に
マークします。

Device(config-tablemap)# map from
0 to 2
Device(config-tablemap)# map from
1 to 4
Device(config-tablemap)# map from
（注）
24 to 3
Device(config-tablemap)# map from
40 to 6
Device(config-tablemap)# default
0
Device(config-tablemap)#

この例の CoS 値から DSCP 値への
マッピングは、後で説明するよう
に、set ポリシー マップ クラス コン
フィギュレーション コマンドを使用
して設定します。
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

exit

グローバル コンフィギュレーション モードに
戻ります。

例：
Device(config-tablemap)# exit
Device(config)#

ステップ 5

exit

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config) exit
Device#

ステップ 6

show table-map

テーブル マップ設定を表示します。

例：
Device# show table-map
Table Map table01
from 0 to 2
from 1 to 4
from 24 to 3
from 40 to 6
default 0

ステップ 7

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal
Device(config)#

ステップ 8

policy-map

テーブル マップのポリシー マップを設定しま
す。

例：
Device(config)# policy-map
table-policy
Device(config-pmap)#

ステップ 9

class class-default

クラスをシステムデフォルトに一致させます。

例：
Device(config-pmap)# class
class-default
Device(config-pmap-c)#
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ステップ 10

コマンドまたはアクション

目的

set cos dscp table table map name

このポリシーが入力ポートに適用された場合、
そのポートでは trust dscp がイネーブルになり、
テーブル マップに応じてマーキングが行われ
ます。

例：
Device(config-pmap-c)# set cos
dscp table table01
Device(config-pmap-c)#

ステップ 11

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-pmap-c)# end
Device#

次の作業
ネットワークの QoS 用の追加のポリシー マップを設定します。ポリシー マップを作成したら、
service-policy コマンドを使用してトラフィック ポリシーまたはポリシーをインターフェイスに付
加します。
関連トピック
テーブル マップのマーキング, （1097 ページ）
例：テーブル マップのマーキング設定, （1201 ページ）

信頼の設定
ワイヤレス トラフィックの信頼動作の設定（CLI）
Cisco IOS XE 3.2 リリースは、有線およびワイヤレス ポートに対して信頼できるさまざまなデフォ
ルト設定をサポートしました。有線ポートの信頼できるデフォルト設定に関して、このソフトウェ
アリリースでの変更はありません。ワイヤレスポートの場合、デフォルトのシステム動作は非信
頼でした。つまり、スイッチの起動時に、ワイヤレス ポートのマーキングすべてがデフォルトで
ゼロに設定され、トラフィックはプライオリティ処理されませんでした。既存の有線スイッチと
の互換性のために、すべてのトラフィックはデフォルトでベスト エフォートのキューへ送信され
ていました。アクセスポイントは、プライオリティキューイングをデフォルトで実行していまし
た。ダウンストリーム方向では、アクセス ポイントは、キューイング用に音声、ビデオ、ベスト
エフォート、およびバックグラウンドのキューを保持していました。アクセスは 11e タグ情報に
基づいてキューイング戦略を選択していました。デフォルトでは、アクセス ポイントはすべての
ワイヤレス パケットをベスト エフォートとして処理していました。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

qoswireless-default-untrust
例：
Device (config)# qos
wireless-default-untrust

ステップ 3

end
例：

スイッチの動作を設定して、ワイヤレス トラ
フィックを非信頼にします。ワイヤレス トラ
フィックをデフォルトで信頼するようにスイッチ
を設定するには、このコマンドの no 形式を使用し
ます。
特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z キー
を押しても、グローバル コンフィギュレーション
モードを終了できます。

Device(config)# end

関連トピック
有線およびワイヤレス ポートの信頼動作, （1108 ページ）

QoS の特性と機能の設定
コール アドミッション制御の設定（CLI）
このタスクでは、スイッチでコール アドミッション制御（CAC）用にクラスベースの無条件パ
ケット マーキング機能を設定する方法を説明します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

class-map class name
例：
Device(config)# class-map voice

ポリシー クラス マップ コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。ポリシーを作成また
は変更するクラスの名前を指定します。ポリ
シー クラス マップ コンフィギュレーション
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コマンドまたはアクション

目的

Device(config-cmap)#

モードには、次のコマンド オプションが含ま
れます。
• word：クラス マップ名。
• class-default：未分類のパケットを照合す
るシステム デフォルト クラス。

ステップ 3

match dscp dscp value

（任意）IPv4 および IPv6 パケットの DSCP 値
に一致します。

例：
Device(config-cmap)#
46

ステップ 4

match dscp

グローバル コンフィギュレーション モードに
戻ります。

exit
例：
Device(config-cmap)# exit
Device(config)#

ステップ 5

class-map class name
例：
Device(config)# class-map video
Device(config-cmap)#

ポリシー クラス マップ コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。ポリシーを作成また
は変更するクラスの名前を指定します。ポリ
シー クラス マップ コンフィギュレーション
モードには、次のコマンド オプションが含ま
れます。
• word：クラス マップ名。
• class-default：未分類のパケットを照合す
るシステム デフォルト クラス。

ステップ 6

match dscp dscp value

（任意）IPv4 および IPv6 パケットの DSCP 値
に一致します。

例：
Device(config-cmap)#
34

ステップ 7

match dscp

exit

グローバル コンフィギュレーション モードに
戻ります。

例：
Device(config-cmap)# exit
Device(config)#
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

table-map name

テーブル マップを作成し、テーブル マップ コ
ンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# table-map
dscp2dscp
Device(config-tablemap)#

ステップ 9

default copy
例：

コピーするテーブル マップで検出されない値
のデフォルト動作を設定します。
（注）

Device(config-tablemap)# default
copy

ステップ 10

exit

これがデフォルトのオプションで
す。DSCP から DSCP へ値をマッピ
ングすることもできます。

グローバル コンフィギュレーション モードに
戻ります。

例：
Device(config-tablemap)# exit
Device(config)#

ステップ 11

table-map name
例：

新しいテーブル マップを作成し、テーブル
マップ コンフィギュレーション モードを開始
します。

Device(config)# table-map dscp2up
Device(config-tablemap)#

ステップ 12

default copy
例：
Device(config-tablemap)# default
copy

ステップ 13

exit

コピーするテーブル マップで検出されない値
のデフォルト動作を設定します。
（注）

これがデフォルトのオプションで
す。DSCP から UP へ値をマッピン
グすることもできます。

グローバル コンフィギュレーション モードに
戻ります。

例：
Device(config-tablemap)# exit
Device(config)#

ステップ 14

policy-map policy name
例：
Device(config)# policy-map
ssid_child_cac
Device(config-pmap)#

ポリシー マップ コンフィギュレーション モー
ドを開始します。
1 つ以上のインターフェイスに対応付けること
ができるポリシーマップを作成または修正し、
サービス ポリシーを指定します。
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ステップ 15

コマンドまたはアクション

目的

class class-map-name

インターフェイス レベルのトラフィック分類
を定義し、ポリシーマップ コンフィギュレー
ション モードを開始します。

例：
Device(config-pmap)# class voice

ステップ 16

prioritylevel level_value

priority コマンドは、クラスに完全スケジュー
リング プライオリティを割り当てます。

例：

（注）

Device(config-pmap-c)# priority
level 1

ステップ 17

police [target_bit_rate| cir| rate]

（任意）ポリサーを設定します。
• target_bit_rate：ビット レート/秒を指定し

例：
Device(config-pmap-c)#
10m

プライオリティ レベル 1 はプライオ
リティ レベル 2 より重要です。プラ
イオリティ レベル 1 は、 QoS に最初
に処理される帯域幅を予約するた
め、遅延は非常に低くなります。プ
ライオリティ レベル 1 と 2 はどちら
も帯域幅を予約します。

police cir

ます。8000 ～ 10000000000 の範囲で値を
入力します。
• cir：認定情報レート。
• rate：ポリシングレート、階層型ポリシー
の PCR、またはシングルレベルの ATM
4.0 ポリサー ポリシーの SCR を指定しま
す。

ステップ 18

admit cac wmm-tspec
例：
Device(config-pmap-c)# admit cac
wmm-tspec
Device(config-pmap-cac-wmm)#

ステップ 19

rate value
例：

ポリシー マップに対するコール アドミッショ
ン制御を設定します。
（注）

このコマンドは、ワイヤレス QoS の
CAC だけを設定します。

ターゲット ビット レート（kbps）を設定しま
す。8 ～ 10000000 の範囲の数を入力してくだ
さい。

Device(config-pmap-admit-cac-wmm)#
rate 5000
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ステップ 20

コマンドまたはアクション

目的

wlan-up value

WLAN UP 値を設定します。0 ～ 7 の範囲の数
を入力してください。

例：
Device(config-pmap-admit-cac-wmm)#
wlan-up 6 7

ステップ 21

exit

ポリシー マップ クラス コンフィギュレーショ
ン モードに戻ります。

例：
Device(config-pmap-admit-cac-wmm)#
exit
Device(config-pmap-c)#

ステップ 22

exit

ポリシー マップ コンフィギュレーション モー
ドに戻ります。

例：
Device(config-pmap-c)# exit
Device(config-pmap)#

ステップ 23

class class name
例：
Device(config-pmap)# class video
Device(config-pmap-c)#

ポリシー クラス マップ コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。ポリシーを作成また
は変更するクラスの名前を指定します。ポリ
シー クラス マップ コンフィギュレーション
モードには、次のコマンド オプションが含ま
れます。
• word：クラス マップ名。
• class-default：未分類のパケットを照合す
るシステム デフォルト クラス。

ステップ 24

prioritylevel level_value
例：
Device(config-pmap-c)# priority
level 2

priority コマンドは、クラスに完全スケジュー
リング プライオリティを割り当てます。
（注）

プライオリティ レベル 1 はプライオ
リティ レベル 2 より重要です。プラ
イオリティ レベル 1 は、 QoS に最初
に処理される帯域幅を予約するた
め、遅延は非常に低くなります。プ
ライオリティ レベル 1 と 2 はどちら
も帯域幅を予約します。
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ステップ 25

コマンドまたはアクション

目的

police [target_bit_rate| cir| rate]

（任意）ポリサーを設定します。
• target_bit_rate：ビット レート/秒を指定し

例：
Device(config-pmap-c)#
20m

police cir

ます。8000 ～ 10000000000 の範囲で値を
入力します。
• cir：認定情報レート。
• rate：ポリシングレート、階層型ポリシー
の PCR、またはシングルレベルの ATM
4.0 ポリサー ポリシーの SCR を指定しま
す。

ステップ 26

admit cac wmm-tspec
例：
Device(config-pmap-c)# admit cac
wmm-tspec
Device(config-pmap-admit-cac-wmm)#

ステップ 27

rate value
例：

ポリシー マップに対するコール アドミッショ
ン制御を設定します。
（注）

このコマンドは、ワイヤレス QoS の
CAC だけを設定します。

ターゲット ビット レート（kbps）を設定しま
す。8 ～ 10000000 の範囲の数を入力してくだ
さい。

Device(config-pmap-admit-cac-wmm)#
rate 5000

ステップ 28

wlan-up value

WLAN UP 値を設定します。0 ～ 7 の範囲の数
を入力してください。

例：
Device(config-pmap-admit-cac-wmm)#
wlan-up 4 5

ステップ 29

exit

ポリシー マップ コンフィギュレーション モー
ドに戻ります。

例：
Device(config-pmap-cac-wmm)# exit
Device(config-pmap)#

ステップ 30

exit

グローバル コンフィギュレーション モードに
戻ります。

例：
Device(config-pmap)# exit
Device(config)#
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ステップ 31

コマンドまたはアクション

目的

policy-map policy name

ポリシー マップ コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device(config)# policy-map
ssid_cac
Device(config-pmap)#

ステップ 32

class class-map-name

インターフェイス レベルのトラフィック分類
を定義し、ポリシーマップ コンフィギュレー
ション モードを開始します。

例：

ステップ 33

Device(config-pmap)# class default

この例では、クラス マップはデフォルトに設
定されます。

set dscp dscp table table_map_name

（任意）QoS 値を設定します。この例では、
set dscp dscp table コマンドはテーブル マップ
を作成し、値を設定します。

例：
Device(config-pmap-c)#
dscp table dscp2dscp

ステップ 34

1 つ以上のインターフェイスに対応付けること
ができるポリシーマップを作成または修正し、
サービス ポリシーを指定します。

set dscp

set wlan user-priority dscp table
table_map_name

（任意）QoS 値を設定します。この例では、
set wlan user-priority dscp table コマンドは
WLAN ユーザ プライオリティを設定します。

例：
Device(config-pmap-c)#
set wlan
user-priority dscp table dscp2up

ステップ 35

shapeaverage {target bit rate | percent 平均シェーピング レートを設定します。平均
percentage}
シェーピング レートを、ターゲット ビット
レート（bps）または認定情報レート（CIR）
例：
のインターフェイス帯域幅の割合で設定でき
ます。
Device(config-pmap-c)# shape
average 100000000

ステップ 36

queue-buffers {ratio ratio value}
例：
Device(config-pmap-c)#

キューの相対的なバッファ サイズを設定しま
す。
（注）

ポリシーに設定されているすべての
バッファの合計が 100 % 以下である
必要があります。未割り当てバッ
ファは、残りのキューに均等に分散
されます。プライオリティ キューを
含むすべてのキューに十分なバッ
ファが割り当てられるようにしま
す。
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ステップ 37

コマンドまたはアクション

目的

queue-buffers ratio 0

（注）

service-policy policy_map_name

サービス ポリシーのポリシー マップを指定し
ます。

スパニングツリーや LACP などの
ネットワーク制御プロトコルのプロ
トコル データ ユニット（PDU）は、
プライオリティ キューまたはキュー
0（プライオリティ キューが設定さ
れていない場合）を使用します。プ
ロトコルが機能するには、これらの
キューに十分なバッファが割り当て
られるようにします。

例：
Device(config-pmap-c)#
service-policy ssid_child_cac

ステップ 38

end

設定変更を保存します。

例：
Device(config-pmap)# end
Device#

ステップ 39

show policy-map
例：

（任意）すべてのサービス ポリシーに設定さ
れたすべてのクラスに関するポリシー設定情
報を表示します。

Device# show policy-map

次の作業
ネットワークの QoS 用の追加のポリシー マップを設定します。ポリシー マップを作成したら、
service-policy コマンドを使用してトラフィック ポリシーまたはポリシーをインターフェイスに付
加します。
CAC の詳細については、『System Management Configuration Guide, Cisco IOS XE Release 3SE（Catalyst
3850 Switches）』を参照してください。

帯域幅の設定（CLI）
この手順は、スイッチで帯域幅を設定する方法を示します。

はじめる前に
この手順を開始する前に、帯域幅のクラス マップを作成する必要があります。
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手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステッ
プ1

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device# configure
terminal

ステッ
プ2

policy-map policy name
例：
Device(config)#
policy-map
policy_bandwidth01
Device(config-pmap)#

ステッ
プ3

class class name
例：
Device(config-pmap)#
class class_bandwidth01
Device(config-pmap-c)#

ポリシー マップ コンフィギュレーション モードを開始し
ます。
1 つ以上のインターフェイスに対応付けることができるポ
リシー マップを作成または修正し、サービス ポリシーを指
定します。

ポリシー クラス マップ コンフィギュレーション モードを
開始します。ポリシーを作成または変更するクラスの名前
を指定します。ポリシー クラス マップ コンフィギュレー
ション モードには、次のコマンド オプションが含まれま
す。
• word：クラス マップ名。
• class-default：未分類のパケットを照合するシステム
デフォルト クラス。

ステッ
プ4

bandwidth {Kb/s | percent ポリシー マップの帯域幅を設定します。パラメータは次の
percentage | remaining { とおりです。
ratio ratio }}
• Kb/s：特定の値を kbps で設定します（20000 ～
10000000）。
例：
Device(config-pmap-c)#
bandwidth 200000
Device(config-pmap-c)#

• percent-：割合に基づいて、特定のクラスに最小帯域
幅を割り当てます。キューは、他のキューが全体の
ポート帯域幅を使用しない場合は、帯域幅をオーバー
サブスクライブすることができます。合計が 100 % を
超えることはできません。100 % 未満の場合、帯域幅
の残りは、すべての帯域幅キュー上に均等に分割され
ます。
• remaining：特定のクラスに最小帯域幅を割り当てま
す。キューは、他のキューが全体のポート帯域幅を使
用しない場合は、帯域幅をオーバーサブスクライブす
ることができます。合計が 100 % を超えることはでき
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
ません。このコマンドは、ポリシー内の特定のキュー
に対して priority コマンドが使用されている場合に使
用します。各キューには、割合ではなく比率を割り当
てることもできます。キューにはそれらの比率に従っ
て、特定の重みが割り当てられます。比率は 0 ～ 100
の範囲で指定できます。この場合のポリシーの全帯域
幅での比率の割り当ては、100 を超えることができま
す。
（注）

ステッ
プ5

end

ポリシー マップで帯域幅タイプを混在させるこ
とはできません。たとえば、1 つのポリシー マッ
プで帯域幅の割合と kbps の両方を使用して、帯
域幅を設定することはできません。

設定変更を保存します。

例：
Device(config-pmap-c)#
end
Device#

ステッ
プ6

show policy-map

（任意）すべてのサービス ポリシーに設定されたすべての
クラスに関するポリシー設定情報を表示します。

例：
Device# show policy-map

次の作業
ネットワークの QoS 用の追加のポリシー マップを設定します。ポリシー マップを作成したら、
service-policy コマンドを使用して、インターフェイスにトラフィック ポリシーを付加します。
関連トピック
帯域幅, （1103 ページ）

ポリシングの設定（CLI）
この手順は、スイッチでポリシングを設定する方法を説明しています。

はじめる前に
この手順を開始する前に、ポリシングのクラス マップを作成する必要があります。
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手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステッ
プ2

policy-map policy name
例：
Device(config)# policy-map
policy_police01
Device(config-pmap)#

ステッ
プ3

class class name
例：
Device(config-pmap)# class
class_police01
Device(config-pmap-c)#

ポリシー マップ コンフィギュレーション モードを
開始します。
1 つ以上のインターフェイスに対応付けることがで
きるポリシー マップを作成または修正し、サービ
ス ポリシーを指定します。
ポリシー クラス マップ コンフィギュレーション
モードを開始します。ポリシーを作成または変更
するクラスの名前を指定します。ポリシー クラス
マップ コンフィギュレーション モードには、次の
コマンド オプションが含まれます。
• word：クラス マップ名。
• class-default：未分類のパケットを照合するシ
ステム デフォルト クラス。

ステッ
プ4

police {target_bit_rate [burst bytes | bc 次の police サブコマンド オプションを使用できま
| conform-action | pir ] | cir
す。
{target_bit_rate | percent percentage}
• target_bit_rate：ビット/秒（8000 ～
| rate {target_bit_rate | percent
percentage}
10000000000）。
conform-actiontransmitexceed-action
◦ burst bytes：1000 ～ 512000000 の値を入
{drop [violate action] |
力します。
set-cos-transmit | set-dscp-transmit |
set-prec-transmit | transmit [violate
◦ bc：適合バースト。
action] }}
◦ conform-action：レートが適合バースト
例：
Device(config-pmap-c)# police 8000
conform-action transmit
exceed-action drop
Device(config-pmap-c)#

より小さくなる場合に実行されるアク
ション。
◦ pir：最大情報レート。
• cir：認定情報レート。
◦ target_bit_rate：ターゲット ビット レー
ト（8000 ～ 10000000000）。
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コマンドまたはアクション

目的
◦ percent：CIR のインターフェイス帯域幅
の割合。
• rate：ポリシング レート、階層型ポリシーの
PCR、またはシングルレベルの ATM 4.0 ポリ
サー ポリシーの SCR を指定します。
◦ target_bit_rate：ターゲット ビット レー
ト（8000 ～ 10000000000）。
◦ percent：レートのインターフェイス帯域
幅の割合。
次の police conform-action transmit exceed-action サ
ブコマンド オプションを使用できます。
• drop：パケットをドロップします。
• set-cos-transmit：CoS 値を設定して送信しま
す。
• set-dscp-transmit：DSCP 値を設定して送信し
ます。
• set-prec-transmit：パケットの precedence を書
き換えて送信します。
• transmit：パケットを送信します。
（注）

ステッ
プ5

end

ポリサー ベースのマークダウン アクショ
ンは、テーブル マップを使用する場合の
みサポートされます。スイッチ内の各
マーキング フィールドでは、1 つのマー
クダウン テーブル マップだけが許可さ
れます。

設定変更を保存します。

例：
Device(config-pmap-c)# end
Device#

ステッ
プ6

show policy-map
例：

（任意）すべてのサービス ポリシーに設定された
すべてのクラスに関するポリシー設定情報を表示
します。

Device# show policy-map
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次の作業
ネットワークの QoS 用の追加のポリシー マップを設定します。ポリシー マップを作成したら、
service-policy コマンドを使用してトラフィック ポリシーまたはポリシーをインターフェイスに付
加します。
関連トピック
シングルレート 2 カラー ポリシング, （1100 ページ）
例：シングルレート 2 カラー ポリシング設定, （1200 ページ）
デュアルレート 3 カラー ポリシング, （1100 ページ）
例：デュアルレート 3 カラー ポリシング設定, （1200 ページ）
ポリシング, （1095 ページ）
例：ポリシング アクションの設定, （1198 ページ）
トークンバケット アルゴリズム, （1095 ページ）
例：ポリシングの単位, （1199 ページ）

プライオリティの設定（CLI）
この手順は、スイッチでプライオリティを設定する方法を示します。
スイッチでは、指定されたキューにプライオリティを与えることができます。使用可能な 2 つの
プライオリティ レベルがあります（1 および 2）。

（注）

音声とビデオに対応するキューには、プライオリティ レベル 1 を割り当てます。

はじめる前に
この手順を開始する前に、プライオリティのクラス マップを作成する必要があります。

手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 configureterminal

目的
グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal
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コマンドまたはアクション
ステップ 2 policy-map policy name
例：
Device(config)# policy-map
policy_priority01
Device(config-pmap)#

ステップ 3 class class name
例：
Device(config-pmap)# class
class_priority01
Device(config-pmap-c)#

目的
ポリシー マップ コンフィギュレーション モードを開始
します。
1 つ以上のインターフェイスに対応付けることができる
ポリシー マップを作成または修正し、サービス ポリ
シーを指定します。
ポリシー クラス マップ コンフィギュレーション モー
ドを開始します。ポリシーを作成または変更するクラ
スの名前を指定します。ポリシー クラス マップ コン
フィギュレーション モードには、次のコマンド オプ
ションが含まれます。
• word：クラス マップ名。
• class-default：未分類のパケットを照合するシステ
ム デフォルト クラス。

ステップ 4 priority [Kb/s [burst_in_bytes] （任意）priority コマンドは、クラスに完全スケジュー
| level level_value [Kb/s
リング プライオリティを割り当てます。
[burst_in_bytes] | percent
percentage [burst_in_bytes] ] | コマンド オプションは次のとおりです。
percent percentage
• Kb/s：kbps を指定します（1 ～ 2000000）。
[burst_in_bytes] ]
◦ burst_in_bytes：バイトでバーストを指定しま
例：
Device(config-pmap-c)#
priority level 1
Device(config-pmap-c)#

す（32 ～ 2000000）。
• level level_value：マルチレベル（1 ～ 2）のプライ
オリティ キューを指定します。
◦ Kb/s：kbps を指定します（1 ～ 2000000）。
◦ burst_in_bytes：バイトでバーストを指定
します（32 ～ 2000000）。
◦ percent：総帯域幅の割合。
◦ burst_in_bytes：バイトでバーストを指定
します（32 ～ 2000000）。
• percent：総帯域幅の割合。
◦ burst_in_bytes：バイトでバーストを指定しま
す（32 ～ 2000000）。
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

ステップ 5 end

プライオリティ レベル 1 はプライオリティ レ
ベル 2 より重要です。プライオリティ レベル
1 は、 QoS に最初に処理される帯域幅を予約
するため、遅延は非常に低くなります。プラ
イオリティ レベル 1 と 2 はどちらも帯域幅を
予約します。

設定変更を保存します。

例：
Device(config-pmap-c)# end
Device#

ステップ 6 show policy-map

（任意）すべてのサービス ポリシーに設定されたすべ
てのクラスに関するポリシー設定情報を表示します。

例：
Device# show policy-map

次の作業
ネットワークの QoS 用の追加のポリシー マップを設定します。ポリシー マップを作成したら、
service-policy コマンドを使用してトラフィック ポリシーまたはポリシーをインターフェイスに付
加します。
関連トピック
プライオリティ キュー, （1105 ページ）

キューとシェーピングの設定
出力キューの特性の設定
ネットワークおよび QoS ソリューションの複雑さによっては、この項の手順をすべて実行する必
要があります。次の特性を決定する必要があります。
• DSCP、CoS、または QoS グループ値によって各キューおよびしきい値 ID にマッピングされ
るパケット
• キューに適用されるドロップ割合のしきい値と、トラフィック タイプで必要な予約メモリと
最大メモリ
• キューに割り当てる固定バッファ スペース
• ポートの帯域幅に関するレート制限の必要性
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• 出力キューの処理頻度、および使用する技術（シェーピング、共有、または両方）

（注）

出力キューはスイッチでのみ設定できます。

キュー バッファの設定（CLI）
スイッチ を使用すると、キューにバッファを割り当てることができます。バッファが割り当てら
れていない場合は、すべてのキューに対して均等に分割されます。queue-buffer ratio を使用して、
特定の比率で分割できます。デフォルトで DTS（Dynamic Threshold and Scaling）はすべてのキュー
でアクティブになるため、これらはソフト バッファになります。

（注）

queue-buffer ratio は有線ポートと無線ポートの両方でサポートされますが、queue-buffer ratio は
queue-limit とともに設定することはできません。

はじめる前に
この手順の前提条件を次に示します。
• この手順を開始する前に、キュー バッファのクラス マップを作成する必要があります。
• キュー バッファを設定する前に、ポリシー マップの帯域幅、シェーピング、またはプライ
オリティを設定する必要があります。

手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステッ
プ1

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device# configure
terminal

ステッ
プ2

policy-map policy name
例：
Device(config)#
policy-map
policy_queuebuffer01
Device(config-pmap)#

ポリシー マップ コンフィギュレーション モードを開始しま
す。
1 つ以上のインターフェイスに対応付けることができるポリ
シー マップを作成または修正し、サービス ポリシーを指定
します。
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステッ
プ3

class class name
例：
Device(config-pmap)#
class
class_queuebuffer01
Device(config-pmap-c)#

ポリシー クラス マップ コンフィギュレーション モードを
開始します。ポリシーを作成または変更するクラスの名前
を指定します。ポリシー クラス マップ コンフィギュレー
ション モードには、次のコマンド オプションが含まれま
す。
• word：クラス マップ名。
• class-default：未分類のパケットを照合するシステム デ
フォルト クラス。

ステッ
プ4

bandwidth {Kb/s | percent ポリシー マップの帯域幅を設定します。コマンド パラメー
percentage | remaining { タは次のとおりです。
ratio ratio value }}
• Kb/s：特定の値を設定するには、このコマンドを使用
します。指定できる範囲は 20000 ～ 10000000 です。
例：
Device(config-pmap-c)#
bandwidth percent 80
Device(config-pmap-c)#

• percent：割合を使用して特定のクラスに最小帯域幅を
割り当てます。キューは、他のキューが全体のポート
帯域幅を使用しない場合は、帯域幅をオーバーサブス
クライブすることができます。合計が 100 % を超える
ことはできません。100 % 未満の場合、帯域幅の残り
は、すべての帯域幅キュー上に均等に分割されます。
• remaining：特定のクラスに最小帯域幅を割り当てま
す。キューは、他のキューが全体のポート帯域幅を使
用しない場合は、帯域幅をオーバーサブスクライブす
ることができます。合計が 100 % を超えることはでき
ません。このコマンドは、ポリシー内の特定のキュー
に対して priority コマンドが使用されている場合に使
用します。各キューには、割合ではなく比率を割り当
てることもできます。キューにはそれらの比率に従っ
て、特定の重みが割り当てられます。比率は 0 ～ 100
の範囲で指定できます。この場合のポリシーの全帯域
幅での比率の割り当ては、100 を超えることができま
す。
（注）

ステッ
プ5

ポリシー マップで帯域幅タイプを混在させること
はできません。

queue-buffers {ratio ratio キューの相対的なバッファ サイズを設定します。
value}
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
（注）

例：
Device(config-pmap-c)#
queue-buffers ratio 10
Device(config-pmap-c)#

（注）

ステッ
プ6

end

ポリシーに設定されているすべてのバッファの合
計が 100 % 以下である必要があります。未割り当
てバッファは、残りのキューに均等に分散されま
す。プライオリティ キューを含むすべてのキュー
に十分なバッファが割り当てられるようにしま
す。
スパニングツリーや LACP などのネットワーク制
御プロトコルのプロトコル データ ユニット
（PDU）は、プライオリティ キューまたはキュー
0（プライオリティ キューが設定されていない場
合）を使用します。プロトコルが機能するには、
これらのキューに十分なバッファが割り当てられ
るようにします。

設定変更を保存します。

例：
Device(config-pmap-c)#
end
Device#

ステッ
プ7

show policy-map

（任意）すべてのサービス ポリシーに設定されたすべての
クラスに関するポリシー設定情報を表示します。

例：
Device# show policy-map

次の作業
ネットワークの QoS 用の追加のポリシー マップを設定します。ポリシー マップを作成したら、
service-policy コマンドを使用してトラフィック ポリシーまたはポリシーをインターフェイスに付
加します。
関連トピック
キュー バッファの割り当て, （1107 ページ）
例：キュー バッファの設定, （1197 ページ）

キュー制限の設定（CLI）
重み付けテール ドロップ（WTD）を設定するためにキュー制限を使用します。WTD を使用する
と、キューごとに複数のしきい値を設定できます。各サービス クラスが異なるしきい値でドロッ
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プされて QoS 差別化が実現されます。スイッチによって、3 つの明示的にプログラム可能なしき
い値クラスとして各キューに 0、1、2 を指定できます。したがって、キューごとに各パケットの
キューイング/ドロップの決定は、フレーム ヘッダーの DSCP、CoS、または QoS グループ フィー
ルドに指定されたパケットのしきい値クラスの割り当てによって決定されます。
WTD では柔軟な制限が使用されるため、最大 400 %（共通プールで予約されるバッファの最大 4
倍）のキュー制限を設定できます。この柔軟な制限は、他の機能に影響することなく、共通プー
ルのオーバーランを防止します。

（注）

キュー制限は、有線ポートのスイッチ出力キューでのみ設定できます。

はじめる前に
この手順の前提条件を次に示します。
• この手順を開始する前に、キュー制限を使用するクラス マップを作成する必要があります。
• キュー制限を設定する前に、ポリシー マップの帯域幅、シェーピング、またはプライオリ
ティを設定する必要があります。

手順
コマンドまたはアクション
configureterminal
ス
テッ
プ 1 例：

目的
グローバル コンフィギュレー
ション モードを開始します。

Device# configure terminal

policy-map policy name
ス
テッ
プ 2 例：
Device(config)# policy-map policy_queuelimit01
Device(config-pmap)#

class class name
ス
テッ
プ 3 例：
Device(config-pmap)# class class_queuelimit01
Device(config-pmap-c)#

ポリシー マップ コンフィギュ
レーション モードを開始しま
す。
1 つ以上のインターフェイスに
対応付けることができるポリ
シー マップを作成または修正
し、サービスポリシーを指定し
ます。
ポリシー クラス マップ コン
フィギュレーションモードを開
始します。ポリシーを作成また
は変更するクラスの名前を指定
します。ポリシー クラス マッ
プ コンフィギュレーション
モードには、次のコマンドオプ
ションが含まれます。
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コマンドまたはアクション

目的
• word：クラス マップ名。
• class-default：未分類のパ
ケットを照合するシステム
デフォルト クラス。

bandwidth {Kb/s | percent percentage | remaining { ratio ratio ポリシーマップの帯域幅を設定
ス
テッ value }}
します。パラメータは次のとお
プ4
りです。
例：
Device(config-pmap-c)# bandwidth 500000
Device(config-pmap-c)#

• Kb/s：特定の値を設定する
には、このコマンドを使用
します。指定できる範囲は
20000 ～ 10000000 です。
• percent：特定のクラスに
最小帯域幅を割り当てま
す。キューは、他のキュー
が全体のポート帯域幅を使
用しない場合は、帯域幅を
オーバーサブスクライブす
ることができます。合計が
100 % を超えることはでき
ません。100 % 未満の場
合、帯域幅の残りは、すべ
ての帯域幅キュー上に均等
に分割されます。
• remaining：特定のクラス
に最小帯域幅を割り当てま
す。キューは、他のキュー
が全体のポート帯域幅を使
用しない場合は、帯域幅を
オーバーサブスクライブす
ることができます。合計が
100 % を超えることはでき
ません。このコマンドは、
ポリシー内の特定のキュー
に対して priority コマンド
が使用されている場合に使
用します。各キューには、
割合ではなく比率を割り当
てることもできます。
キューにはそれらの比率に
従って、特定の重みが割り
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コマンドまたはアクション

目的
当てられます。比率は 0 ～
100 の範囲で指定できま
す。この場合のポリシーの
全帯域幅での比率の割り当
ては、100 を超えることが
できます。
（注）

queue-limit {packets | {cos value { maximum threshold value |
ス
テッ percentage } | {cos value | percentage } } | {dscp value {maximum
プ 5 threshold value | percentage} | match packet {maximum threshold
value | percentage} | {maximum threshold value | percentage} |
{maximum threshold value | percentage} | dscp value} | percentage
}}packetscospercent
valuespercentdscppercentpercentdefaultpercentefpercentdscp
valuespercent
例：
Device(config-pmap-c)# queue-limit dscp 3 percent 20
Device(config-pmap-c)# queue-limit dscp 4 percent 30
Device(config-pmap-c)# queue-limit dscp 5 percent 40

キュー制限のしきい値の割合を
設定します。
すべてのキューで、3 つのしき
い値（0、1、2）があり、それ
ぞれのしきい値についてデフォ
ルト値があります。デフォルト
またはその他のキュー制限しき
い値設定を変更するには、この
コマンドを使用します。たとえ
ば、DSCP 3、4、および 5 のパ
ケットが設定した特定のキュー
に送信される場合、このコマン
ドは、この 3 つの DSCP 値のし
きい値パーセンテージを設定で
きます。キュー制限しきい値に
関する詳細については、重み付
けテール ドロップ, （1104 ペー
ジ）を参照してください。
（注）

end
ス
テッ
プ 6 例：

ポリシー マップで帯
域幅タイプを混在さ
せることはできませ
ん。

スイッチは絶対キュー
制限の割合をサポート
しません。スイッチ
は、dscp または cos
キュー制限の割合だけ
をサポートします。

設定変更を保存します。

Device(config-pmap-c)# end
Device#
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コマンドまたはアクション

目的

show policy-map
ス
テッ
プ 7 例：

（任意）すべてのサービスポリ
シーに設定されたすべてのクラ
スに関するポリシー設定情報を
表示します。

Device# show policy-map

次の作業
ネットワークの QoS 用の追加ポリシー マップを設定します。ポリシー マップを作成したら、
service-policy コマンドを使用して、トラフィック ポリシーまたはポリシーをインターフェイスに
付加します。
関連トピック
重み付けテール ドロップ, （1104 ページ）
例：キュー制限の設定, （1197 ページ）

シェーピングの設定（CLI）
特定のクラスのシェーピング（最大帯域幅）を設定するには、shape コマンドを使用します。ポー
トに残っている追加帯域幅があっても、キューの帯域幅はこの値に制限されます。シェーピング
は平均の割合で、または bps のシェーピングの平均値で設定できます。

はじめる前に
この手順を開始する前に、シェーピングのクラス マップを作成する必要があります。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

policy-map policy name
例：
Device(config)# policy-map
policy_shaping01
Device(config-pmap)#

ポリシー マップ コンフィギュレーション モードを
開始します。
1 つ以上のインターフェイスに対応付けることがで
きるポリシー マップを作成または修正し、サービス
ポリシーを指定します。
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

class class name

ポリシー クラス マップ コンフィギュレーション
モードを開始します。ポリシーを作成または変更す
るクラスの名前を指定します。ポリシー クラス マッ
プ コンフィギュレーション モードには、次のコマ
ンド オプションが含まれます。

例：
Device(config-pmap)# class
class_shaping01
Device(config-pmap-c)#

• word：クラス マップ名。
• class-default：未分類のパケットを照合するシ
ステム デフォルト クラス。
ステップ 4

shapeaverage {target bit rate |
percent percentage}
例：

平均シェーピング レートを設定します。平均シェー
ピング レートを、ターゲット ビット レート（bps）
または認定情報レート（CIR）のインターフェイス
帯域幅の割合で設定できます。

Device(config-pmap-c)# shape （注）
average percent 50
Device(config-pmap-c)#

ステップ 5

end

出力 class-default SSID ポリシーの場合、平
均シェーピング レートを設定した後に
キュー バッファの割合を 0 に設定する必
要があります。

設定変更を保存します。

例：
Device(config-pmap-c)# end
Device#

ステップ 6

show policy-map
例：

（任意）すべてのサービス ポリシーに設定されたす
べてのクラスに関するポリシー設定情報を表示しま
す。

Device# show policy-map

次の作業
ネットワークの QoS 用の追加のポリシー マップを設定します。ポリシー マップを作成したら、
service-policy コマンドを使用してトラフィック ポリシーをインターフェイスに付加します。
関連トピック
平均レート シェーピング, （1101 ページ）
例：平均レート シェーピングの設定, （1196 ページ）
階層型シェーピング, （1101 ページ）
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貴金属ポリシーの設定（CLI）
WLAN 単位で貴金属 QoS ポリシーを設定できます。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コマンド モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

wlan wlan-name

WLAN コンフィギュレーション サブモードを開始し
ます。

例：
Devicewlan test4

ステップ 3

service-policy {input | output} QoS ポリシーで WLAN を設定します。貴金属ポリ
policy-name
シーで WLAN を設定するには、キーワード platinum、
gold、silver、または bronze のいずれか 1 つを入力す
例：
る必要があります。この例に示されるように、
platinum-up キーワードでアップストリーム ポリシー
Device(config-wlan)#
service-policy output
が指定されます。
platinum

（注）

例：
Device(config-wlan)#
service-policy input
platinum-up

ステップ 4

end
例：

アップストリーム ポリシーは、ダウンスト
リーム ポリシーと異なります。アップスト
リーム ポリシーには -up サフィックスがあ
ります。

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

Device(config)# end

ステップ 5

show wlan {wlan-id|
wlan-name}
例：
Device# show wlan name
qos-wlan

WLAN の設定済みの QoS ポリシーを検証します。
Device# show wlan name qos-wlan
. . .
. . .
. . .
QoS Service Policy - Input
Policy Name
platinum-up
Policy State
Validated
QoS Service Policy - Output
Policy Name
platinum
Policy State
Validated
. . .

:
:
:
:

. . .
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関連トピック
ワイヤレス QoS の貴金属ポリシー, （1111 ページ）

マルチキャスト トラフィックの Qos ポリシーの設定（CLI）
はじめる前に
次に、マルチキャスト トラフィックの QoS ポリシーを設定するための前提条件を示します。
• マルチキャスト サービス ポリシーが設定されている必要があります。
• ポリシーを適用する前にマルチキャスト - マルチキャスト モードをイネーブルにします。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

apcapwapmulticastservice-policyoutput 設定されたマルチキャスト ポリシーを適
service-policy-name
用します。
例：
Device(config)#ap capwap multicast
service-policy output
service-policy-mcast

ステップ 3

end
例：
Device(config)# end

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

関連トピック
ワイヤレス QoS マルチキャスト, （1094 ページ）
例：音声、ビデオ、およびマルチキャスト トラフィックで分類されたワイヤレス QoS ポリ
シー, （1191 ページ）
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WLAN での QoS ポリシーの適用（GUI）
手順
ステップ 1

[Configuration] > [Wireless] を選択します。

ステップ 2

WLAN ノードを左側のペインをクリックして拡大し、[WLANs] を選択します。
[WLANs] ページが表示されます。

ステップ 3

WLAN の [Profile] をクリックして QoS ポリシーを設定する WLAN を選択します。

ステップ 4

WLAN で QoS ポリシーを設定するには、[QoS] タブをクリックします。
次のオプションを使用できます。
パラメータ

説明

QoS SSID Policy
Egress Policy

QoS ダウンストリーム ポリシーの設定。
[Existing Policy] 列には、現在適用されているポリシーが表示されます。既存
のポリシーを変更するには、[Assign Policy] 列のドロップダウン リストから
ポリシーを選択します。
ポリシーを選択しない場合は、「NONE」と表示されます。

Ingress Policy

QoS アップストリーム ポリシー設定。
[Existing Policy] 列には、現在適用されているポリシーが表示されます。既存
のポリシーを変更するには、[Assign Policy] 列のドロップダウン リストから
ポリシーを選択します。
ポリシーを選択しない場合は、「NONE」と表示されます。

QoS Client Policy
Egress Policy

QoS ダウンストリーム ポリシーの設定。
[Existing Policy] 列には、現在適用されているポリシーが表示されます。既存
のポリシーを変更するには、[Assign Policy] 列のドロップダウン リストから
ポリシーを選択します。
ポリシーを選択しない場合は、「NONE」と表示されます。

Ingress Policy

QoS アップストリーム ポリシー設定。
[Existing Policy] 列には、現在適用されているポリシーが表示されます。既存
のポリシーを変更するには、[Assign Policy] 列のドロップダウン リストから
ポリシーを選択します。
ポリシーを選択しない場合は、「NONE」と表示されます。
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パラメータ

説明

WMM
WMM Policy

WMM ポリシー。このパラメータには、次の値があります。
• Disabled：この WMM ポリシーをディセーブルにします。
• Allowed：クライアントがこの WLAN で通信できます。
• Required：WLAN と通信するために、クライアントで WMM 機能 をイ
ネーブルにする必要があることを示します。

ステップ 5

[Apply] をクリックします。

関連トピック
ポート ポリシー, （1078 ページ）
ポート ポリシーの形式, （1079 ページ）
ワイヤレス ターゲットの QoS に関する制約事項, （1120 ページ）
ワイヤレス ターゲットでサポートされる QoS 機能, （1077 ページ）
例：音声、ビデオ、およびマルチキャスト トラフィックで分類されたワイヤレス QoS ポリ
シー, （1191 ページ）
SSID ポリシー, （1081 ページ）
ワイヤレス ターゲットでサポートされる QoS 機能, （1077 ページ）
例：SSID ポリシー
例：ダウンストリーム SSID ポリシーの設定, （1192 ページ）
クライアント ポリシー, （1082 ページ）
ワイヤレス ターゲットでサポートされる QoS 機能, （1077 ページ）
例：クライアント ポリシー, （1193 ページ）

QoS のモニタリング
スイッチでの QoS のモニタリングには、次のコマンドを使用できます。
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表 90：QoS のモニタリング

コマンド

説明

show class-map [class_map_name]

設定されているすべてのクラス
マップのリストを表示します。

show class-map type control subscriber {all | name }

制御クラス マップと統計情報を
表示します。
• all：すべてのクラス マップ
に関する情報を表示しま
す。
• name：設定済みのクラス
マップを表示します。

show policy-map [policy_map_name]

設定されているすべてのポリ
シー マップのリストを表示しま
す。コマンド パラメータは次の
とおりです。
• policy map name
• interface
• session
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コマンド

説明

show policy-map interface { Auto-template | Capwap |
GigabitEthernet | GroupVI | InternalInterface | Lspvif |Loopback
| Null | Port-channel | TenGigabitEthernet | Tunnel | Vlan | brief |
class | input | output | wireless }
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コマンド

説明
スイッチで設定されているすべ
てのポリシーのランタイムと統
計情報を表示します。コマンド
パラメータは次のとおりです。
• Auto-template：
Auto-Template インターフェ
イス
• Capwap：Capwap トンネル
インターフェイス
• GigabitEthernet：ギガビッ
ト イーサネット
IEEE.802.3z
• GroupVI：グループ仮想イ
ンターフェイス
• InternalInterface：内部イン
ターフェイス
• Loopback：ループバック
インターフェイス
• Null：ヌル インターフェイ
ス
• Lspvif：LSP 仮想インター
フェイス
• port-channel：インターフェ
イスのイーサネット チャネ
ル
• TenGigabitEthernet：10 ギ
ガビット イーサネット
• Tunnel：トンネル インター
フェイス
• Vlan：Catalyst VLAN
• brief：ポリシー マップの簡
単な説明
• class：各クラスの統計情報
• input：入力ポリシー
• output：出力ポリシー
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コマンド

説明
• wireless：ワイヤレス

show policy-map interface wireless ap [access point]

スイッチのすべてのワイヤレス
AP のランタイムと統計情報を表
示します。

show policy-map interface wireless ssid [ssid]

スイッチのすべての SSID ター
ゲットのランタイムと統計情報
を表示します。

show policy-map interface wireless client mac [mac_address]

スイッチのすべてのクライアン
ト ターゲットのランタイムと統
計情報を表示します。

show policy-map session [ input | output | uid UUID ]

セッションの QoS ポリシーを表
示します。コマンド パラメータ
は次のとおりです。
• input：入力ポリシー
• output：出力ポリシー
• uid：SSS 固有の ID に基づ
くポリシー

show table-map

すべてのテーブル マップと設定
を表示します。

show platform qos wireless {afd { client | ssid } | stats { bssid
bssid-value | client name | ssid {ssid-value | all} client all}}

ワイヤレスのターゲットが表示
されます。次のコマンド パラ
メータがサポートされていま
す。
• afd：AFD 情報
• stats：統計情報

showpolicy-mapinterface wireless ssid name ssid-name [radio type アクセス ポイントの SSID ポリ
{24ghz | 5ghz} ap name ap-name | ap name ap-name]
シー設定を表示します。
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QoS の設定例
例：アクセス コントロール リストによる分類
この例は、アクセス コントロール リスト（ACL）を使用して QoS のパケットを分類する方法を
示しています。
Device# configure terminal
Device(config)# access-list 101 permit ip host 12.4.1.1 host 15.2.1.1
Device(config)# class-map acl-101
Device(config-cmap)# description match on access-list 101
Device(config-cmap)# match access-group 101
Device(config-cmap)#

ACL を使用してクラスマップを作成した後で、クラスのポリシー マップを作成し、ポリシー マッ
プを QoS のインターフェイスに適用します。
関連トピック
トラフィック クラスの作成（CLI）, （1124 ページ）
クラス マップ, （1091 ページ）

例：サービス クラス レイヤ 2 の分類
この例は、サービス クラス レイヤ 2 の分類を使用して QoS に対してパケットを分類する方法を
示しています。
Device# configure terminal
Device(config)# class-map cos
Device(config-cmap)# match cos ?
<0-7> Enter up to 4 class-of-service values separated by white-spaces
Device(config-cmap)# match cos 3 4 5
Device(config-cmap)#

CoS レイヤ 2 の分類を使用してクラス マップを作成したら、そのクラスのポリシー マップを作成
し、QoS のインターフェイスにポリシー マップを適用します。

例：サービス クラス DSCP の分類
この例は、サービス クラス DSCP の分類を使用して、QoS に対してパケットを分類する方法を示
しています。
Device# configure terminal
Device(config)# class-map dscp
Device(config-cmap)# match dscp af21 af22 af23
Device(config-cmap)#

DSCP 分類を使用してクラス マップを作成したら、クラスのポリシー マップを作成し、QoS のイ
ンターフェイスにポリシー マップを適用します。
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例：VLAN ID レイヤ 2 の分類
この例は、VLAN ID レイヤ 2 の分類を使用して QoS に分類する方法を示しています。
Device# configure terminal
Device(config)# class-map vlan-120
Device(config-cmap)# match vlan ?
<1-4095> VLAN id
Device(config-cmap)# match vlan 120
Device(config-cmap)#

VLAN レイヤ 2 の分類を使用してクラス マップを作成したら、クラスのポリシー マップを作成
し、QoS のインターフェイスにポリシー マップを適用します。

例：DSCP 値または precedence 値による分類
この例は、DSCP 値または precedence 値を使用してパケットを分類する方法を示しています。
Device# configure terminal
Device(config)# class-map prec2
Device(config-cmap)# description matching precedence 2 packets
Device(config-cmap)# match ip precedence 2
Device(config-cmap)# exit
Device(config)# class-map ef
Device(config-cmap)# description EF traffic
Device(config-cmap)# match ip dscp ef
Device(config-cmap)#

DSCP 値または precedence 値を使用してクラス マップを作成したら、クラスのポリシー マップを
作成し、QoS のインターフェイスにポリシー マップを適用します。

例：階層型分類
次の例は、child という名前の別のクラスに一致する parent という名前のクラスが作成される、階
層型分類を示しています。child という名前のクラスは、2 に設定された IP precedence に基づいて
照合されます。
Device# configure terminal
Device(config)# class-map child
Device(config-cmap)# match ip precedence 2
Device(config-cmap)# exit
Device(config)# class-map parent
Device(config-cmap)# match class child
Device(config-cmap)#

親クラス マップを作成したら、クラスのポリシー マップを作成し、QoS のインターフェイスにポ
リシー マップを適用します。
関連トピック
階層型 QoS, （1082 ページ）
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例：階層型ポリシーの設定
次の例は、階層型ポリシーを使用した設定を示しています。
Device# configure terminal
Device(config)# class-map c1
Device(config-cmap)# match dscp 30
Device(config-cmap)# exit
Device(config)# class-map c2
Device(config-cmap)# match precedence 4
Device(config-cmap)# exit
Device(config)# class-map c3
Device(config-cmap)# exit
Device(config)# policy-map child
Device(config-pmap)# class c1
Device(config-pmap-c)# priority level 1
Device(config-pmap-c)# police rate percent 20 conform-action transmit exceed action drop
Device(config-pmap-c-police)# exit
Device(config-pmap-c)# exit
Device(config-pmap)# class c2
Device(config-pmap-c)# bandwidth 20000
Device(config-pmap-c)# exit
Device(config-pmap)# class class-default
Device(config-pmap-c)# bandwidth 20000
Device(config-pmap-c)# exit
Device(config-pmap)# exit
Device(config)# policy-map parent
Device(config-pmap)# class class-default
Device(config-pmap-c)# shape average 1000000
Device(config-pmap-c)# service-policy child
Device(config-pmap-c)# end

次の例は、テーブル マップを使用した階層型ポリシーを示しています。
Device(config)# table-map dscp2dscp
Device(config-tablemap)# default copy
Device(config)# table-map dscp2up
Device(config-tablemap)# map from 46 to 6
Device(config-tablemap)# map from 34 to 5
Device(config-tablemap)# default copy
Device(config)# policy-map ssid_child_policy
Device(config-pmap)# class voice
Device(config-pmap-c)# priority level 1
Device(config-pmap-c)# police 15000000
Device(config-pmap)# class video
Device(config-pmap-c)# priority level 2
Device(config-pmap-c)# police 10000000
Device(config)# policy-map ssid_policy
Device(config-pmap)# class class-default
Device(config-pmap-c)# shape average 30000000
Device(config-pmap-c)# queue-buffer ratio 0
Device(config-pmap-c)# set dscp dscp table dscp2dscp
Device(config-pmap-c)# service-policy ssid_child_policy

関連トピック
階層型 QoS, （1082 ページ）
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例：音声およびビデオの分類
この例は、スイッチ固有の情報を使用して、音声とビデオのパケット ストリームを分類する方法
を示しています。
この例では、音声とビデオがエンドポイント A からスイッチの GigabitEthernet1/0/1 に送信され、
それぞれ precedence 値 5 と 6 を持ちます。また、音声とビデオは、エンドポイント B からスイッ
チの GigabitEthernet1/0/2 にそれぞれ DSCP 値 EF と AF11 で送信されます。
両方のインターフェイスからのすべてのパケットがアップリンク インターフェイスに送信されま
す。その場合、音声は 100 Mbps にポリシングし、ビデオは 150 Mbps にポリシングする必要があ
ります。
上記の要件ごとに分類するために、GigabitEthernet1/0/1 で送信される音声パケットに一致するクラ
スが作成されます。これには、precedence 5 に一致する voice-interface-1 という名前が付けらます。
同様に、GigabitEthernet1/0/2 の音声パケットに一致する、voice-interface-2 という名前の音声用の
別のクラスが作成されます。これらのクラスは、GigabitEthernet1/0/1 に接続される input-interface-1
と、GigabitEthernet1/0/2 に接続される input-interface-2 という 2 つの別個のポリシーに関連付けら
れます。このクラスのアクションは、qos-group に 10 とマーキングすることです。出力インター
フェイスで QoS-group 10 のパケットを照合するために、QoS-group 10 で一致する voice という名
前のクラスが作成されます。これは、output-interface という名前の別のポリシーに関連付けられ、
アップリンク インターフェイスに関連付けられます。ビデオも同じ方法で処理されますが、
QoS-group 20 で一致します。
次の例は、上記のスイッチ固有の情報を使用して分類する方法を示しています。
Device(config)#
Device(config)# class-map voice-interface-1
Device(config-cmap)# match ip precedence 5
Device(config-cmap)# exit
Device(config)# class-map video-interface-1
Device(config-cmap)# match ip precedence 6
Device(config-cmap)# exit
Device(config)# class-map voice-interface-2
Device(config-cmap)# match ip dscp ef
Device(config-cmap)# exit
Device(config)# class-map video-interface-2
Device(config-cmap)# match ip dscp af11
Device(config-cmap)# exit
Device(config)# policy-map input-interface-1
Device(config-pmap)# class voice-interface-1
Device(config-pmap-c)# set qos-group 10
Device(config-pmap-c)# exit
Device(config-pmap)# class video-interface-1
Device(config-pmap-c)# set qos-group 20
Device(config-pmap-c)# policy-map input-interface-2
Device(config-pmap)# class voice-interface-2
Device(config-pmap-c)# set qos-group 10
Device(config-pmap-c)# class video-interface-2
Device(config-pmap-c)# set qos-group 20
Device(config-pmap-c)# exit
Device(config-pmap)# exit
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Device(config)# class-map voice
Device(config-cmap)# match qos-group 10
Device(config-cmap)# exit
Device(config)# class-map video
Device(config-cmap)# match qos-group 20
Device(config)# policy-map output-interface
Device(config-pmap)# class voice
Device(config-pmap-c)# police 256000 conform-action transmit exceed-action drop
Device(config-pmap-c-police)# exit
Device(config-pmap-c)# exit
Device(config-pmap)# class video
Device(config-pmap-c)# police 1024000 conform-action transmit exceed-action drop
Device(config-pmap-c-police)# exit
Device(config-pmap-c)# exit

例：音声、ビデオ、およびマルチキャスト トラフィックで分類されたワイヤレス
QoS ポリシー
次の例では、音声とビデオのトラフィックの Quality of Service を管理するポートの子ポリシーを
作成するテンプレートを示します。
Policy-map port_child_policy
Class voice (match dscp ef)
Priority level 1
Police Multicast Policer
Class video (match dscp af41)
Priority level 2
Police Multicast Policer
Class mcast-data (match non-client-nrt)
Bandwidth remaining ratio <>
Class class-default (NRT Data)
Bandwidth remaining ratio <>

（注）

上記の例のマルチキャスト ポリサーはキーワードではありません。これは設定されたポリシ
ング ポリシーを示しています。
名前の音声とビデオを使用する 2 つのクラス マップは、46 および 34 の DSCP の割り当てで設定
されます。音声トラフィックにはプライオリティ 1 が割り当てられ、ビデオ トラフィックにはプ
ライオリティ レベル 2 が割り当てられ、Q0 および Q1 を使用して処理されます。ネットワークが
マルチキャスト音声およびビデオ トラフィックを受信すると、マルチキャストのポリサーを設定
できます。非クライアント NRT データおよび NRT データは Q2 および Q3 キューで処理されま
す。
関連トピック
WLAN での QoS ポリシーの適用（GUI）, （1181 ページ）
ポート ポリシー, （1078 ページ）
ポート ポリシーの形式, （1079 ページ）
マルチキャスト トラフィックの Qos ポリシーの設定（CLI）, （1180 ページ）
ワイヤレス QoS マルチキャスト, （1094 ページ）
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例：ダウンストリーム SSID ポリシーの設定
ダウンストリーム BSSID ポリシーを設定するには、最初にプライオリティ レベルのキューイング
でポートの子ポリシーを設定する必要があります。
ポリシーのタイプ。
ユーザ定義のポートの子ポリシー

例
policy-map port_child_policy
class voice
priority level 1 20000
class video
priority level 2 10000
class non-client-nrt-class
bandwidth remaining ratio 10
class class-default
bandwidth remaining ratio 15

出力 BSSID ポリシー

SSID の子 QoS ポリシー

policy-map bssid-policer
queue-buffer ratio 0
class class-default
shape average 30000000
set dscp dscp table dscp2dscp
set wlan user-priority dscp table dscp2up
service-policy ssid_child_qos

Policy Map ssid-child_qos
Class voice
priority level 1
police cir 5m
admit cac wmm-tspec
UP 6,7 / tells WCM allow ‘voice’
TSPEC\SIP snoop for this ssid
rate 4000 / must be police rate
value is in kbps)
Class video
priority level 2
police cir 60000

関連トピック
SSID ポリシーの設定（GUI）, （1142 ページ）
WLAN での SSID またはクライアント ポリシーの適用（CLI）, （1144 ページ）
WLAN での QoS ポリシーの適用（GUI）, （1181 ページ）
SSID ポリシー, （1081 ページ）

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
1192

OL-30686-01-J

QoS の設定例

例：クライアント ポリシー
クライアントポリシーの種 例/詳細
類
デフォルトの出力クライア すべての着信トラフィックのユーザプライオリティは 0 です。
（注）
ント ポリシー
デフォルトのクライアント ポリシーは、ACM イネーブル
の WMM クライアント上でのみイネーブルにされます。
show ap dot11 5ghz network コマンドを使用して、ACM
がイネーブルにされているかどうかの確認が出来ます。
ACM をイネーブルにするには、ap dot11 5ghz cac voice
acm コマンドを使用します。
Policy-map client-def-down
class class-default
set wlan user-priority 0

デフォルトの入力クライア ワイヤレス ネットワークから有線ネットワークに送信されるトラ
ント ポリシー
フィックは、DSCP 値が 0 に設定されます。
（注）
デフォルトのクライアント ポリシーは、ACM イネーブル
の WMM クライアント上でのみイネーブルにされます。
Policy-map client-def-up
class class-default
set dscp 0
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クライアントポリシーの種 例/詳細
類
設定された QoS レベル属性
を使用してクライアントが
AAAのプロファイルに認証
する際に、自動的に生成さ
れ、WMM クライアントに
適用されるクライアント ポ
リシー。

非 WMM クライアントの貴
金属ポリシー

Policy Map platinum-WMM
Class voice-plat
set wlan user-priority 6
Class video-plat
set wlan user-priority 4
Class class-default
set wlan user-priority 0
Policy Map gold-WMM
Class voice-gold
set wlan user-priority 4
Class video-gold
set wlan user-priority 4
Class class-default
set wlan user-priority 0

Policy Map platinum
set wlan user-priority 6

トラフィックがクラス
クラスは DSCP または ACL を割り当てるように設定できます。
voice1 と一致し、ユーザ プ
Map client1-down
ライオリティが事前定義の Policy
Class voice1
//match dscp, cos
set wlan user-priority <>
値に設定された出力クライ
Class voice2
//match acl
アント ポリシー。
set wlan user-priority <>
Class voice3
set wlan user-priority <>
Class class-default
set wlan user-priority 0
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クライアントポリシーの種 例/詳細
類
AAA および TCLAS に基づ
くクライアント ポリシー

出力方向のトラフィック用
の音声とビデオのクライア
ント ポリシー

ポリシングを使用する入力
方向のトラフィック用の音
声とビデオのクライアント
ポリシー
DSCP に基づく音声とビデ
オのクライアント ポリシー

マーキングおよびポリシン
グを使用したクライアント
入力ポリシー

Policy Map client2-down[ AAA+ TCLAS pol example]
Class
voice\\match dscp
police <>
set <>
Class class-default
set <>
Class voice1|| voice2 [match acls]
police <>
class voice1
set <>
class voice2
set <>

Policy Map client3-down
class voice \\match dscp, cos
police X
class video
police Y
class class-default
police Z
Policy Map client1-up
class voice
\\match dscp, up, cos
police X
class video
police Y
class class-default
police Z
Policy Map client2-up
class voice
\\match dscp, up, cos
set dscp <>
class video
set dscp <>
class class-default
set dscp <>
policy-map client_in_policy
class dscp-48 //match dscp 48
set cos 3
police 2m
class up-4
//match wlan user-priority 4
set dscp 10
police 3m
class acl
//match acl
set cos 2
police 5m
class class-default
set dscp 20
police 15m

階層型クライアント入力ポ
リシー
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クライアントポリシーの種 例/詳細
類
policy-map client-child-policy
class voice //match dscp 46
set dscp 40
police 5m
class video //match dscp 34
set dscp 30
police 7m
policy-map client-in-policy
class class-default
police 15m
service-policy client-child-policy

関連トピック
クライアント ポリシーの設定（CLI）
クライアント ポリシーの設定（GUI）, （1131 ページ）
WLAN での QoS ポリシーの適用（GUI）, （1181 ページ）
クライアント ポリシー, （1082 ページ）

例：平均レート シェーピングの設定
次の例は、平均レート シェーピングを設定する方法を示しています。
Device# configure terminal
Device(config)# class-map prec1
Device(config-cmap)# description matching precedence 1 packets
Device(config-cmap)# match ip precedence 1
Device(config-cmap)# end
Device# configure terminal
Device(config)# class-map prec2
Device(config-cmap)# description matching precedence 2 packets
Device(config-cmap)# match ip precedence 2
Device(config-cmap)# exit
Device(config)# policy-map shaper
Device(config-pmap)# class prec1
Device(config-pmap-c)# shape average 512000
Device(config-pmap-c)# exit
Device(config-pmap)# policy-map shaper
Device(config-pmap)# class prec2
Device(config-pmap-c)# shape average 512000
Device(config-pmap-c)# exit
Device(config-pmap)# class class-default
Device(config-pmap-c)# shape average 1024000

クラス マップ、ポリシー マップ、シェーピング平均を設定したら、QoS のインターフェイスにポ
リシー マップを適用します。
関連トピック
シェーピングの設定（CLI）, （1177 ページ）
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平均レート シェーピング, （1101 ページ）

例：キュー制限の設定
次の例は、DSCP 値および割合に基づいて、キュー制限ポリシーを設定する方法を示しています。
Device# configure terminal
Device#(config)# policy-map port-queue
Device#(config-pmap)# class dscp-1-2-3
Device#(config-pmap-c)# bandwidth percent 20
Device#(config-pmap-c)# queue-limit dscp 1 percent 80
Device#(config-pmap-c)# queue-limit dscp 2 percent 90
Device#(config-pmap-c)# queue-limit dscp 3 percent 100
Device#(config-pmap-c)# exit
Device#(config-pmap)# class dscp-4-5-6
Device#(config-pmap-c)# bandwidth percent 20
Device#(config-pmap-c)# queue-limit dscp 4 percent 20
Device#(config-pmap-c)# queue-limit dscp 5 percent 30
Device#(config-pmap-c)# queue-limit dscp 6 percent 20
Device#(config-pmap-c)# exit
Device#(config-pmap)# class dscp-7-8-9
Device#(config-pmap-c)# bandwidth percent 20
Device#(config-pmap-c)# queue-limit dscp 7 percent 20
Device#(config-pmap-c)# queue-limit dscp 8 percent 30
Device#(config-pmap-c)# queue-limit dscp 9 percent 20
Device#(config-pmap-c)# exit
Device#(config-pmap)# class dscp-10-11-12
Device#(config-pmap-c)# bandwidth percent 20
Device#(config-pmap-c)# queue-limit dscp 10 percent 20
Device#(config-pmap-c)# queue-limit dscp 11 percent 30
Device#(config-pmap-c)# queue-limit dscp 12 percent 20
Device#(config-pmap-c)# exit
Device#(config-pmap)# class dscp-13-14-15
Device#(config-pmap-c)# bandwidth percent 10
Device#(config-pmap-c)# queue-limit dscp 13 percent 20
Device#(config-pmap-c)# queue-limit dscp 14 percent 30
Device#(config-pmap-c)# queue-limit dscp 15 percent 20
Device#(config-pmap-c)# end
Device#

上記のポリシー マップのキュー制限の設定が終了すると、QoS のインターフェイスにポリシー
マップを適用することができます。
関連トピック
キュー制限の設定（CLI）, （1173 ページ）
重み付けテール ドロップ, （1104 ページ）

例：キュー バッファの設定
次の例は、キュー バッファ ポリシーを設定して QoS のインターフェイスに適用する方法を示し
ています。
Device# configure terminal
Device(config)# policy-map policy1001
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Device(config-pmap)# class class1001
Device(config-pmap-c)# bandwidth remaining ratio 10
Device(config-pmap-c)# queue-buffer ratio ?
<0-100> Queue-buffers ratio limit
Device(config-pmap-c)# queue-buffer ratio 20
Device(config-pmap-c)# end
Device# configure terminal
Device(config)# interface gigabitEthernet2/0/3
Device(config-if)# service-policy output policy1001
Device(config-if)# end

関連トピック
キュー バッファの設定（CLI）, （1171 ページ）
キュー バッファの割り当て, （1107 ページ）

例：ポリシング アクションの設定
次の例は、ポリサーに関連付けることができるさまざまなポリシング アクションを示していま
す。これらのアクションは、パケット設定の適合、超過、または違反によって実現されます。ト
ラフィック プロファイルを超過または違反したパケットをドロップ、マーク付け、または送信す
ることができます。
たとえば、1 つの一般的な導入シナリオでは、エンタープライズ顧客ポリシー トラフィックがネッ
トワークからサービス プロバイダーに送信され、DSCP 値が異なる、適合、超過、および違反パ
ケットをマーキングします。サービス プロバイダーは、輻輳があると DSCP 値の超過および違反
としてマーキングされたパケットをドロップすることができますが、使用可能な帯域幅がある場
合は送信することも可能です。

（注）

Layer 2 フィールドには CoS フィールドが含まれるようにマーキングでき、Layer 3 フィールド
には precedence および DSCP フィールドが含まれるようにマーキングできます。
1 つの便利な機能として、複数のアクションとイベントを関連付ける機能があります。たとえば、
すべての適合パケットについて、precedence ビットと CoS を設定できます。アクションを設定す
るサブモードは、ポリシング機能によって配信できます。
これは、ポリシング アクションの設定例を示しています。
Device# configure terminal
Device(config)# policy-map police
Device(config-pmap)# class class-default
Device(config-pmap-c)# police cir 1000000 pir 2000000
Device(config-pmap-c-police)# conform-action transmit
Device(config-pmap-c-police)# exceed-action set-dscp-transmit dscp table exceed-markdown-table
Device(config-pmap-c-police)# violate-action set-dscp-transmit dscp table
violate-markdown-table
Device(config-pmap-c-police)# end

この例では、exceed-markdown-table と violate-mark-down-table がテーブル マップです。
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（注）

ポリサー ベースのマークダウン アクションは、テーブル マップを使用する場合のみサポート
されます。スイッチの各マーキング フィールドで許可されているマークダウン テーブル マッ
プは 1 つだけです。
関連トピック
ポリシングの設定（CLI）, （1165 ページ）
ポリシング, （1095 ページ）

例：ポリサーの VLAN 設定
次の例では、VLAN のポリサー設定を表示します。この設定の最後に、QoS のインターフェイス
に VLAN ポリシー マップを適用します。
Device# configure terminal
Device(config)# class-map vlan100
Device(config-cmap)# match vlan 100
Device(config-cmap)# exit
Device(config)# policy-map vlan100
Device(config-pmap)# policy-map class vlan100
Device(config-pmap-c)# police 100000 bc conform-action transmit exceed-action drop
Device(config-pmap-c-police)# end
Device# configure terminal
Device(config)# interface gigabitEthernet1/0/5
Device(config-if)# service-policy input vlan100

関連トピック
ポリシー マップによる SVI のトラフィックの分類、ポリシング、およびマーキング（CLI）,
（1149 ページ）
VLAN のポリシー マップ, （1094 ページ）

例：ポリシングの単位
次の例は、QoS でサポートされるポリシングのさまざまな単位を示しています。ポリシングの単
位はトークン バケットが動作する基盤です。
次の単位のポリシングがサポートされています。
• CIR および PIR はビット/秒で指定します。バースト パラメータはバイト単位で指定します。
これはデフォルトのモードであり、単位が指定されていない場合に使用される単位です。CIR
および PIR は、パーセントでも設定できます。その場合バースト パラメータをミリ秒単位で
設定する必要があります。
• CIR および PIR はパケット/秒で指定します。この場合、バースト パラメータもパケットで
設定されます。
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次の例は、ビット/秒のポリサー設定を示しています。
Device(config)# policy-map bps-policer
Device(config-pmap)# class class-default
Device(config-pmap-c) # police rate 256000 bps burst 1000 bytes
conform-action transmit exceed-action drop

次の例は、パケット/秒のポリサー設定を示しています。この設定では、測定単位がパケットであ
るデュアル レートの 3 カラー ポリサーが設定されます。バーストおよびピーク バーストはすべ
てパケットに指定されます。
Device(config)# policy-map pps-policer
Device(config-pmap)# class class-default
Device(config-pmap-c)# police rate 5000 pps burst 100 packets
peak-rate 10000 pps peak-burst 200 packets conform-action transmit
exceed-action drop violate-action drop

関連トピック
ポリシングの設定（CLI）, （1165 ページ）
トークンバケット アルゴリズム, （1095 ページ）

例：シングルレート 2 カラー ポリシング設定
次の例は、シングルレート 2 カラー ポリサーを設定する方法を示しています。
Device(config)# class-map match-any prec1
Device(config-cmap)# match ip precedence 1
Device(config-cmap)# exit
Device(config)# policy-map policer
Device(config-pmap)# class prec1
Device(config-pmap-c)# police cir 256000 conform-action transmit exceed-action drop
Device(config-pmap-c-police)# exit
Device(config-pmap-c)#

関連トピック
ポリシングの設定（CLI）, （1165 ページ）
シングルレート 2 カラー ポリシング, （1100 ページ）

例：デュアルレート 3 カラー ポリシング設定
次の例は、デュアルレート 3 カラー ポリサーを設定する方法を示しています。
Device# configure terminal
Device(config)# policy-Map dual-rate-3color-policer
Device(config-pmap)# class class-default
Device(config-pmap-c)# police cir 64000 bc 2000 pir 128000 be 2000
Device(config-pmap-c-police)# conform-action transmit
Device(config-pmap-c-police)# exceed-action set-dscp-transmit dscp table exceed-markdown-table
Device(config-pmap-c-police)# violate-action set-dscp-transmit dscp table
violate-markdown-table
Device(config-pmap-c-police)# exit
Device(config-pmap-c)#
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この例では、exceed-markdown-table と violate-mark-down-table がテーブル マップです。

（注）

ポリサー ベースのマークダウン アクションは、テーブル マップを使用する場合のみサポート
されます。スイッチの各マーキング フィールドで許可されているマークダウン テーブル マッ
プは 1 つだけです。
関連トピック
ポリシングの設定（CLI）, （1165 ページ）
デュアルレート 3 カラー ポリシング, （1100 ページ）

例：テーブル マップのマーキング設定
次のステップと例は、QoS 設定でテーブル マップ マーキングを使用する方法を示しています。
1 テーブル マップを定義します。
table-map コマンドを使用してテーブル マップを定義し、値のマッピングを示します。この
テーブルでは、テーブルが使用されるポリシーまたはクラスを認識しません。テーブル マップ
のデフォルトのコマンドは、一致する「from」フィールドがない場合に、「to」フィールドに
コピーされる値を示します。この例では、table-map1 というテーブル マップが作成されます。
定義されたマッピングでは、値 0 が 1 に、2 が 3 に変換され、デフォルト値は 4 に設定されま
す。
Device(config)# table-map table-map1
Device(config-tablemap)# map from 0 to 1
Device(config-tablemap)# map from 2 to 3
Device(config-tablemap)# default 4
Device(config-tablemap)# exit

2 テーブル マップが使用されるポリシー マップを定義します。
この例では、着信 CoS が table-map1 テーブルで指定されたマッピングに基づいて、DSCP に
マッピングされます。この例では、着信パケットの DSCP が 0 である場合、パケット内の CoS
は 1 に設定されます。テーブル マップ名が指定されていない場合、このコマンドではデフォル
トの動作が実行され、値が「from」フィールド（この場合は DSCP）から「to」フィールド（こ
の場合は CoS）にコピーされます。ただし、CoS が 3 ビット フィールドであっても DSCP は 6
ビット フィールドです。これは、DSCP 内の最初の 3 ビットに CoS がコピーされることを意味
します。
Device(config)# policy map policy1
Device(config-pmap)# class class-default
Device(config-pmap-c)# set cos dscp table table-map1
Device(config-pmap-c)# exit

3 ポリシーをインターフェイスに関連付けます。
Device(config)# interface GigabitEthernet1/0/1
Device(config-if)# service-policy output policy1
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次の作業

Device(config-if)# exit

関連トピック
テーブル マップの設定（CLI）, （1152 ページ）
テーブル マップのマーキング, （1097 ページ）

例：CoS マーキングを保持するテーブル マップの設定
次の例は、テーブル マップを使用して、QoS 設定のインターフェイスで CoS マーキングを保持す
る方法を示しています。
（例で設定されている）cos-trust-policy ポリシーは入力方向でイネーブルになり、インターフェイ
スに着信する CoS マーキングが保持されます。ポリシーがイネーブルになっていない場合は、デ
フォルトで DSCP だけが信頼されます。純粋なレイヤ 2 パケットがインターフェイスに着信する
と、CoS の入力ポートに一致するポリシーがない場合は、CoS 値が 0 に書き換えられます。
Device# configure terminal
Device(config)# table-map cos2cos
Device(config-tablemap)# default copy
Device(config-tablemap)# exit
Device(config)# policy map cos-trust-policy
Device(config-pmap)# class class-default
Device(config-pmap-c)# set cos cos table cos2cos
Device(config-pmap-c)# exit
Device(config)# interface GigabitEthernet1/0/2
Device(config-if)# service-policy input cos-trust-policy
Device(config-if)# exit

関連トピック
有線およびワイヤレス ポートの信頼動作, （1108 ページ）

次の作業
QoS 設定でこれらの自動機能を使用できるかどうかについては、自動 QoS のマニュアルを参照し
てください。
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QoS に関する追加情報
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

この章で使用するコマンドの QoS Command Reference (Catalyst 3850 Switches)
完全な構文および使用方法の 『Cisco IOS Quality of Service Solutions Command Reference』
詳細。
コール アドミッション制御
（CAC）

System Management Configuration Guide (Catalyst 3850 Switches)
System Management Command Reference (Catalyst 3850 Switches)

マルチキャスト シェーピン
グおよびポリシング レート

IP Multicast Routing Configuration Guide (Catalyst 3850 Switches)

Application Visibility and
Control（アプリケーション
の可視性およびコントロー
ル）

System Management Configuration Guide (Catalyst 3850 Switches)
System Management Command Reference (Catalyst 3850 Switches)

Application Visibility and
Control（アプリケーション
の可視性およびコントロー
ル）

System Management Configuration Guide (Catalyst 3850 Switches)
System Management Command Reference (Catalyst 3850 Switches)

エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

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

標準および RFC
標準/RFC

Title

—
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MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

シスコのテクニカル サポート
説明

Link

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

QoS の機能履歴と情報
リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.3SE

この機能が導入されました。
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リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.3SE

有線ポートとワイヤレス ポー
トの両方における一貫して信頼
できるシステム デフォルトの
信頼動作。
Cisco IOS XE 3.2 リリースは、
有線およびワイヤレス ポート
に対して信頼できるさまざまな
デフォルト設定をサポートしま
した。有線ポートの信頼できる
デフォルト設定に関して、この
ソフトウェア リリースでの変
更はありません。ワイヤレス
ポートの場合、デフォルトのシ
ステム動作は非信頼でした。つ
まり、スイッチの起動時に、ワ
イヤレス ポートのマーキング
すべてがデフォルトでゼロに設
定され、トラフィックはプライ
オリティ処理されませんでし
た。既存の有線スイッチとの互
換性のために、すべてのトラ
フィックはデフォルトでベスト
エフォートのキューへ送信され
ていました。アクセス ポイン
トは、プライオリティ キュー
イングをデフォルトで実行して
いました。
ワイヤレス ポートでのデフォ
ルトの信頼動作は、
noqoswirelessdefaultuntrust コ
マンドを使用して変更できま
す。
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リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.3SE

IPv6 ワイヤレス クライアント
のサポート。
Cisco IOS XE 3.2 ソフトウェア
リリースは、ワイヤレス クラ
イアントに対して IPv6 をサ
ポートしていませんでした。新
しいリリースでは、これをサ
ポートしています。クライアン
ト ポリシーは、IPv4 および
IPv6 フィルタを設定できるよう
になりました。

Cisco IOS XE 3.3SE

3 つの無線と 11ac のサポート。

Cisco IOS XE 3.3SE

show policy-map コマンドで使
用可能な新しい分類カウンタ。
（注）

この機能は、有線
ターゲットでのみ使
用できます。

Cisco IOS XE 3.6E

入力 SSID ポリシーのマーキン
グおよびポリシング アクショ
ン。クライアント ポリシーは
アクセス ポイントで適用され
ます。

Cisco IOS XE 3.6E

ワイヤレス ターゲット用に
show policy-map コマンドで使
用可能な新しい分類カウンタ。

Cisco IOS XE 3.6E

統計情報は、入力ポリシーでだ
けサポートされます。
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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自動 QoS の前提条件
自動 QoS の前提条件は標準 QoS の前提条件と同じです。

自動 QoS の制約事項
次に、自動 QoS の制約事項を示します。
• 自動 QoS は、SVI インターフェイスではサポートされません。
• 自動 QoS は、Etherchannel インターフェイスではサポートされません。メンバー ポートに適
用すると、すべてのポートチャネル インターフェイスが同じ自動 QoS ポリシーを共有する
必要があります。
• インターフェイス コンフィギュレーション モードで使用可能な trust device device_type コマ
ンドは、スイッチでのスタンドアロン コマンドです。このコマンドを使用するときに、接続
されているピア デバイスが対応デバイス（信頼ポリシーに一致するデバイスとして定義され
ているデバイス）ではない場合、CoS 値と DSCP 値の両方が「0」に設定され、いずれの入力
ポリシーも有効になりません。接続されているピア デバイスが対応するデバイスである場合
は、入力ポリシーが有効になります。
• 3.2.2 より古いソフトウェア バージョンのソフトウェア リリースを 3.2.2 またはこれ以降のソ
フトウェア バージョンにアップグレードする場合は、この章で説明する自動 QoS のアップ
グレード手順に従ってください。
• ビデオをサポートしている IP フォンには、 auto qos voip cisco-phone オプションを設定しな
いでください。ビデオ パケットには Expedited Forwarding（EF; 完全優先転送）プライオリ
ティが設定されていないため、このオプションを使用すると、ビデオ パケットの DSCP マー
キングが上書きされ、これらのパケットが class-default クラスに分類されます。
• 自動 QoS が auto qos voip cisco-phone コマンドを使用するスタートアップ コンフィギュレー
ションから実行コンフィギュレーションにプッシュされた場合、自動 QoS によって設定は生
成されません。これは予期された動作であり、これにより、 auto qos voip cisco-phone コマン
ドがスタートアップ コンフィギュレーションからプッシュされるたびに、ユーザが作成した
カスタマイズ済みの QoS ポリシーがデフォルト設定（ある場合）で上書きされないようにし
ます。
この制限に対し、次のいずれかの回避策を使用できます。
• スイッチのインターフェイスで auto qos voip cisco-phone コマンドを手動で設定します。
• 新しいスイッチでは、スタートアップ コンフィギュレーションから自動 QoS コマンド
をプッシュする場合は、コマンドに標準テンプレートの一部として次の項目をそれぞれ
含める必要があります。
1 インターフェイス レベル：
• trust device cisco-phone
• auto qos voip cisco-phone
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• service-policy input AutoQos-4.0-CiscoPhone-Input-Policy
• service-policy output AutoQos-4.0-Output-Policy
2 グローバル レベル：
• クラスマップ
• ポリシーマップ
• ACL（ACE）
• auto qos voip cisco-phone コマンドがインターフェイスですでに設定されているが、ポリ
シーが生成されていない場合は、すべてのインターフェイスからコマンドを無効にし
て、各インターフェイスでコマンドを手動で再設定します。

関連トピック
自動 QoS のアップグレード（CLI）, （1214 ページ）

自動 QoS の設定に関する情報
自動 QoS の概要
自動 QoS 機能を使用して、QoS 機能の配置を容易にできます。自動 QoS は、ネットワーク設計を
確認し、スイッチがさまざまなトラフィック フローに優先度を指定できるように QoS 設定をイ
ネーブルにします。
スイッチは MQC モデルを採用しています。これは、特定のグローバル コンフィギュレーション
を使用する代わりに、スイッチ上のインターフェイスに適用された自動 QoS が複数のグローバル
クラス マップとポリシー マップを設定することを意味します。
auto-QoS はトラフィックを照合し、各一致パケットを qos-group に割り当てます。これにより、出
力ポリシー マップは、プライオリティ キューを含む特定のキューに、特定の qos-group を配置で
きます。
QoS は、着信と発信の両方向で必要です。着信時に、スイッチ ポートは、パケットの DSCP を信
頼する必要があります（デフォルトで実行されます）。発信時に、スイッチ ポートは、音声パ
ケットに「front of line」プライオリティを付与する必要があります。音声が発信キューの他のパ
ケットの後ろで待機して、遅延が長くなりすぎる場合、パケットの受信時間の範囲外となるため、
エンド ホストは、そのパケットをドロップします。

自動 QoS 短縮機能の概要
自動 QoS コマンドを入力すると、CLI からコマンドを入力する場合と同様に、生成されたすべて
のコマンドがスイッチにより表示されます。自動 QoS 短縮機能を使用して、実行コンフィギュ
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レーションから自動 QoS が生成したコマンドを非表示にできます。これにより、実行コンフィ
ギュレーションを容易に把握でき、またメモリをより効率的に使用できるようになります。

自動 QoS グローバル設定テンプレート
一般に、自動 QoS コマンドは、ACL または DSCP で一致する、またはアプリケーション クラス
に送信されるトラフィックを識別する CoS 値で一致する一連のクラス マップを生成します。ま
た、生成されたクラスに一致する入力ポリシーや、設定されている帯域幅にクラスをポリシング
する入力ポリシーも生成されます。8 つの出力キュー クラス マップが生成されます。実際の出力
の出力ポリシーは、この 8 つの出力キュー クラス マップのそれぞれにキューを割り当てます。
自動 QoS コマンドは、必要なテンプレートだけを生成します。たとえば、新しい自動 QoS コマン
ドを初めて使用するときに、8 つのキュー出力サービス ポリシーを定義するグローバル設定が生
成されます。この時点から、他のインターフェイスに適用された自動QoSコマンドは、出力キュー
のテンプレートを生成しません。これは、新しい自動 QoS コマンドが最初に使用されてから生成
された同じ 8 つのキュー モデルに、すべての自動 QoS コマンドが依存しているためです。

自動 QoS ポリシーとクラス マップ
適切な自動 QoS コマンドを入力すると、次のアクションが実行されます。
• 特定のクラス マップが作成されます。
• 特定のポリシー マップ（入力および出力）が作成されます。
• 指定したインターフェイスにポリシー マップが適用されます。
• インターフェイスの信頼レベルが設定されます。
関連トピック
自動 QoS の設定（CLI）, （1212 ページ）
例：auto qos trust cos
例：auto qos trust dscp
例：auto qos video cts
例：auto qos video ip-camera
例：auto qos video media-player
例：auto qos voip trust
例：auto qos voip cisco-phone
例：auto qos voip cisco-softphone
auto qos classify police
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実行コンフィギュレーションでの自動 QoS の影響
自動 QoS がイネーブルになると、auto qos インターフェイス コンフィギュレーション コマンド
および生成されたグローバル コンフィギュレーションが実行コンフィギュレーションに追加され
ます。
スイッチは、自動 QoS が生成したコマンドを、CLI から入力したように適用します。既存のユー
ザ設定では、生成されたコマンドの適用に失敗することがあります。また、生成されたコマンド
で既存の設定が上書きされることもあります。これらのアクションが警告なしで発生する可能性
があります。生成されたコマンドがすべて正常に適用された場合、上書きされなかったユーザ入
力の設定は実行コンフィギュレーション内に残ります。上書きされたユーザ入力の設定は、現在
の設定をメモリに保存せずに、スイッチをリロードすると復元できます。生成コマンドが適用さ
れなかった場合、以前の実行コンフィギュレーションが復元されます。

実行コンフィギュレーションに対する自動 QoS 短縮機能の影響
自動 QoS 短縮機能をイネーブルにした場合：
• CLI から入力された自動 QoS コマンドだけが実行コンフィギュレーションに表示されます。
• 生成されるグローバル コンフィギュレーションおよびインターフェイス コンフィギュレー
ションは表示されません。
• コンフィギュレーションを保存するときに、入力した自動 QoS コマンドだけが保存されます
（非表示のコンフィギュレーションは保存されません）。
• スイッチをリロードすると、保存された自動 QoS コマンドがシステムにより検出、再実行さ
れ、AutoQoS SRND4.0 に準拠したコンフィギュレーション セットが生成されます。

（注）

自動 QoS 短縮機能がイネーブルである場合は、自動 QoS 生成コマンドを変更しないでくださ
い。これは、スイッチのリロード時にユーザ変更がオーバーライドされるためです。
自動 QoS グローバル短縮機能をイネーブルにした場合：
• show derived-config 非表示の AQC 派生コマンドを表示するには、コマンドを使用します。
• AQC コマンドはメモリに保存されません。これらは、スイッチがリロードされるたびに再生
成されます。
• 短縮機能がイネーブルである場合、自動 QoS により生成されたコマンドは変更しないでくだ
さい。
• 自動 QoS でインターフェイスが設定されており、AQC をディセーブルにする必要がある場
合は、最初に自動 QoS をインターフェイス レベルでディセーブルにする必要があります。
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自動 QoS の設定方法
自動 QoS の設定（CLI）
QoS パフォーマンスを最適化するには、ネットワーク内のすべてのデバイスで自動 QoS を設定し
ます。

手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアク
ション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device# configure
terminal

ステッ
プ2

interface interface-id
例：
Device(config)#
interface
gigabitethernet 3/0/1

ステッ
プ3

自動 QoS 設定によっ
て、次のコマンドの 1
つを使用します。
• auto qos voip
{cisco-phone |
cisco-softphone |
trust}
• auto qos video {cts
| ip-camera |
media-player}
• auto qos classify
[police]
• auto qos trust {cos
| dscp}

例：
Device(config-if)#

VoIP ポートやビデオ デバイスに接続されているポート、また
はネットワーク内部の他の信頼できるスイッチまたはルータに
接続されているアップリンク ポートを指定し、インターフェイ
ス コンフィギュレーション モードを開始します。

次のコマンドによって、VoIP 用の自動 QoS が有効になります。
• auto qos voip cisco-phone：ポートが Cisco IP Phone に接続
されている場合、着信パケットの QoS ラベルは電話機が
検出された場合だけ信頼されます（CDP を介して条件付
き信頼）。
（注）
ビデオをサポートしている IP フォンには、 auto
qos voip cisco-phone オプションを設定しないで
ください。ビデオ パケットには Expedited
Forwarding（EF; 完全優先転送）プライオリティ
が設定されていないため、このオプションを使
用すると、ビデオ パケットの DSCP マーキング
が上書きされ、これらのパケットが class-default
クラスに分類されます。
• auto qos voip cisco-softphone：ポートが Cisco SoftPhone 機
能を実行するデバイスに接続されています。このコマンド
によって Cisco IP SoftPhone アプリケーションおよびマー
キングを実行する PC に接続しているインターフェイスの
QoS 設定が生成され、そのようなインターフェイスからの
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コマンドまたはアク
ション
auto qos trust dscp

目的
トラフィックをマーキングおよびポリシングします。この
コマンドで設定されたポートは、信頼できないと見なされ
ます。
• auto qos voip trust：アップリンク ポートが信頼性のある
スイッチまたはルータに接続されていて、入力パケットの
VoIP トラフィック分類が信頼されています。
次のコマンドは、指定されたビデオ デバイス（システム、カメ
ラ、メディアプレーヤー）用の自動 QoS を有効にします。
• auto qos video cts：Cisco Telepresence System に接続されて
いるポート。着信パケットの QoS ラベルは Cisco
TelePresence が検出された場合だけ信頼されます（CDP を
介した条件付き信頼）
• auto qos video ip-camera：Cisco ビデオ監視カメラに接続
されているポート。着信パケットの QoS ラベルは Cisco カ
メラが検出された場合だけ信頼されます（CDP を介した
条件付き信頼）
• auto qos video media-player：CDP 対応 Cisco Digital Media
Player に接続されているポート。着信パケットの QoS ラベ
ルはデジタル メディア プレイヤーが検出された場合だけ
信頼されます（CDP を介した条件付き信頼）。
次のコマンドは、分類の自動 QoS を有効にします。
• auto qos classify police：このコマンドは、信頼できないイ
ンターフェイスの QoS 設定を生成します。この設定では、
信頼できないデスクトップ/デバイスから着信するトラ
フィックを分類してマークするため、サービス ポリシー
がインターフェイスに適用されます。生成されたサービス
ポリシーは、ポリシングを実行します。
次のコマンドによって、信頼できるインターフェイス用の自動
QoS が有効になります。
• auto qos trust cos：サービス クラス
• auto qos trust dscp：DiffServ コード ポイント
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ステッ
プ4

コマンドまたはアク
ション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

ステッ
プ5

show auto qos interface （任意）自動 QoS がイネーブルであるインターフェイス上の自
interface-id
動 QoS コマンドを表示します。auto-QoS 設定およびユーザ変更
を表示する場合は、show running-config コマンドを使用しま
例：
す。
Device# show auto qos
interface
gigabitethernet 3/0/1

関連トピック
自動 QoS ポリシーとクラス マップ, （1210 ページ）
例：auto qos trust cos
例：auto qos trust dscp
例：auto qos video cts
例：auto qos video ip-camera
例：auto qos video media-player
例：auto qos voip trust
例：auto qos voip cisco-phone
例：auto qos voip cisco-softphone
auto qos classify police

自動 QoS のアップグレード（CLI）
この手順は、3.2.2 より古いソフトウェア バージョンのソフトウェア リリースを 3.2.2 以降のソフ
トウェア バージョンにアップグレードする場合にのみ、実行してください。

はじめる前に
アップグレードを行う前に、スイッチ上のすべての自動 QoS 設定を削除する必要があります。こ
の例では、その手順について説明します。
この例の手順を実行した後で、新しいソフトウェア イメージまたはアップグレード後のソフト
ウェア イメージのスイッチをリブートし、自動 QoS を再設定する必要があります。
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手順
ステップ 1

show auto qos
例：
Device# show auto qos
GigabitEthernet2/0/3
auto qos voip cisco-phone
GigabitEthernet2/0/27
auto qos voip cisco-softphone

特権 EXEC モードでこのコマンドを入力して、現在の自動 QoS 設定をすべて記録します。
ステップ 2

no auto qos
例：
Device(config-if)#no auto qos

インターフェイス コンフィギュレーション モードで、自動 QoS 設定が行われている各インター
フェイスで適切な no auto qos コマンドを実行します。
ステップ 3

show running-config | i autoQos
例：
Device# show running-config | i autoQos

特権 EXEC モードに戻り、このコマンドを入力して、残りの自動 QoS マップ、クラス マップ、ポ
リシー マップ、アクセス リスト、テーブル マップ、またはその他の設定を記録します。
ステップ 4

no policy-map policy-map_name
例：
Device)config#
Device)config#
Device)config#
Device)config#
Device)config#

no
no
no
no
no

policy-map pmap_101
class-map cmap_101
ip access-list extended AutoQos-101
table-map 101
table-map policed-dscp

グローバル コンフィギュレーション モードでこのコマンドを入力して、QoS クラス マップ、ポ
リシー マップ、アクセス リスト、テーブル マップ、およびその他の自動 QoS 設定を削除します。
• no policy-map policy-map-name
• no class-map class-map-name
• no ip access-list extended Auto-QoS-x
• no table-map table-map-name
• no table-map policed-dscp
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ステップ 5

show running-config | i AutoQoS
例：
Device# show running-config | i AutoQos

特権 EXEC モードに戻り、このコマンドを実行して、自動 QoS 設定がないこと、または自動 QoS
設定の残りの部分がないことを確認します。
ステップ 6

show auto qos
例：
Device# show auto qos

このコマンドを実行して、自動 QoS 設定がないこと、または設定の残りの部分がないことを確認
します。
ステップ 7

write memory
例：
Device# write memory

write memory コマンドを入力して、自動 QoS 設定に対する変更を NV メモリに書き込みます。

次の作業
新しいソフトウェア イメージまたはアップグレード後のソフトウェア イメージでスイッチをリ
ブートします。
新しいソフトウェア イメージまたはアップグレード後のソフトウェア イメージでリブートした
ら、ステップ 1 で説明した show auto qos コマンドを実行した結果に基づいて、適切なスイッチ
インターフェイスの自動 QoS を再設定します。

（注）

スイッチまたはスタックごとに、マークダウンの超過用に 1 つのテーブル マップ、マークダ
ウンの違反用に 1 つのテーブル マップが存在します。超過アクションのテーブル マップがス
イッチにすでに存在している場合は、自動 QoS ポリシーを適用できません。
関連トピック
自動 QoS の制約事項, （1208 ページ）

自動 QoS 短縮機能のイネーブル化
自動 QoS 短縮機能をイネーブルにするには、次のコマンドを入力します。
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手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステッ
プ1

configureterminal

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。

例：
Device# configure
terminal

ステッ
プ2

auto qos global compact
例：
Device(config)# auto
qos global compact

自動 QoS 短縮機能がイネーブルになり、自動 QoS のグロー
バル コンフィギュレーション（非表示）が生成されます。
その後、インターフェイスコンフィギュレーションモード
で設定する自動 QoS コマンドを入力できます。システムに
より生成されるインターフェイス コマンドも非表示になり
ます。
適用された自動 QoS 設定を表示するには、次の特権 EXEC
コマンドを使用します。
• show derived-config
• show policy-map
• show access-list
• show class-map
• show table-map
• show auto-qos
• show policy-map interface
• show ip access-lists
これらのコマンドにはキーワード「AutoQos-」が付きます。

次の作業
自動 QoS 短縮機能をディセーブルにするには、対応する自動 QoS コマンドの no 形式を入力して
自動 QoS インスタンスをすべてのインターフェイスから削除し、次に no auto qos global compact
グローバル コンフィギュレーション コマンドを実行します。
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自動 QoS のモニタリング
表 91：自動 QoS のモニタリング用コマンド

コマンド

説明

show auto qos [interface [interface-id]]

最初の自動 QoS 設定を表示します。
show auto qos コマンド出力と show
running-config コマンド出力を比較してユーザ
定義の QoS 設定を比較できます。

show running-config

自動 QoS によって影響されるかもしれない QoS
設定に関する情報を表示します。
show auto qos コマンド出力と show
running-config コマンド出力を比較してユーザ
定義の QoS 設定を比較できます。

show derived-config

自動 qos テンプレートにより実行コンフィギュ
レーションとともに設定される非表示の mls qos
コマンドを表示します。

自動 QoS に関するトラブルシューティング
自動 QoS のトラブルシューティングを行うには、debug auto qos 特権 EXEC コマンドを使用しま
す。詳細については、このリリースに対応するコマンド リファレンスにある debug auto qos コマ
ンドを参照してください。
ポートで自動 QoS をディセーブルにするには、auto qos コマンドのインターフェイス コンフィ
ギュレーション コマンドの no 形式（no auto qos voip など）を使用します。このポートに対して、
auto-QoS によって生成されたインターフェイス コンフィギュレーション コマンドだけが削除され
ます。auto-QoS をイネーブルにした最後のポートで、no auto qos voip コマンドを入力すると、
auto-QoS によって生成されたグローバル コンフィギュレーション コマンドが残っている場合で
も、auto-QoS はディセーブルと見なされます（グローバル コンフィギュレーションによって影響
を受ける他のポートでのトラフィックの中断を避けるため）。

自動 QoS の設定例
例：auto qos trust cos
次の例は、auto qos trust cos コマンドと、適用されるポリシーとクラス マップを示しています。
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このコマンドを実行すると、次のポリシー マップが作成されて適用されます。
• AutoQos-4.0-Trust-Cos-Input-Policy
• AutoQos-4.0-Output-Policy
このコマンドを実行すると、次のクラス マップが作成されて適用されます。
• class-default（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Priority-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Conf-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Trans-Data-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Bulk-Data-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Strm-Queue（match-any）
Device(config)# interface GigabitEthernet1/0/17
Device(config-if)# auto qos trust cos
Device(config-if)# end
Device# show policy-map interface GigabitEthernet1/0/17
GigabitEthernet1/0/17
Service-policy input: AutoQos-4.0-Trust-Cos-Input-Policy
Class-map: class-default (match-any)
0 packets
Match: any
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
cos cos table AutoQos-4.0-Trust-Cos-Table
Service-policy output: AutoQos-4.0-Output-Policy
queue stats for all priority classes:
Queueing
priority level 1
(total drops) 0
(bytes output) 0
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Priority-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs4 (32) cs5 (40) ef (46)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 5
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Priority: 30% (300000 kbps), burst bytes 7500000,
Priority Level: 1
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs2 (16) cs3 (24) cs6 (48) cs7 (56)
0 packets, 0 bytes
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5 minute rate 0 bps
Match: cos 3
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
queue-limit dscp 16 percent
queue-limit dscp 24 percent
queue-limit dscp 48 percent
queue-limit dscp 56 percent

80
90
100
100

(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Conf-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af41 (34) af42 (36) af43 (38)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 4
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Trans-Data-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af21 (18) af22 (20) af23 (22)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 2
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Bulk-Data-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af11 (10) af12 (12) af13 (14)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 1
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 4%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs1 (8)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 1%
queue-buffers ratio 10
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Class-map: AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Strm-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af31 (26) af32 (28) af33 (30)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: class-default (match-any)
0 packets
Match: any
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 25%
queue-buffers ratio 25

例：auto qos trust dscp
次の例は、auto qos trust dscp コマンドと、適用されるポリシーとクラス マップを示しています。
このコマンドを実行すると、次のポリシー マップが作成されて適用されます。
• AutoQos-4.0-Trust-Dscp-Input-Policy
• AutoQos-4.0-Output-Policy
このコマンドを実行すると、次のクラス マップが作成されて適用されます。
• class-default（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Priority-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Conf-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Trans-Data-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Bulk-Data-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Strm-Queue（match-any）
Device(config)# interface GigabitEthernet1/0/18
Device(config-if)# auto qos trust dscp
Device(config-if)# end
Device#show policy-map interface GigabitEthernet1/0/18
GigabitEthernet1/0/18
Service-policy input: AutoQos-4.0-Trust-Dscp-Input-Policy
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Class-map: class-default (match-any)
0 packets
Match: any
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
dscp dscp table AutoQos-4.0-Trust-Dscp-Table
Service-policy output: AutoQos-4.0-Output-Policy
queue stats for all priority classes:
Queueing
priority level 1
(total drops) 0
(bytes output) 0
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Priority-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs4 (32) cs5 (40) ef (46)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 5
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Priority: 30% (300000 kbps), burst bytes 7500000,
Priority Level: 1
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs2 (16) cs3 (24) cs6 (48) cs7 (56)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 3
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
queue-limit dscp 16 percent 80
queue-limit dscp 24 percent 90
queue-limit dscp 48 percent 100
queue-limit dscp 56 percent 100
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Conf-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af41 (34) af42 (36) af43 (38)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 4
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Trans-Data-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af21 (18) af22 (20) af23 (22)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 2
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
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(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Bulk-Data-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af11 (10) af12 (12) af13 (14)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 1
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 4%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs1 (8)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 1%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Strm-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af31 (26) af32 (28) af33 (30)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: class-default (match-any)
0 packets
Match: any
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 25%
queue-buffers ratio 25

例：auto qos video cts
次の例は、auto qos video cts コマンドと、適用されるポリシーとクラス マップを示しています。
このコマンドを実行すると、次のポリシー マップが作成されて適用されます。
• AutoQos-4.0-Trust-Cos-Input-Policy
• AutoQos-4.0-Output-Policy
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このコマンドを実行すると、次のクラス マップが作成されて適用されます。
• class-default（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Priority-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Conf-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Trans-Data-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Bulk-Data-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Strm-Queue（match-any）
Device(config)# interface GigabitEthernet1/0/12
Device(config-if)# auto qos video cts
Device(config-if)# end
Device# show policy-map interface GigabitEthernet1/0/12
GigabitEthernet1/0/12
Service-policy input: AutoQos-4.0-Trust-Cos-Input-Policy
Class-map: class-default (match-any)
0 packets
Match: any
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
cos cos table AutoQos-4.0-Trust-Cos-Table
Service-policy output: AutoQos-4.0-Output-Policy
queue stats for all priority classes:
Queueing
priority level 1
(total drops) 0
(bytes output) 0
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Priority-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs4 (32) cs5 (40) ef (46)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 5
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Priority: 30% (300000 kbps), burst bytes 7500000,
Priority Level: 1
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs2 (16) cs3 (24) cs6 (48) cs7 (56)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 3
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
queue-limit dscp 16 percent 80
queue-limit dscp 24 percent 90
queue-limit dscp 48 percent 100
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queue-limit dscp 56 percent 100
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Conf-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af41 (34) af42 (36) af43 (38)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 4
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Trans-Data-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af21 (18) af22 (20) af23 (22)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 2
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Bulk-Data-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af11 (10) af12 (12) af13 (14)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 1
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 4%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs1 (8)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 1%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Strm-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af31 (26) af32 (28) af33 (30)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

1225

自動 QoS の設定例

(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: class-default (match-any)
0 packets
Match: any
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 25%
queue-buffers ratio 25

例：auto qos video ip-camera
次の例は、auto qos video ip-camera コマンドと、適用されるポリシーとクラス マップを示してい
ます。
このコマンドを実行すると、次のポリシー マップが作成されて適用されます。
• AutoQos-4.0-Trust-Dscp-Input-Policy
• AutoQos-4.0-Output-Policy
このコマンドを実行すると、次のクラス マップが作成されて適用されます。
• class-default（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Priority-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Conf-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Trans-Data-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Bulk-Data-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Strm-Queue（match-any）
Device(config)# interface GigabitEthernet1/0/9
Device(config-if)# auto qos video ip-camera
Device(config-if)# end
Device# show policy-map interface GigabitEthernet1/0/9
GigabitEthernet1/0/9
Service-policy input: AutoQos-4.0-Trust-Dscp-Input-Policy
Class-map: class-default (match-any)
0 packets
Match: any
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
1226

OL-30686-01-J

自動 QoS の設定例

dscp dscp table AutoQos-4.0-Trust-Dscp-Table
Service-policy output: AutoQos-4.0-Output-Policy
queue stats for all priority classes:
Queueing
priority level 1
(total drops) 0
(bytes output) 0
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Priority-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs4 (32) cs5 (40) ef (46)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 5
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Priority: 30% (300000 kbps), burst bytes 7500000,
Priority Level: 1
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs2 (16) cs3 (24) cs6 (48) cs7 (56)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 3
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
queue-limit dscp 16 percent 80
queue-limit dscp 24 percent 90
queue-limit dscp 48 percent 100
queue-limit dscp 56 percent 100
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Conf-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af41 (34) af42 (36) af43 (38)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 4
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Trans-Data-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af21 (18) af22 (20) af23 (22)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 2
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
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Class-map: AutoQos-4.0-Output-Bulk-Data-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af11 (10) af12 (12) af13 (14)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 1
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 4%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs1 (8)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 1%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Strm-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af31 (26) af32 (28) af33 (30)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: class-default (match-any)
0 packets
Match: any
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 25%
queue-buffers ratio 25

例：auto qos video media-player
次に、auto qos video media-player コマンドと、適用されるポリシーとクラス マップの例を示しま
す。
このコマンドを実行すると、次のポリシー マップが作成されて適用されます。
• AutoQos-4.0-Trust-Dscp-Input-Policy
• AutoQos-4.0-Output-Policy
このコマンドを実行すると、次のクラス マップが作成されて適用されます。
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• class-default（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Priority-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Conf-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Trans-Data-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Bulk-Data-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Strm-Queue（match-any）
Device(config)# interface GigabitEthernet1/0/7
Device(config-if)# auto qos video media-player
Device(config-if)# end
Device# show policy-map interface GigabitEthernet1/0/7
GigabitEthernet1/0/7
Service-policy input: AutoQos-4.0-Trust-Dscp-Input-Policy
Class-map: class-default (match-any)
0 packets
Match: any
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
dscp dscp table AutoQos-4.0-Trust-Dscp-Table
Service-policy output: AutoQos-4.0-Output-Policy
queue stats for all priority classes:
Queueing
priority level 1
(total drops) 0
(bytes output) 0
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Priority-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs4 (32) cs5 (40) ef (46)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 5
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Priority: 30% (300000 kbps), burst bytes 7500000,
Priority Level: 1
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs2 (16) cs3 (24) cs6 (48) cs7 (56)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 3
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
queue-limit dscp 16 percent 80
queue-limit dscp 24 percent 90
queue-limit dscp 48 percent 100
queue-limit dscp 56 percent 100
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(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Conf-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af41 (34) af42 (36) af43 (38)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 4
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Trans-Data-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af21 (18) af22 (20) af23 (22)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 2
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Bulk-Data-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af11 (10) af12 (12) af13 (14)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 1
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 4%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs1 (8)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 1%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Strm-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af31 (26) af32 (28) af33 (30)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
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bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: class-default (match-any)
0 packets
Match: any
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 25%
queue-buffers ratio 25

例：auto qos voip trust
次の例は、auto qos voip trust コマンドと、適用されるポリシーとクラス マップを示しています。
このコマンドを実行すると、次のポリシー マップが作成されて適用されます。
• AutoQos-4.0-Trust-Cos-Input-Policy
• AutoQos-4.0-Output-Policy
このコマンドを実行すると、次のクラス マップが作成されて適用されます。
• class-default（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Priority-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Conf-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Trans-Data-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Bulk-Data-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Strm-Queue（match-any）
Device(config)# interface GigabitEthernet1/0/31
Device(config-if)# auto qos voip trust
Device(config-if)# end
Device# show policy-map interface GigabitEthernet1/0/31
GigabitEthernet1/0/31
Service-policy input: AutoQos-4.0-Trust-Cos-Input-Policy
Class-map: class-default (match-any)
0 packets
Match: any
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
cos cos table AutoQos-4.0-Trust-Cos-Table
Service-policy output: AutoQos-4.0-Output-Policy
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queue stats for all priority classes:
Queueing
priority level 1
(total drops) 0
(bytes output) 0
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Priority-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs4 (32) cs5 (40) ef (46)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 5
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Priority: 30% (300000 kbps), burst bytes 7500000,
Priority Level: 1
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs2 (16) cs3 (24) cs6 (48) cs7 (56)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 3
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
queue-limit dscp 16 percent 80
queue-limit dscp 24 percent 90
queue-limit dscp 48 percent 100
queue-limit dscp 56 percent 100
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Conf-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af41 (34) af42 (36) af43 (38)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 4
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Trans-Data-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af21 (18) af22 (20) af23 (22)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 2
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Bulk-Data-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af11 (10) af12 (12) af13 (14)
0 packets, 0 bytes
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5 minute rate 0 bps
Match: cos 1
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 4%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs1 (8)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 1%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Strm-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af31 (26) af32 (28) af33 (30)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: class-default (match-any)
0 packets
Match: any
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 25%
queue-buffers ratio 25

例：auto qos voip cisco-phone
次の例は、auto qos voip cisco-phone コマンドと、適用されるポリシーとクラス マップを示してい
ます。
このコマンドを実行すると、次のポリシー マップが作成されて適用されます。
• AutoQos-4.0-CiscoPhone-Input-Policy
• AutoQos-4.0-Output-Policy
このコマンドを実行すると、次のクラス マップが作成されて適用されます。
• AutoQos-4.0-Voip-Data-CiscoPhone-Class（match-any）
• AutoQos-4.0-Voip-Signal-CiscoPhone-Class（match-any）
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• AutoQos-4.0-Default-Class（match-any）
• class-default（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Priority-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Conf-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Trans-Data-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Bulk-Data-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Strm-Queue（match-any）
Device(config)# interface GigabitEthernet1/0/5
Device(config-if)# auto qos voip cisco-phone
Device(config-if)# end
Device# show policy-map interface GigabitEthernet1/0/5
GigabitEthernet1/0/5
Service-policy input: AutoQos-4.0-CiscoPhone-Input-Policy
Class-map: AutoQos-4.0-Voip-Data-CiscoPhone-Class (match-any)
0 packets
Match: cos 5
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
dscp ef
police:
cir 128000 bps, bc 8000 bytes
conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
set-dscp-transmit dscp table policed-dscp
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps
Class-map: AutoQos-4.0-Voip-Signal-CiscoPhone-Class (match-any)
0 packets
Match: cos 3
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
dscp cs3
police:
cir 32000 bps, bc 8000 bytes
conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
set-dscp-transmit dscp table policed-dscp
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps
Class-map: AutoQos-4.0-Default-Class (match-any)
0 packets
Match: access-group name AutoQos-4.0-Acl-Default
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
dscp default
Class-map: class-default (match-any)
0 packets
Match: any
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0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Service-policy output: AutoQos-4.0-Output-Policy
queue stats for all priority classes:
Queueing
priority level 1
(total drops) 0
(bytes output) 0
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Priority-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs4 (32) cs5 (40) ef (46)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 5
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Priority: 30% (300000 kbps), burst bytes 7500000,
Priority Level: 1
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs2 (16) cs3 (24) cs6 (48) cs7 (56)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 3
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
queue-limit dscp 16 percent 80
queue-limit dscp 24 percent 90
queue-limit dscp 48 percent 100
queue-limit dscp 56 percent 100
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Conf-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af41 (34) af42 (36) af43 (38)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 4
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Trans-Data-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af21 (18) af22 (20) af23 (22)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 2
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
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Class-map: AutoQos-4.0-Output-Bulk-Data-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af11 (10) af12 (12) af13 (14)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 1
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 4%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs1 (8)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 1%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Strm-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af31 (26) af32 (28) af33 (30)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: class-default (match-any)
0 packets
Match: any
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 25%
queue-buffers ratio 25

例：auto qos voip cisco-softphone
次の例は、auto qos voip cisco-softphone コマンドと、適用されるポリシーとクラス マップを示し
ています。
このコマンドを実行すると、次のポリシー マップが作成されて適用されます。
• AutoQos-4.0-CiscoSoftPhone-Input-Policy
• AutoQos-4.0-Output-Policy
このコマンドを実行すると、次のクラス マップが作成されて適用されます。
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• AutoQos-4.0-Voip-Data-Class（match-any）
• AutoQos-4.0-Voip-Signal-Class（match-any）
• AutoQos-4.0-Multimedia-Conf-Class（match-any）
• AutoQos-4.0-Bulk-Data-Class（match-any）
• AutoQos-4.0-Transaction-Class（match-any）
• AutoQos-4.0-Scavanger-Class（match-any）
• AutoQos-4.0-Signaling-Class（match-any）
• AutoQos-4.0-Default-Class（match-any）
• class-default（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Priority-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Conf-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Trans-Data-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Bulk-Data-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Strm-Queue（match-any）
Device(config)# interface GigabitEthernet1/0/20
Device(config-if)# auto qos voip cisco-softphone
Device(config-if)# end
Device# show policy-map interface GigabitEthernet1/0/20
GigabitEthernet1/0/20
Service-policy input: AutoQos-4.0-CiscoSoftPhone-Input-Policy
Class-map: AutoQos-4.0-Voip-Data-Class (match-any)
0 packets
Match: dscp ef (46)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 5
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
dscp ef
police:
cir 128000 bps, bc 8000 bytes
conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
set-dscp-transmit dscp table policed-dscp
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps
Class-map: AutoQos-4.0-Voip-Signal-Class (match-any)
0 packets
Match: dscp cs3 (24)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
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Match: cos 3
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
dscp cs3
police:
cir 32000 bps, bc 8000 bytes
conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
set-dscp-transmit dscp table policed-dscp
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps
Class-map: AutoQos-4.0-Multimedia-Conf-Class (match-any)
0 packets
Match: access-group name AutoQos-4.0-Acl-MultiEnhanced-Conf
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
dscp af41
police:
cir 5000000 bps, bc 156250 bytes
conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
drop
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps
Class-map: AutoQos-4.0-Bulk-Data-Class (match-any)
0 packets
Match: access-group name AutoQos-4.0-Acl-Bulk-Data
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
dscp af11
police:
cir 10000000 bps, bc 312500 bytes
conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
set-dscp-transmit dscp table policed-dscp
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps
Class-map: AutoQos-4.0-Transaction-Class (match-any)
0 packets
Match: access-group name AutoQos-4.0-Acl-Transactional-Data
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
dscp af21
police:
cir 10000000 bps, bc 312500 bytes
conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
set-dscp-transmit dscp table policed-dscp
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps
Class-map: AutoQos-4.0-Scavanger-Class (match-any)
0 packets
Match: access-group name AutoQos-4.0-Acl-Scavanger
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
dscp cs1
police:
cir 10000000 bps, bc 312500 bytes
conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
drop
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps
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Class-map: AutoQos-4.0-Signaling-Class (match-any)
0 packets
Match: access-group name AutoQos-4.0-Acl-Signaling
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
dscp cs3
police:
cir 32000 bps, bc 8000 bytes
conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
drop
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps
Class-map: AutoQos-4.0-Default-Class (match-any)
0 packets
Match: access-group name AutoQos-4.0-Acl-Default
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
dscp default
police:
cir 10000000 bps, bc 312500 bytes
conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
set-dscp-transmit dscp table policed-dscp
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps
Class-map: class-default (match-any)
0 packets
Match: any
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Service-policy output: AutoQos-4.0-Output-Policy
queue stats for all priority classes:
Queueing
priority level 1
(total drops) 0
(bytes output) 0
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Priority-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs4 (32) cs5 (40) ef (46)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 5
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Priority: 30% (300000 kbps), burst bytes 7500000,
Priority Level: 1
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs2 (16) cs3 (24) cs6 (48) cs7 (56)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 3
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
queue-limit dscp 16 percent 80
queue-limit dscp 24 percent 90
queue-limit dscp 48 percent 100
queue-limit dscp 56 percent 100
(total drops) 0
(bytes output) 0
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bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Conf-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af41 (34) af42 (36) af43 (38)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 4
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Trans-Data-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af21 (18) af22 (20) af23 (22)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 2
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Bulk-Data-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af11 (10) af12 (12) af13 (14)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 1
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 4%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs1 (8)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 1%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Strm-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af31 (26) af32 (28) af33 (30)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
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Class-map: class-default (match-any)
0 packets
Match: any
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 25%
queue-buffers ratio 25

auto qos classify police
次の例は、auto qos classify police コマンドと、適用されるポリシーとクラス マップを示していま
す。
このコマンドを実行すると、次のポリシー マップが作成されて適用されます。
• AutoQos-4.0-Classify-Police-Input-Policy
• AutoQos-4.0-Output-Policy
このコマンドを実行すると、次のクラス マップが作成されて適用されます。
• AutoQos-4.0-Multimedia-Conf-Class（match-any）
• AutoQos-4.0-Bulk-Data-Class（match-any）
• AutoQos-4.0-Transaction-Class（match-any）
• AutoQos-4.0-Scavanger-Class（match-any）
• AutoQos-4.0-Signaling-Class（match-any）
• AutoQos-4.0-Default-Class（match-any）
• class-default（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Priority-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Conf-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Trans-Data-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Bulk-Data-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Strm-Queue（match-any）
Device(config)# interface GigabitEthernet1/0/6
Device(config-if)# auto qos classify police
Device(config-if)# end
Device# show policy-map interface GigabitEthernet1/0/6
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GigabitEthernet1/0/6
Service-policy input: AutoQos-4.0-Classify-Police-Input-Policy
Class-map: AutoQos-4.0-Multimedia-Conf-Class (match-any)
0 packets
Match: access-group name AutoQos-4.0-Acl-MultiEnhanced-Conf
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
dscp af41
police:
cir 5000000 bps, bc 156250 bytes
conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
drop
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps
Class-map: AutoQos-4.0-Bulk-Data-Class (match-any)
0 packets
Match: access-group name AutoQos-4.0-Acl-Bulk-Data
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
dscp af11
police:
cir 10000000 bps, bc 312500 bytes
conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
set-dscp-transmit dscp table policed-dscp
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps
Class-map: AutoQos-4.0-Transaction-Class (match-any)
0 packets
Match: access-group name AutoQos-4.0-Acl-Transactional-Data
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
dscp af21
police:
cir 10000000 bps, bc 312500 bytes
conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
set-dscp-transmit dscp table policed-dscp
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps
Class-map: AutoQos-4.0-Scavanger-Class (match-any)
0 packets
Match: access-group name AutoQos-4.0-Acl-Scavanger
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
dscp cs1
police:
cir 10000000 bps, bc 312500 bytes
conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
drop
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps
Class-map: AutoQos-4.0-Signaling-Class (match-any)
0 packets
Match: access-group name AutoQos-4.0-Acl-Signaling
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
dscp cs3
police:
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cir 32000 bps, bc 8000 bytes
conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
drop
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps
Class-map: AutoQos-4.0-Default-Class (match-any)
0 packets
Match: access-group name AutoQos-4.0-Acl-Default
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
dscp default
police:
cir 10000000 bps, bc 312500 bytes
conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
set-dscp-transmit dscp table policed-dscp
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps
Class-map: class-default (match-any)
0 packets
Match: any
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Service-policy output: AutoQos-4.0-Output-Policy
queue stats for all priority classes:
Queueing
priority level 1
(total drops) 0
(bytes output) 0
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Priority-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs4 (32) cs5 (40) ef (46)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 5
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Priority: 30% (300000 kbps), burst bytes 7500000,
Priority Level: 1
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs2 (16) cs3 (24) cs6 (48) cs7 (56)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 3
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
queue-limit dscp 16 percent 80
queue-limit dscp 24 percent 90
queue-limit dscp 48 percent 100
queue-limit dscp 56 percent 100
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Conf-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af41 (34) af42 (36) af43 (38)
0 packets, 0 bytes
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5 minute rate 0 bps
Match: cos 4
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Trans-Data-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af21 (18) af22 (20) af23 (22)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 2
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Bulk-Data-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af11 (10) af12 (12) af13 (14)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 1
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 4%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs1 (8)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 1%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Strm-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af31 (26) af32 (28) af33 (30)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: class-default (match-any)
0 packets
Match: any
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
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(bytes output) 0
bandwidth remaining 25%
queue-buffers ratio 25

auto qos global compact
次に、auto qos global compact コマンドの例を示します。
Device# configure terminal
Device(config)# auto qos global compact
Device(config)# interface GigabitEthernet1/2
Device(config-if)# auto qos voip cisco-phone
Device# show auto-qos
GigabitEthernet1/2
auto qos voip cisco-phone
Device# show running-config interface GigabitEthernet 1/0/2
interface GigabitEthernet1/0/2
auto qos voip cisco-phone
end

自動 QoS の関連情報
自動 QoS 設定で特定の QoS の変更をする必要がある場合は、QoS のマニュアルを確認してくださ
い。

自動 QoS に関する追加情報
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

この章で使用するコマンドの完全な構文および QoS Command Reference (Catalyst 3850 Switches)
使用方法の詳細。
『Cisco IOS Quality of Service Solutions Command
Reference』

エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi
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標準および RFC
標準/RFC

Title

—

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

シスコのテクニカル サポート
説明

Link

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

自動 QoS の機能履歴と情報
リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。 最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソ
フトウェア リリースに対応したリリース ノートを参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。

無線リソース管理の設定の前提条件
無線リソース管理を設定するには、スイッチをモビリティ アンカーではなくモビリティ コント
ローラとして設定する必要があります。また、ホーム AP で動的なチャネル割り当て機能のサポー
トが必要な場合があります。
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RRM を機能させるには、モビリティ コントローラとモビリティ エージェントを含む新しいモビ
リティ アーキテクチャをスイッチまたはコントローラで設定する必要があります。

（注）

モビリティ コントローラとモビリティ エージェントの設定については、『Mobility Configuration
Guide』を参照してください。

無線リソース管理の制約事項
RF グループの AP の数は 500 に限定されています。
AP の最大数をすでに保持している RF グループに AP が join しようとすると、デバイスはアプリ
ケーションを拒否し、エラーをスローします。
Ap の通信時間公平性モードを有効にするには、ポリシー識別モードを無効にしてから再度適用す
る必要があります。これは、すべての AP に対し通信時間の公平性の設定を変更します。また ap
name <ap-name> dot11 24ghz airtime-fairness mode enforce-policy コマンドを使用して、個々の AP の
通信時間の公平性のモードを変更できます。

無線リソース管理について
無線リソース管理（RRM）ソフトウェアはスイッチに組み込まれており、ワイヤレス ネットワー
クのリアルタイムでの RF 管理を常時提供する組み込みの RF エンジニアとして機能します。RRM
を使用すると、スイッチは次の情報について、アソシエートされている Lightweight アクセス ポイ
ントを継続的に監視できます。
• トラフィックの負荷：トラフィックの送受信に使用される帯域幅の合計量。これにより、無
線 LAN 管理者は、ネットワークの拡大状況を追跡し、クライアントの需要を見越して計画
を立てることができます。
• 干渉：他の 802.11 発信元から送られてくるトラフィック量。
• ノイズ：現在割り当てられているチャネルに干渉している 802.11 以外のトラフィック量。
• カバレッジ：接続されているすべてのクライアントの受信信号強度インジケータ（RSSI）と
信号対雑音比（SNR）。
• その他：近くにあるアクセス ポイントの数。
RRM は次の機能を実行します。
• 無線リソースの監視
• 送信電力の制御
• チャネルの動的割り当て
• カバレッジ ホールの検出と修正
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• RF グループ化

（注）

RRM のグループ化は、AP が DCA チャネルのリストにないスタティック チャネルで動作する
ため、実行されません。NDP は、DCA チャネルでのみ送信され、無線が非 DCA チャネルで
動作する場合、NDA はオンチャネルで受信しません。

無線リソースの監視
RRM は、ネットワークに追加された新しいスイッチや Lightweight アクセス ポイントを自動的に
検出して設定します。その後、アソシエートされている近くの Lightweight アクセス ポイントを自
動的に調整して、カバレッジとキャパシティを最適化します。
Lightweight アクセス ポイントでは、使用国で有効なすべての チャネルをスキャンできます。ま
た、他の地域で使用可能なチャネルも同様です。ローカルモードのアクセスポイントは、これら
のチャネルのノイズと干渉を監視するために、最大で 60 ミリ秒の間「オフチャネル」になりま
す。不正アクセスポイント、不正クライアント、アドホッククライアント、干渉しているアクセ
ス ポイントを検出するために、この間に収集されたパケットが解析されます。

（注）

音声トラフィックやその他の重要なトラフィックがある場合（過去100ミリ秒内）、アクセス
ポイントはオフチャネル測定を延期できます。また、WLAN スキャンの延期プライオリティ
設定に基づいて、延期されます。
各アクセス ポイントがオフチャネルになるのはすべての時間のわずか 0.2% です。この動作はす
べてのアクセスポイントに分散されるので、隣接するアクセスポイントが同時にスキャンを実行
して、無線 LAN のパフォーマンスに悪影響を及ぼすことはありません。
RRM では、モビリティ コントローラ（MC）およびモビリティ エージェント（MA）を含む RF
グループ化の新しいモビリティ アーキテクチャがサポートされます。
• モビリティ コントローラ（MC）：Cisco WLC 5700 シリーズ コントローラ、Cisco Catalyst
3850 スイッチ、Cisco Unified Wireless Network ソリューションのコントローラは MC として
機能できます。MC には、その中で内部的に実行されている MC 機能および MA 機能があり
ます。
• モビリティ エージェント（MA）：モビリティ エージェントは、モバイル クライアント用の
クライアント モビリティ ステート マシンを維持するコンポーネントです。

RF グループについて
RF グループは、無線単位でネットワークの計算を実行するために、グローバルに最適化された方
法で RRM の実行を調整する Cisco WLC の論理的な集合です。802.11 ネットワーク タイプごとに
RF グループが存在します。単一の RF グループに Cisco WLC をクラスタリングすることによっ
て、RRM アルゴリズムは単一の Cisco WLC の機能を拡張できます。
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RF グループは、次のパラメータに基づいて作成されます。
• ユーザ設定の RF ネットワーク名。
• 無線レベルで実行されるネイバー探索。
• MC に設定されている国のリスト。
MC 間で実行する RF グループ化。
Lightweight アクセス ポイントは、定期的にネイバー メッセージを無線で送信します。同じ RF グ
ループ名を使用しているアクセス ポイントは、相互に送信されたメッセージを検証します。
検証されたネイバー メッセージを、異なるコントローラ上のアクセス ポイントが -80 dBm 以上の
信号強度で受信すると、Cisco WLC によって自動モードの RF 領域が動的に形成されます。静的
モードで、リーダーは手動で選択され、メンバが RF グループに追加されます。RF グループ モー
ドに関する詳細については、「RF グループ リーダー」の項を参照してください。

（注）

RF グループとモビリティ グループは、どちらも Cisco WLC のクラスタを定義するという点で
は同じですが、用途に関しては異なります。RF グループはスケーラブルでシステム全体にわ
たる動的な RF 管理を実現するのに対して、モビリティ グループはスケーラブルでシステム全
体にわたるモビリティと Cisco WLC の冗長性を実現します。

RF グループ リーダー
7.0.116.0 のリリースから、RFグループ リーダーを次の 2 つの方法で設定することができます。
• 自動モード：このモードでは、RF グループのメンバによって、グループの「マスター」電力
およびチャネル スキームを管理する RF グループ リーダーが選ばれます。RF グループ アル
ゴリズムは、RF グループ リーダーを動的に選択し、RF グループ リーダーが常に存在してい
ることを確認します。グループ リーダーの割り当ては変更されることがあります（たとえ
ば、現在の RF グループ リーダーが動作しなくなった場合、または RF グループ メンバが大
幅に変更された場合）。
• 静的モード：このモードでは、ユーザは RF グループ リーダーとして Cisco WLC を手動で選
択します。このモードでは、リーダーおよびメンバは手動で設定され、固定されます。メン
バが RF グループに join できない場合は、理由が表示されます。リーダーは、メンバが前の
試行で join しなかった場合、1 分ごとにメンバとの接続を確立しようとします。
RF グループ リーダーは、システムによって収集されたリアルタイムの無線データを分析して、
パワーおよびチャネルの割り当てを算出し、RF グループの各 Cisco WLC に送信します。RRM ア
ルゴリズムによって、システム全体の安定性が保証され、チャネルおよびパワー スキームの変更
を適切なローカル RF 領域に制限します。
6.0 より前の Cisco WLC ソフトウェア リリースでは、動的チャネル割り当て（DCA）の検索アル
ゴリズムによって、RF グループの Cisco WLC にアソシエートされた無線について適切なチャネ
ル計画を判別しますが、現在の計画よりも大幅に優れていない限り、新しいチャネル計画は適用
されません。両方の計画で最も不適切な無線のチャネル メトリックにより、適用する計画が決定
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されます。新しいチャネル計画を適用するための唯一の基準として最もパフォーマンスの低い無
線を使用すると、ピンニングまたはカスケードの問題が発生する可能性があります。
ピンニングは、アルゴリズムによって RF グループの一部の無線に適したチャネル計画が検出さ
れても、ネットワーク内の最も条件の悪い無線には適したチャネル オプションがないため、チャ
ネル計画の変更は実施されないことを指します。RF グループ内の最も条件の悪い無線によって、
グループ内の他の無線がより適切なチャネル計画を探すことができなくなる場合があります。ネッ
トワークの規模が大きければ大きいほど、よりピンニングになりやすいです。
1 つの無線のチャネルが変更された場合に、RF 領域の残りの無線を最適化するため、連続して
チャネル変更が行われると、カスケードが発生します。このような無線を最適化すると、ネイバー
およびネイバーのチャネル計画が次善のものになり、チャネル最適化が起動されます。この影響
は、すべてのアクセス ポイント無線が同じ RF グループに属している場合、複数のフロアまたは
複数の建物に広がることがあります。この変更は、大きなクライアントの混乱を引き起こし、ネッ
トワークを不安定にします。
ピンニングとカスケードの主な原因は、新しいチャネル計画を検索する方法と、起こる可能性の
あるチャネル計画の変更が単一の無線の RF 状態によって制御されていることです。Cisco WLC
ソフトウェア リリース 6.0 の DCA アルゴリズムは、ピンニングとカスケードを回避するよう再設
計されました。次の変更が実装されました。
• 複数のローカル検索：DCA 検索アルゴリズムでは、単一の無線による単一のグローバル検索
ではなく、同じ DCA の処理内で異なる無線によって開始される複数のローカル検索が実行
されます。この変更によって、ピンニングとカスケードの両方に対応できるだけでなく、安
定性を損なうことなく、DCA に必要な柔軟性と適合性が維持されます。
• 複数のチャネル計画変更イニシエータ（CPCI）：以前は、最も条件の悪い単一の無線が、
チャネル計画変更の唯一のイニシエータでした。しかし、RF グループ内の各無線が評価され
て、イニシエータ候補として優先順位付けされるようになりました。生成されたリストはイ
ンテリジェントにランダム化されるので、最終的にすべての無線が評価され、ピンニングが
発生する可能性はなくなります。
• チャネル計画変更の適用制限（ローカリゼーション）：各 CPCI 無線の場合、DCA アルゴリ
ズムは適切なチャネル計画を求めてローカル検索を実行しますが、実際には CPCI 無線自身
および 1 ホップ近隣のアクセス ポイントのみが現在の送信チャネルを変更できます。アクセ
ス ポイントによるチャネル計画変更のトリガーの影響は、そのアクセス ポイントの 2 RF ホッ
プ内だけで認識され、実際のチャネル計画変更は 1 ホップ RF 領域内に制限されます。この
制限はすべての CPCI 無線にわたって適用されるため、カスケードが発生する可能性はあり
ません。
• 非 RSSI ベースの累積コスト メトリック：累積コスト メトリックによって、全範囲、領域、
またはネットワークが指定のチャネル計画でどの程度のパフォーマンスを示すのかを測定し
ます。チャネル計画の品質全体を把握する目的で、その領域内にあるすべてのアクセス ポイ
ントに関する個々のコスト メトリックが考慮されます。これらのメトリックの使用で、すべ
てのチャネル計画変更に単一の各無線の品質の向上または低下が含まれるようになります。
その目的は、単一の無線の品質は向上するが、他の複数の無線のパフォーマンスが大幅に低
下するような、チャネル計画変更を避けることです。
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RRM アルゴリズムは、指定された更新間隔（デフォルトでは 600 秒）で実行されます。更新間隔
の合間に、RF グループ リーダーは各 RF グループ メンバにキープアライブ メッセージを送信し、
リアルタイムの RF データを収集します。

（注）

複数の監視間隔を使用することもできます。詳細については、「RRM の設定」の項を参照し
てください。

RF Group Name
Cisco WLC には RF グループ名が設定されます。この RF グループ名は、その Cisco WLC に join
しているすべてのアクセス ポイントに送信され、アクセス ポイントでは、この名前がハッシュ
MIC をネイバー メッセージで生成するための共有秘密として使用されます。RF グループを作成
するには、グループに含めるすべての Cisco WLC に同じ RF グループ名を設定します。
Cisco WLC に join しているアクセス ポイントが別の Cisco WLC 上のアクセス ポイントから RF 伝
送を受け取る可能性がある場合は、それらの Cisco WLC に同じ RF グループ名を設定する必要が
あります。アクセス ポイント間の RF 伝送を受信する可能性がある場合、802.11 干渉およびコン
テンションをできるだけ回避するには、システム全体にわたる RRM が推奨されます。

モビリティ コントローラ
MC には、グループ リーダーまたはグループ メンバを指定できます。RF グループ化と他の MC
とのグループ選出に基づいて、MC の 1 つは RF グループ リーダーとして動作することができま
す。RF リーダーを選出する優先順位は、コントローラまたはスイッチがサポートできる AP の最
大数に基づきます。優先順位が最も高いのは 1 で、最も低いのは 5 です。
1 WiSM 2 コントローラ
2 Cisco WLC 5700 シリーズ コントローラ
3 WiSM 1 コントローラ
4 Catalyst 3850 シリーズ スイッチ
5 Catalyst 3650 シリーズ スイッチ
MC の 1 つが RRM グループ リーダーになる場合、残りの MC は RRM グループ メンバになりま
す。RRM グループ メンバは、グループ リーダーに RF 情報を送信します。グループ リーダーは
ネットワークのチャネルおよび送信電力の計画を決定し、RF グループ メンバへ情報を戻します。
MC は、MA に属する無線の電力計画を MA へ配信します。これらのチャネルおよび電力の計画
は、最終的に個々の無線にまで配信されます。

（注）

MC 内には MA の機能があります。
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Mobility Agent
MA は、MC と通信します。MA と通信している場合は、MC にはスイッチ/コントローラの MAC
または IP アドレスが含まれます。
MA は、MC によってポーリングされると、次の情報を提供します。
• 干渉またはノイズのデータ
• ネイバー データ
• 無線機能（サポートされているチャネル、電力レベル）
• 無線設定（電源、チャネル、チャネル幅）
• レーダー データ
MC は、スイッチ/コントローラ（MA）と次の情報を交換します。メッセージには次の内容が含ま
れます。
• 個々の無線の設定（チャネル、電源、チャネル幅）
• 個々の無線の現在の設定と RF 測定のポーリング要求
• グループ リーダーの更新
一方、MA は次のメッセージを MC に伝達します。
• 無線からの RF 測定（ロード、ノイズ、ネイバー情報など）
• 個々の無線の RF 機能と設定
MCから指示された場合、MAは無線のチャンネル、電源、チャネル幅を設定します。DFS、カバ
レッジ ホールの検出/緩和、静的なチャネル/電源の設定は、MA によって実行されます。

RF グループ内の不正アクセス ポイント検出について
Cisco WLC の RF グループを作成したら、不正アクセス ポイントを検出するように、Cisco WLC
に接続されたアクセスポイントを設定する必要があります。アクセスポイントによって、近隣の
アクセス ポイントのメッセージ内のビーコン/プローブ応答フレームが選択され、RF グループの
認証情報要素（IE）と一致するものが含まれているかどうかが確認されます。選択が正常に終了
すると、フレームは認証されます。正常に終了しなかった場合は、認証されているアクセス ポイ
ントによって、近隣のアクセス ポイントが不正アクセス ポイントとして報告され、その BSSID
が不正テーブルに記録されます。さらに、このテーブルは Cisco WLC に送信されます。

送信電力の制御
スイッチは、リアルタイムの無線 LAN 状況に基づいて、アクセス ポイントの送信電力を動的に
制御します。
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送信電力制御（TPC）アルゴリズムによって、RF 環境での変化に応じて、アクセス ポイントの電
力が増減します。多くの場合、TPC は干渉を低減させるため、アクセス ポイントの電力を下げよ
うとします。しかし、アクセスポイントで障害が発生したり、アクセスポイントが無効になった
りして、RF カバレッジに急激な変化があると、TPC は周囲のアクセス ポイントで電力を上げる
こともあります。この機能は、主にクライアントと関係があるカバレッジ ホールの検出とは異な
ります。TPC はアクセス ポイント間におけるチャネルの干渉を最小限に抑えながら、必要なカバ
レッジ レベルを達成するため、十分な RF 電力を提供します。

最小/最大送信電力の設定による TPC アルゴリズムの無効化
TPC アルゴリズムは、数多くのさまざまな RF 環境で RF 電力を分散させます。ただし、自動パ
ワー制御では、アーキテクチャの制約事項またはサイトの制約事項のため、適切な RF 設計を実
装できなかった一部のケースは解消できない可能性があります。たとえば、すべてのアクセス ポ
イントを互いに近づけて中央の廊下に設置する必要があるが、建物の端までカバレッジが必要と
される場合などです。
このようなケースでは、最大および最小の送信電力制限を設定し、TPC の推奨を無効化すること
ができます。最大および最小の TPC 電力設定は、RF ネットワークの RF プロファイルを通じてす
べてのアクセス ポイントに適用されます。
[Maximum Power Level Assignment] および [Minimum Power Level Assignment] を設定するには、[Tx
Power Control] ページのテキスト ボックスに RRM が使用する最大および最小の送信電力を入力し
ます。これらのパラメータの範囲は -10 ～ 30 dBm です。最小値を最大値よりも大きくしたり、最
大値を最小値よりも小さくしたりすることはできません。
最大送信電力を設定すると、RRM では、スイッチに接続されているすべてのアクセス ポイント
はこの送信電力レベルを上回ることはできません（電力が RRM TPC またはカバレッジ ホールの
検出のどちらで設定されるかは関係ありません）。たとえば、最大送信電力を 11 dBm に設定する
と、アクセス ポイントを手動で設定しない限りは、11 dBm を上回って伝送を行うアクセス ポイ
ントはありません。

チャネルの動的割り当て
同じチャネル上の 2 つの隣接するアクセス ポイントによって、信号のコンテンションや信号の衝
突が発生することがあります。衝突の場合、アクセス ポイントではデータが受信されません。こ
の動作は問題になることがあります。たとえば、誰かがカフェで電子メールを読むことで、近隣
の会社のアクセス ポイントのパフォーマンスに影響が及ぶような場合です。これらがまったく別
のネットワークであっても、チャネル 1 を使用してカフェにトラフィックが送信されることによっ
て、同じチャネルを使用している会社の通信が妨害される可能性があります。スイッチはアクセ
スポイントチャネル割り当てを動的に割り当てて、衝突を回避し、キャパシティとパフォーマン
スを改善することができます。チャネルは「再利用」され、希少な RF リソースが浪費されるの
を防ぐことができます。つまり、チャネル 1 はカフェから離れた別のアクセス ポイントに割り当
てられます。これは、チャネル 1 をまったく使用しない場合に比べてより効率的です。
スイッチの動的チャネル割り当て（DCA）機能は、アクセス ポイント間における隣接するチャネ
ルの干渉を最小限に抑える上でも役立ちます。たとえば、チャネル 1 とチャネル 2 など、802.11b/g
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帯域でオーバーラップする 2 つのチャネルは、同時に 11/54 Mbps を使用できません。スイッチ
は、チャネルを効果的に再割り当てすることによって、隣接するチャネルを分離します。

（注）

重複しないチャネル（1、6、11、など）だけの使用を推奨します。
スイッチは、さまざまなリアルタイムの RF 特性を検証して、次のようにチャネルの割り当てを
効率的に処理します。
• アクセス ポイントの受信エネルギー：各アクセス ポイントとその近隣のアクセス ポイント
間で測定された受信信号強度。チャネルを最適化して、ネットワーク キャパシティを最大に
します。
• ノイズ：ノイズによって、クライアントおよびアクセス ポイントの信号の品質が制限されま
す。ノイズが増加すると、有効なセル サイズが小さくなり、ユーザ エクスペリエンスが低
下します。スイッチでは、ノイズ源を避けるようにチャネルを最適化することで、システム
キャパシティを維持しながらカバレッジを最適化できます。過剰なノイズのためにチャネル
が使用できない場合は、そのチャネルを回避できます。
• 802.11 干渉：干渉とは、不正アクセス ポイントや近隣の無線ネットワークなど、無線 LAN
に含まれない 802.11 トラフィックのことです。Lightweight アクセス ポイントは、常にすべ
てのチャネルをスキャンして干渉の原因を調べます。802.11 干渉の量が定義済みの設定可能
なしきい値（デフォルトは 10 % ）を超えると、アクセス ポイントからスイッチにアラート
が送信されます。その場合、スイッチでは、RRM アルゴリズムを使用してチャネルの割り当
てを動的に調整することで、干渉がある状況でシステム パフォーマンスを向上させることが
できます。このような調整によって、隣接する Lightweight アクセス ポイントが同じチャネ
ルに割り当てられることがありますが、この設定は、干渉している外部アクセス ポイントが
原因で使用できないチャネルにアクセス ポイントを割り当てたままにしておくよりも効果的
です。
また、他のワイヤレス ネットワークがある場合、スイッチは、他のネットワークを補足する
ようにチャネルの使用を変更します。たとえば、チャネル 6 に 1 つのネットワークがある場
合、隣接する無線 LAN はチャネル 1 または 11 に割り当てられます。この調整によって、周
波数の共有が制限され、ネットワークのキャパシティが増加します。チャネルにキャパシ
ティがほとんど残っていない場合、スイッチはそのチャネルを回避できます。すべての非
オーバーラップ チャネルが使用される非常に高密度の展開では、スイッチでも最適な処理が
行われますが、期待値を設定する際に RF 密度を考慮する必要があります。
• 負荷および利用率：利用率の監視が有効な場合、（たとえば、ロビーとエンジニアリング エ
リアを比較して）一部のアクセス ポイントが他のアクセス ポイントよりも多量のトラフィッ
クを伝送するように展開されていることを、キャパシティの計算で考慮できます。これによ
り、スイッチは、最も低いパフォーマンスが報告されているアクセス ポイントを改善するよ
うにチャネルを割り当てることができます。チャネル構造を変更する際には、負荷を考慮し
て、現在ワイヤレス LAN に存在するクライアントへの影響を最小限に抑えるようにします。
このメトリックによって、すべてのアクセス ポイントの送信パケットおよび受信パケットの
数が追跡されて、アクセス ポイントのビジー状態が測定されます。新しいクライアントは過
負荷のアクセス ポイントを回避し、別のアクセス ポイントにアソシエートします。このパ
ラメータはデフォルトではディセーブルになっています。
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スイッチは、この RF 特性情報を RRM アルゴリズムとともに使用して、システム全体にわたる判
断を行います。相反する要求の解決にあたっては、軟判定メトリックを使用して、ネットワーク
干渉を最小限に抑えるための最善の方法が選択されます。最終的には、3 次元空間における最適
なチャネル設定が実現します。この場合、上下のフロアにあるアクセス ポイントが全体的な無線
LAN 設定において主要な役割を果たします。

（注）

2.4GHz 帯域の 40 MHz チャネル、または 80 MHz チャネルを使用する無線は、DCA ではサポー
トされていません。
RRM スタートアップ モードは、次のような状況で起動されます
• シングルスイッチ 環境では、スイッチ をアップグレードしてリブートすると、RRM スター
トアップ モードが起動します。
• マルチスイッチ環境では、RRM スタートアップ モードは、RF グループ リーダーが選定され
てから起動されます。
CLI から RRM スタートアップ モードを開始できます。
RRM スタートアップ モードは、100 分間（10 分間隔で 10 回繰り返し）実行されます。RRM ス
タートアップ モードの持続時間は、DCA 間隔、感度、およびネットワーク サイズとは関係あり
ません。スタートアップ モードには、定常ステート チャネル計画に収束するために 10 回の高感
度な（チャネルを容易に環境に対して敏感に変更する）DCA 実行が含まれます。スタートアップ
モードが終了した後、DCA は指定した間隔と感度で実行を継続します。

（注）

DCA アルゴリズム間隔の設定値は 1 時間ですが、DCA アルゴリズムは、常に 10 分間隔（デ
フォルト）で実行し、最初の 10 サイクルは、10 分ごとにチャネル割り当てが行われ、チャネ
ルは、DCA アルゴリズムに従って 10 分ごとに変更されます。その後、設定した時間間隔に戻
ります。DCA アルゴリズム間隔は定常状態に従うため、DCA 間隔とアンカー時間の両方に共
通です。

（注）

RF グループ メンバーで DCA/TPC をオフにし、RF グループ リーダーに auto を設定すると、
メンバーのチャネル/TX の電源は、RF グループ リーダーで実行されるアルゴリズムによって
変化します。

カバレッジ ホールの検出と修正
RRM カバレッジ ホール検出アルゴリズムは、堅牢な無線パフォーマンスに必要なレベルに達し
ない無線 LAN の無線カバレッジの領域を検出することができます。この機能によって、Lightweight
アクセス ポイントを追加（または再配置）する必要があるというアラートが生成されます。
RRM 設定で指定されたレベルを下回るしきい値レベル（RSSI、失敗したクライアントの数、失敗
したパケットの割合、および失敗したパケットの数）で Lightweight アクセス ポイント上のクライ
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アントが検出されると、アクセスポイントからスイッチに「カバレッジホール」アラートが送信
されます。このアラートは、ローミング先の有効なアクセス ポイントがないまま、クライアント
で劣悪な信号カバレッジが発生し続けるエリアが存在することを示します。スイッチでは、修正
可能なカバレッジ ホールと不可能なカバレッジ ホールが識別されます。修正可能なカバレッジ
ホールの場合、スイッチでは、その特定のアクセス ポイントの送信電力レベルを上げることに
よってカバレッジ ホールが解消されます。送信電力を増加させることが不可能なクライアント
や、電力レベルが静的に設定されているクライアントによって生じたカバレッジ ホールがスイッ
チによって解消されることはありません。ダウンストリームの送信電力を増加させても、ネット
ワーク内の干渉を増加させる可能性があるからです。

RRM の設定方法
高度な RRM CCX パラメータの設定（CLI）
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

ap dot11 24ghz | 5ghz rrm ccx
location-measurement 間隔

802.11 CXX クライアントのロケーション測
定の間隔を設定します。範囲は 10 ～ 32400
秒です。

例：
Device(config)# ap dot11 24ghz rrm
ccx location-measurement 15

ステップ 3

end
例：

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

Device(config)# end
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ネイバー探索タイプの設定（CLI）
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

ap dot11 24ghz | 5ghz rrm
ネイバー探索タイプを設定します。デフォルトで
ndp-type {protected | transparent} は、モードは「transparent」に設定されます。
例：
Device(config)#ap dot11 24ghz
rrm ndp-type protected
Device(config)#ap dot11 24ghz
rrm ndp-type transparent

ステップ 3

end
例：

• [protected]：セキュアな通信にネイバー探索
タイプを「protected」に設定します。 パケッ
トが暗号化されます。
• [transparent]：ネイバー探索タイプを
「transparent」に設定します。 パケットはそ
のまま送信されます。
特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z キー
を押しても、グローバル コンフィギュレーション
モードを終了できます。

Device(config)# end

RRM プロファイルしきい値、監視チャネル、および監視間隔の設定（GUI）
手順
ステップ 1

[Configuration] > [Wireless] > [802.11a/n/ac] > [RRM] > [General] または [Configuration] > [Wireless] >
[802.11b/g/n] > [RRM] > [General] を選択して、RRM の [General] ページを開きます。

ステップ 2

次のように、アラームに使用されるプロファイルしきい値を設定します。
（注）
プロファイルしきい値は、RRM アルゴリズムの機能には関係ありません。これらのし
きい値パラメータに設定された各 AP の値を超えると、スイッチは、Cisco Prime
Infrastructure または他のトラップ レシーバに SNMP トラップ（またはアラート）を送信
します。
a) [Interference] テキスト ボックスに、1 つのアクセス ポイントにおける干渉（ワイヤレス ネット
ワーク外の発信元からの 802.11 トラフィック）の割合を入力します。有効な値の範囲は 0 ～
100% で、デフォルト値は 10% です。
b) [Clients] テキスト ボックスに、1 つのアクセス ポイントにおけるクライアントの数を入力しま
す。有効な範囲は 1 ～ 75 で、デフォルト値は 12 です。
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c) [Noise] テキスト ボックスに、1 つのアクセス ポイントにおけるノイズ（802.11 以外のトラ
フィック）のレベルを入力します。有効な値の範囲は –127 ～ 0 dBm で、デフォルト値は –70
dBm です。
d) [Utilization] テキスト ボックスに、1 つのアクセス ポイントで使用されている RF 帯域幅の割合
を入力します。有効な値の範囲は 0 ～ 100% で、デフォルト値は 80% です。
e) [Throughput] テキスト ボックスに、1 つのアクセス ポイントで使用されるスループット レベル
を入力します。有効な範囲は 1000 ～ 10000000 で、デフォルト値は 1000000 です。
ステップ 3

[Channel List] ドロップダウン リストから次のオプションのいずれかを選択して、アクセス ポイン
トで RRM によるスキャンに使用されるチャネルのセットを指定します。
• [All Channels]：選択した無線でサポートされているすべてのチャネルで、RRM によるチャネ
ル スキャンが実行されます。使用国で有効でないチャネルも対象となります。
• [Country Channels]：使用国内の D チャネルのみで、RRM によるチャネル スキャンが実行さ
れます。これはデフォルト値です。
• [DCA Channels]：DCA アルゴリズムによって使用されるチャネル セットのみで、RRM によ
るチャネル スキャンが実行されます。デフォルトでは、使用国で有効な、オーバーラップし
ないすべてのチャネルが対象となります。ただし、必要に応じて、DCA で使用するチャネル
セットを指定できます。これを行うには、「チャネルの動的割り当て」の手順に従ってくだ
さい。

ステップ 4

次のように、監視間隔を設定します。
1 [Channel Scan Interval] テキスト ボックスに、無線帯域内の各チャネルでスキャンを実行する時
間間隔の合計（秒）を入力します。スキャン プロセス全体の所要時間はチャネル、無線ごとに
50 ミリ秒であり、ここで設定された間隔で実行されます。各チャネルをリッスンするための所
要時間は、50 ミリ秒のスキャン時間（設定不可）とスキャン対象チャネル数によって決まりま
す。たとえば、米国の場合、すべての 11 802.11b/g チャネルは、デフォルトの 180 秒の間隔で
50 ミリ秒間スキャンされます。したがって、各スキャン チャネルで 16 秒ごとに 50 ミリ秒が
リッスンに費やされます（180/11 = 約 16 秒）。Channel Scan Interval パラメータで、スキャン
を実行する間隔を指定します。有効な範囲は 60 ～ 3600 秒で、 802.11a/n/ac および 802.11b/g/n
無線のデフォルト値は 180 秒です。
2 [Neighbor Packet Frequency] テキスト ボックスに、ネイバー パケット（メッセージ）が送信さ
れる間隔を秒単位で入力します。ネイバー パケットによって最終的にネイバー リストが構築
されます。有効な範囲は 60 ～ 3,600 秒です。デフォルト値は 60 秒です。
（注）

アクセス ポイント無線が 60 分以内に既存のネイバーからネイバー パケットを受信
しない場合、Cisco WLC によってネイバー リストからそのネイバーが削除されます。

ステップ 5

[Apply] をクリックします。

ステップ 6

[Save Configuration] をクリックします。
（注）
Cisco WLC の RRM パラメータをすべて工場出荷時のデフォルト値に戻す場合は、[Set
to Factory Default] をクリックします。
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RF グループの設定
この項では、GUI または CLI によって RF グループを設定する方法について説明します。

（注）

通常、RF グループ名は展開時にスタートアップ ウィザードを使用して設定されます。ただ
し、必要に応じて変更できます。

（注）

複数の国番号機能を使用している場合、同じ RF グループに join する予定のすべての Cisco WLC
は、同じ国を同じ順序で設定する必要があります。

（注）

Cisco Prime インフラストラクチャを使用して RF グループを設定することもできます。

RF グループ モードの設定（GUI）
手順
ステップ 1

[Configuration] > [Wireless] > [802.11a/n/ac] > [RRM] > [RF Grouping] または [Configuration] > [Wireless]
> [802.11b/g/n] > [RRM] > [RF Grouping] を選択して、[RF Grouping] ページを開きます。

ステップ 2

[Group Mode] ドロップダウン リストで、この Cisco WLC に設定するモードを選択します。
次のモードで RF グループ化を設定できます。
• auto：RF グループ選択を自動更新モードに設定します。
（注）

設定したスタティック リーダーは、モードが [auto] に設定されるまで、他の Cisco
RF のメンバになることはできません。

• [leader]：RF グループ選択を静的モードに設定し、この Cisco WLC をグループ リーダーとし
て設定します。
• off：RF グループ選択をオフに設定します。すべての Cisco WLC が自身のアクセス ポイント
パラメータを最適化します。
（注）

（注）

優先順位が高い Cisco WLC が使用可能な場合、優先順位がより低い Cisco WLC は
グループ リーダーのロールを担うことはできません。ここでの優先順位は、Cisco
WLC の処理能力に関連しています。
Cisco WLC が自動 RF グループ化に加わるように設定することをお勧めします。
RRM の設定を無効にする際には、自動 RF グループ化への参加を無効にする必要
はありません。
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ステップ 3

[Apply] をクリックして設定を保存し、[Restart] をクリックして RRM RF グループ化アルゴリズム
を再起動します。

ステップ 4

この Cisco WLC に対して、スタティック リーダーとして RF グループ化モードを設定した場合、
次のように [Group Members] セクションからグループ メンバを追加することができます。
1 スイッチの [Name] テキスト ボックスに、このグループにメンバとして追加する Cisco WLC を
入力します。
2 [IP Address] テキスト ボックスに、Cisco WLC の IP アドレスを入力します。
3 [Add] をクリックして、このグループにメンバを追加します。
（注）

メンバがスタティック リーダーに join されない場合は、失敗の理由がカッコ内に表
示されます。

ステップ 5

[Apply] をクリックします。

ステップ 6

[Save Configuration] をクリックします。

RF グループ選択モードの設定（CLI）
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

ap dot11 24ghz | 5ghz rrm
802.11 帯域の RF グループ選択モードを設定しま
group-mode{auto | leader | off} す。
例：

• [auto]：802.11 RF グループ選択を自動更新モー

Device(config)#ap dot11 24ghz
rrm group-mode leader

• [leader]：リーダー モードで 802.11 RF グルー

ドに設定します。
プ選択をリーダー モードに設定します。
• [off]：802.11 RF グループ選択をディセーブル
にします。

ステップ 3

end
例：

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

Device(config)# end
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RF グループ名の設定（CLI）
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

ステップ 3

wireless rf-network name
例：

RF グループを作成します。グループ名は、最大
19 文字の ASCII 文字列で、大文字と小文字が区別
されます。

Device (config)# wireless
rf-network test1

（注）

end
例：

RF グループに含める各コントローラに
ついて、この手順を繰り返します。

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

Device(config)# end

ステップ 4

shownetworkprofile
profile_number

RF グループを表示します。
（注）

1 ～ 4294967295 のネットワーク プロファ
イル番号を表示できます。

RF グループ名の設定（GUI）
手順
ステップ 1

[Configuration] > [Controller] > [General] を選択して、[General] ページを開きます。

ステップ 2

[RF Network Name] テキスト ボックスに RF グループの名前を入力します。名前は最大 19 の ASCII
文字を含むことができ、大文字と小文字が区別されます。

ステップ 3

[Apply] をクリックして、変更を確定します。

ステップ 4

[Save Configuration] をクリックして、変更を保存します。

ステップ 5

RF グループに含める各コントローラについて、この手順を繰り返します。
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802.11 静的 RF グループのメンバの設定（CLI）
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

ap dot11 24ghz | 5ghz rrm
802.11 静的 RF グループにメンバを設定しま
group-member group_name ip_addr す。グループメンバをアクティブにするには、
グループ モードをリーダーに設定する必要が
例：
あります。
Device(config)#ap dot11 24ghz rrm
group-member Grpmem01 10.1.1.1

ステップ 3

end
例：

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

Device(config)# end

送信電力制御の設定
送信電力制御のしきい値の設定（CLI）
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

ap dot11 24ghz | 5ghz rrm
tpc-threshold threshold_value

自動電力割り当てのために RRM が使用する
送信電力制御のしきい値を設定します。範囲
は -80 ～ -50 です。

例：
Device(config)#ap dot11 24ghz rrm
tpc-threshold -60
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

end

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

例：
Device(config)# end

送信電力レベルの設定（CLI）
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

ap dot11 24ghz | 5ghz rrm
802.11 の送信電力レベルを設定します。
txpower{trans_power_level | auto
• [trans_power_level]：送信電力レベルを設定し
| max | min | once}
ます。
例：

• [auto]：自動 RF をイネーブルにします。

Device(config)#ap dot11 24ghz
rrm txpower auto

• [max]：最大自動 RF 送信電力を設定します。
• [min]：最小自動 RF 送信電力を設定します。
• [once]：自動 RF を一度だけイネーブルにしま
す。

ステップ 3

end
例：

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

Device(config)# end

送信電力制御の設定（GUI）
手順
ステップ 1

[Configuration] > [Wireless] > [802.11a/n/ac] > [RRM] > [TPC] または [Configuration] > [Wireless] >
[802.11b] > [RRM] > [TPC] を選択して、RRM の [Tx Power Control (TPC)] ページを開きます。

ステップ 2

[Transmit Power Control] を選択します。
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[Coverage Optimal Mode (TPCv1)]：強力な信号カバレッジと安定性を提供します。このモードで
は、送信電力を低く維持することでキャパシティを増やし、干渉を減らします。
ステップ 3

[Power Level Assignment Method] ドロップダウン リストから次のオプションのいずれかを選択し
て、Cisco WLC の動的電力割り当てモードを指定します。
• [Automatic]：Cisco WLC よって、join しているすべてのアクセス ポイントの送信電力が定期
的に評価され、必要に応じて更新されます。これはデフォルト値です。
• [On Demand]：Cisco WLC によって、join しているすべてのアクセス ポイントの送信電力が
定期的に評価されます。ただし、必要に応じて、[On Demand] を選択してから [Apply] をク
リックした場合のみ、Cisco WLC は電力を更新します。
（注）

[On Demand] を選択してから [Apply] をクリックしても、Cisco WLC は送信電力を
すぐに評価したり、更新したりしません。次の間隔（600 秒）まで待機します。こ
の値は設定可能です。

• [Fixed]：Cisco WLC によって、join しているアクセス ポイントの送信電力が評価されたり、
必要に応じて更新されたりすることはありません。電力レベルは、ドロップダウン リストか
ら選択した固定値に設定されます。CLI から設定する場合、[Fixed] に対応するオプションは
once です。
（注）

（注）

ステップ 4

送信電力 レベルには、mW 単位または dBm 単位の値の代わりに整数値が割り当て
られます。この整数は、アクセスポイントが展開されている規制区域、チャネル、
およびアンテナによって異なる電力レベルに対応します。
最適なパフォーマンスを確保するには、[Automatic] 設定を使用することを、お勧
めします。

[Maximum Power Level Assignment] および [Minimum Power Level Assignment] テキスト ボックスに
最大および最小の電力レベル割り当て値を入力します。
[Maximum Power Level Assignment] の範囲は、-10 ～ 30 dBm です。
[Minimum Power Level Assignment] の範囲は、-10 ～ 30 dBm です。

ステップ 5

[Power Threshold] テキスト ボックスに、アクセス ポイントの電力を減らすかどうか判断する際に
RRMで使用する切断信号レベルを入力します。このパラメータのデフォルト値は–70dBm（TPCv1）
ですが、アクセスポイントの伝送パワーレベルが必要以上に高い（または低い）場合は変更でき
ます。
このパラメータの範囲は –80 ～ –50 dBm です。この値を –65 ～ –50 dBm の範囲で増やすと、アク
セス ポイントは高い送信電力で動作するようになります。値を減らすと、逆の効果が得られま
す。
多数のアクセスポイントを使用しているアプリケーションでは、ワイヤレスクライアントが認識
する BSSID（アクセス ポイント）やビーコンの数を少なくするために、しきい値を –80 dBm また
は –75 dBm に下げるのが有用です。一部のワイヤレス クライアントは多数の BSSID や高速ビー
コンを処理できない場合があり、デフォルトのしきい値では、問題のある動作を起こす可能性が
あります。
このページには、次のような送信電力レベルのパラメータの設定も表示されますが、これらは設
定できません。
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• [Power Neighbor Count]：送信電力制御アルゴリズムを実行するためにアクセス ポイントに必
要なネイバーの最小数です。
• [Power Assignment Leader]：パワー レベルの割り当てを担当する RF グループ リーダーの MAC
アドレスです。
• [Last Power Level Assignment]：RRM が現在の送信電力 レベルの割り当てを最後に評価した時
間です。
ステップ 6

[Apply] をクリックします。

ステップ 7

[Save Configuration] をクリックします。

802.11 RRM パラメータの設定
高度な 802.11 チャネル割り当てパラメータの設定（CLI）
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

ap dot11 {24ghz | 5ghz} rrm
CleanAir のイベント駆動型 RRM パラメータを設定
channel cleanair-event sensitivity します。
{high | low | medium}
• [High]：電波品質（AQ）値が示す非 Wi-Fi 干
渉への感度を最高に指定します。
例：
Device(config)#ap dot11 24ghz
rrm channel cleanair-event
sensitivity high

• [Low]：電波品質（AQ）値が示す非 Wi-Fi 干
渉への感度を最低に指定します。
• [Medium]：電波品質（AQ）値が示す非 Wi-Fi
干渉への感度を中間に指定します。

ステップ 3

ap dot11 {24ghz | 5ghz} rrm
802.11 帯域の動的チャネル割り当て（DCA）アル
channel dca {channel number |
ゴリズム パラメータを設定します。
anchor-time | global {auto| once}
• <1-14>：DCA リストに追加するチャネル番号
| interval | min-metric | sensitivity
{high | low | medium}}
を入力します。
例：

• [anchor-time]：DCA のアンカー時間を設定し
ます。範囲は 0 ～ 23 時間です。

Device(config)#ap dot11 24ghz
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コマンドまたはアクション
rrm channel dca interval 2

目的
• [global]：すべての 802.11 Cisco AP の DCA
モードを設定します。
◦ [auto]：自動 RF をイネーブルにします。
◦ [once]：自動 RF を一度だけイネーブルに
します。
• [interval]：DCA のインターバル値を設定しま
す。値は 1、2、3、4、6、8、12、24 時間で
す。デフォルト値 0 は 10 分を意味します。
• [min-metric]：DCA の最小 RSSI エネルギー メ
トリックを設定します。範囲は -100 ～ -60 で
す。
• [sensitivity]：環境の変化に対する DCA 感度レ
ベルを設定します。
◦ [high]：最高の感度を指定します。
◦ [low]：最低の感度を指定します。
◦ [medium]：中間の感度を指定します。

ステップ 4

ap dot11 5ghz rrm channel dca
chan-width {20 | 40 | 80}

5 GHz 帯域のすべての 802.11 無線に対して DCA
チャネル幅を設定します。チャネル幅を 20 MHz、
40 MHz、または 80 MHz、に設定します。20 Mhz
がデフォルト値です。

ステップ 5

ap dot11 {24ghz | 5ghz} rrm
channel device

802.11 チャネル割り当てで、非 Wi-Fi デバイスの
継続的な回避を設定します。

例：
Device(config)#ap dot11 24ghz
rrm channel device

ステップ 6

ap dot11 {24ghz | 5ghz} rrm
channel foreign

チャネル割り当てで、外部 AP の 802.11 干渉の回
避を設定します。

例：
Device(config)#ap dot11 24ghz
rrm channel foreign
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

ap dot11 {24ghz | 5ghz} rrm
channel load

チャネル割り当てで、Cisco AP の 802.11 負荷の回
避を設定します。

例：
Device(config)#ap dot11 24ghz
rrm channel load

ステップ 8

ap dot11 {24ghz | 5ghz} rrm
channel noise

チャネル割り当てで、802.11 ノイズの回避を設定
します。

例：
Device(config)#ap dot11 24ghz
rrm channel noise

ステップ 9

end
例：

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

Device(config)# end

動的チャネル割り当ての設定（GUI）
RRM によるスキャンに使用するチャネルの選択時に、Cisco WLC の GUI を使用して動的チャネ
ル割り当て（DCA）アルゴリズムで考慮されるチャネルを指定できます。

（注）

この機能は、クライアントが古いデバイスであるため、またはクライアントに特定の制約事項
があるために、クライアントで特定のチャネルがサポートされないことがわかっている場合に
役立ちます。

手順
ステップ 1

次のように、802.11a/n/ac または 802.11b/g/n ネットワークをディセーブルにします。
a) [Configuration] > [Wireless] > [802.11a/n/ac] > [Network] または [Configuration] > [Wireless] >
[802.11b/g/n] > [Network] を選択して、[Global Parameters] ページを開きます。
b) [802.11a/n/ac（または 802.11b/g/n）Network Status] チェックボックスをオフにします。
c) [Apply] をクリックします。

ステップ 2

[Configuration] > [Wireless] > [802.11a/n/ac] > [RRM] > [DCA] または [Configuration] > [Wireless] >
[802.11b/g/n] > [RRM] > [DCA] を選択して、[Dynamic Channel Assignment (DCA)] ページを開きま
す。

ステップ 3

[Channel Assignment Method] ドロップダウン リストから次のオプションのいずれかを選択して、
Cisco WLC の DCA モードを指定します。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
1272

OL-30686-01-J

RRM の設定方法

• [Automatic]：Cisco WLC によって、join しているすべてのアクセス ポイントのチャネル割り
当てが定期的に評価され、必要に応じて更新されます。これはデフォルト値です。
• [Freeze]：必要に応じて、[Freeze] オプションを選択した後、[Apply] をクリックした場合にだ
け、join しているすべてのアクセス ポイントのチャネル割り当てが Cisco WLC によって評価
および更新されます。
（注）

[Freeze] オプションを選択した後に [Apply] をクリックすると、Cisco WLC はチャ
ネル割り当てをすぐに評価したり、更新したりしません。次の間隔が経過するまで
待機します。

• OFF：DCA をオフにして、帯域の最初のチャネルにすべてのアクセス ポイント無線を設定し
ます。このオプションを選択する場合は、すべての無線のチャネルを手動で割り当てる必要
があります。
（注）

最適なパフォーマンスを確保するには、[Automatic] 設定を使用することを、お勧
めします。

ステップ 4

[Interval] ドロップダウン リストで、[10 minutes]、[1 hour]、[2 hours]、[3 hours]、[4 hours]、[6
hours]、[8 hours]、[12 hours]、または [24 hours] のいずれかのオプションを選択し、DCA アルゴリ
ズムを実行する間隔を指定します。デフォルト値は 10 分です。

ステップ 5

[AnchorTime] ドロップダウン リストで、DCA アルゴリズムの開始時刻を指定する数値を選択しま
す。オプションは、0 ～ 23 の数値（両端の値を含む）で、午前 12 時～午後 11 時の時刻を表しま
す。

ステップ 6

[DCA Channel Sensitivity] ドロップダウン リストから、次のオプションのいずれかを選択して、
チャネルを変更するかどうかを判断する際の、信号、負荷、ノイズ、干渉などの環境の変化に対
する DCA アルゴリズムの感度を指定します。
• [Low]：環境の変化に対する DCA アルゴリズムの感度は特に高くありません。
• [Medium]：環境の変化に対する DCA アルゴリズムの感度は中程度です。
• [High]：環境の変化に対する DCA アルゴリズムの感度が高くなります。
デフォルトでは [Medium] です。DCA の感度のしきい値は、次の表で示すように、無線帯域によっ
て異なります。
表 92：DCA の感度のしきい値

ステップ 7

オプション

2.4 GHz DCA 感度しきい値

5 GHz DCA 感度しきい値

大きい

5 dB

5 dB

Medium

10 dB

15 dB

Low

20 dB

20 dB

このページには、次のような変更できないチャネル パラメータの設定も表示されます。
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• [Channel Assignment Leader]：チャネルの割り当てを担当する RF グループ リーダーの MAC
アドレスです。
ステップ 8

[DCA Channel List] 領域の [DCA Channels] テキスト ボックスには、現在選択されているチャネル
が表示されます。チャネルを選択するには、[Select] カラムでそのチャネルのチェックボックスを
オンにします。チャネルの選択を解除するには、チャネルのチェックボックスをオフにします。
範囲は次のとおりです。
• 802.11a：36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、132、136、140、
149、153、157、161、165（国によって異なる）。
• 802.11b/g：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14（国によって異なる）。
デフォルトの設定は次のとおりです。
• 802.11a：36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、132、136、140、
149、153、157、161
• 802.11b/g：1、6、11

ステップ 9

[Apply] をクリックします。

ステップ 10

次の手順で、802.11 ネットワークを再度イネーブルにします。
1 [Configuration] > [Wireless] > [802.11a/n/ac] > [Network] または [Configuration] > [Wireless] >
[802.11b/g/n] > [Network] を選択して、[Global Parameters] ページを開きます。
2 [802.11a/n/ac（または 802.11b/g/n）Network Status] チェックボックスをオンにします。
3 [Apply] をクリックします。

ステップ 11

[Save Configuration] をクリックします。

802.11 カバレッジ ホール検出の設定（CLI）
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal
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コマンドまたはアクション
ステップ 2

目的

ap dot11 24ghz | 5ghz rrm coverage データ パケットの 802.11 カバレッジ ホール検出
data{fail-percentage | packet-count を設定します。
| rssi-threshold}
• [fail-percentage]：アップリンク データ パケッ
トの 802.11 カバレッジ失敗率のしきい値を、
例：
1 ～ 100 % の範囲で設定します。
Device(config)#ap dot11 24ghz
rrm coverage data
fail-percentage 60

• [packet-count]：アップリンク データ パケッ
トの 802.11 カバレッジ最小失敗数のしきい
値を、1 ～ 255 の範囲で設定します。
• [rssi-threshold]：データ パケットの 802.11 最
小受信カバレッジ レベルを、– 90 ～ 60 dBm
の範囲で設定します。

ステップ 3

ap dot11 24ghz | 5ghz rrm coverage 802.11 Cisco AP のカバレッジ例外レベルを、0 ～
exception global 例外レベル
100 % の範囲で設定します。
例：
Device(config)#ap dot11 24ghz
rrm coverage exception global 50

ステップ 4

ap dot11 24ghz | 5ghz rrm coverage 802.11 Cisco AP クライアントの最小例外を、1 ～
level global cli_min 例外レベル
75 の範囲で指定します。
例：
Device(config)#ap dot11 24ghz
rrm coverage level global 10

ステップ 5

ap dot11 24ghz | 5ghz rrm coverage 音声パケットの 802.11 カバレッジ ホール検出を
voice{fail-percentage | packet-count 設定します。
| rssi-threshold}
• [fail-percentage]：アップリンク音声パケット
の 802.11 カバレッジ失敗率のしきい値を、1
例：
～ 100 % の範囲で設定します。
Device(config)#ap dot11 24ghz
rrm coverage voice packet-count
10

• [packet-count]：アップリンク音声パケットの
802.11 カバレッジ最小失敗数のしきい値を、
1 ～ 255 の範囲で設定します。
• [rssi-threshold]：音声パケットの 802.11 最小
受信カバレッジ レベルを、–90 ～ -60 dBm の
範囲で設定します。
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

end

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

例：
Device(config)# end

カバレッジ ホールの検出の設定（GUI）
手順
ステップ 1

次の手順で 802.11 ネットワークをディセーブルにします。
a) [Configuration] > [Wireless] > [802.11a/n/ac] または [Configuration] > [Wireless] > [802.11b/g/n] を選
択して、802.11a/n/ac（または 802.11b/g/n）の [Global Parameters] ページを開きます。
b) [802.11a/n/ac（または 802.11b/g/n）Network Status] チェックボックスをオフにします。
c) [Apply] をクリックします。

ステップ 2

[Configuration] > [Wireless] > [802.11a/n/ac] > [RRM] > [Coverage Thresholds] または [Configuration] >
[Wireless] > [802.11b/g/n] > [RRM] > [Coverage Thresholds] を選択して、[coverage] ページを開きま
す。

ステップ 3

カバレッジ ホールの検出を有効にする場合は [Enable Coverage Hole Detection] チェックボックスを
オンにします。この機能を無効にする場合は、オフにします。カバレッジ ホールの検出を有効に
すると、カバレッジが不完全な領域に位置する可能性のあるクライアントを持つアクセス ポイン
トがあるかどうかを、アクセス ポイントから受信したデータに基づいて Cisco WLC が自動的に判
断します。デフォルト値はオンです。

ステップ 4

[Data RSSI] テキスト ボックスに、アクセス ポイントで受信されたデータ パケットの最小の受信
信号強度インジケータ（RSSI）値を入力します。入力する値は、ネットワーク内のカバレッジ
ホール（またはカバレッジが不完全な領域）を特定するのに使用されます。アクセス ポイントに
よって、ここで入力する値より RSSI 値が小さいパケットがデータ キューに受信される場合、潜
在的なカバレッジ ホールが検出されています。有効な値の範囲は –90 ～ –60 dBm で、デフォルト
値は –80 dBm です。アクセス ポイントでは、データ RSSI が 5 秒おきに測定され、それらが 90 秒
間隔で Cisco WLC にレポートされます。

ステップ 5

[Voice RSSI] テキスト ボックスに、アクセス ポイントで受信された音声パケットの最小の受信信
号強度インジケータ（RSSI）値を入力します。入力する値は、ネットワーク内のカバレッジ ホー
ルを特定するのに使用されます。アクセス ポイントによって、ここで入力する値より RSSI 値が
小さいパケットが音声キューに受信される場合、潜在的なカバレッジ ホールが検出されていま
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す。有効な値の範囲は –90 ～ –60 dBm で、デフォルト値は –80 dBm です。アクセス ポイントで
は、音声 RSSI が 5 秒おきに測定され、それらが 90 秒間隔で Cisco WLC にレポートされます。
ステップ 6

[Min Failed Client Count per AP] テキスト ボックスに、RSSI 値がデータ RSSI または音声 RSSI のし
きい値以下である、アクセス ポイント上のクライアントの最小数を入力します。有効な範囲は 1
～ 75 で、デフォルト値は 3 です。

ステップ 7

[Coverage Exception Level per AP] テキスト ボックスに、信号レベルが低くなっているにもかかわ
らず別のアクセスポイントにローミングできない、アクセスポイント上のクライアントの割合を
入力します。有効な値の範囲は 0 ～ 100% で、デフォルト値は 25% です。
（注）
5 秒間で失敗したパケットの数と割合の両方が、[Failed Packet Count] および [Failed Packet
Percentage]（Cisco WLC の CLI を使用して設定可能）に設定された値を超える場合、ク
ライアントは事前アラーム状態と判断されます。Cisco WLC は、この情報を使用して、
真のカバレッジ ホールと偽のカバレッジ ホールを区別します。false positive は通常、大
部分のクライアントに実装されているローミング ロジックが不適切であることが原因
です。180 秒間（90 秒間の 2 倍）で失敗したクライアントの数と割合の両方が、[Min
Failed Client Count per AP] および [Coverage Exception Level per AP] テキスト ボックスに
入力された値を満たすか超えている場合、カバレッジ ホールが検出されます。Cisco
WLC は、カバレッジ ホールが修正可能かどうかを判断し、適切な場合は、その特定の
アクセス ポイントの送信電力レベルを上げることによってカバレッジ ホールを解消し
ます。

ステップ 8

[Apply] をクリックします。

ステップ 9

次の手順で 802.11 ネットワークを再度イネーブルにします。
a) [Configuration] > [Wireless] > [802.11a/n/ac] > [Network] または [Configuration] > [Wireless] >
[802.11b/g/n] > [Network] を選択して、802.11a（または 802.11b/g）の [Global Parameters] ページ
を開きます。
b) [802.11a/n/ac（または 802.11b/g/n）Network Status] チェックボックスをオンにします。
c) [Apply] をクリックします。

ステップ 10

[Save Configuration] をクリックします。

802.11 イベント ロギングの設定（CLI）
手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステッ
プ2

ap dot11 24ghz | 5ghz rrm
各種パラメータに対するイベント ロギングを設
logging{channel | coverage | foreign | 定します。
load | noise | performance | txpower}
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コマンドまたはアクション

目的
• [channel]：802.11 チャネル変更ロギング モー
ドを設定します。

例：
Device(config)#ap dot11 24ghz rrm
logging channel

• [coverage]：802.11 のカバレッジ プロファイ

Device(config)#ap dot11 24ghz rrm
logging coverage

• [foreign]：802.11 外部干渉プロファイル ロ

ル ロギング モードを設定します。
ギング モードを設定します。

Device(config)#ap dot11 24ghz rrm
logging foreign

• [load]：802.11 負荷プロファイル ロギング
モードを設定します。

Device(config)#ap dot11 24ghz rrm
logging load

• [noise]：802.11 ノイズ プロファイル ロギン

Device(config)#ap dot11 24ghz rrm
logging noise

グ モードを設定します。

Device(config)#ap dot11 24ghz rrm
logging performance

• [performance]：802.11 パフォーマンス プロ
ファイル ロギング モードを設定します。

Device(config)#ap dot11 24ghz rrm
logging txpower

• [txpower]：802.11 送信電力変更ロギング
モードを設定します。

ステッ
プ3

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

end
例：
Device(config)# end

802.11 統計情報の監視の設定（CLI）
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

ap dot11 24ghz | 5ghz rrm monitor
channel-list{all | country | dca}
例：
Device(config)#ap dot11 24ghz rrm
monitor channel-list all

noise/interference/rogue などのパラメータに
802.11 監視チャネル リストを設定します。
• [all]：すべてのチャネルを監視します。
• [country]：設定された国コードで使用す
るチャネルを監視します。
• [dca]：動的なチャネル割り当てで使用
されるチャネルを監視します。
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

ap dot11 24ghz | 5ghz rrm monitor
coverage 間隔

802.11 のカバレッジ測定間隔を、60 ～ 3600
秒の範囲で設定します。

例：
Device(config)#ap dot11 24ghz rrm
monitor coverage 600

ステップ 4

ap dot11 24ghz | 5ghz rrm monitor
load 間隔

802.11 負荷測定間隔を、60 ～ 3600 秒の範囲
で設定します。

例：
Device(config)#ap dot11 24ghz rrm
monitor load 180

ステップ 5

ap dot11 24ghz | 5ghz rrm monitor
noise 間隔

802.11 のノイズ測定間隔（チャネル スキャ
ン間隔）を、60 ～ 3600 秒の範囲で設定しま
す。

例：
Device(config)#ap dot11 24ghz rrm
monitor noise 360

ステップ 6

ap dot11 24ghz | 5ghz rrm monitor
signal 間隔

802.11 の信号測定間隔（ネイバー パケット
の頻度）を、60 ～ 3600 秒の範囲で設定しま
す。

例：
Device(config)#ap dot11 24ghz rrm
monitor signal 480

ステップ 7

end
例：

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

Device(config)# end

802.11 パフォーマンス プロファイルの設定（CLI）
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
Device# configure terminal
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

ap dot11 24ghz | 5ghz rrm profile clients
cli_threshold_value

802.11 Cisco AP クライアント数のしき
い値を、1 ～ 75 の範囲で設定します。

例：
Device(config)#ap dot11 24ghz rrm
profile clients 20

ステップ 3

ap dot11 24ghz | 5ghz rrm profile foreign 802.11 外部干渉のしきい値を、0 ～ 100
int_threshold_value
% の範囲で設定します。
例：
Device(config)#ap dot11 24ghz rrm
profile foreign 50

ステップ 4

ap dot11 24ghz | 5ghz rrm profile noise
for_noise_threshold_value

802.11 外部ノイズのしきい値を、-127
～ 0 dBm の範囲で設定します。

例：
Device(config)#ap dot11 24ghz rrm
profile noise -65

ステップ 5

ap dot11 24ghz | 5ghz rrm profile
throughput throughput_threshold_value

802.11 Cisco AP スループットのしきい
値を、1000 ～ 10000000 バイト/秒の範
囲で設定します。

例：
Device(config)#ap dot11 24ghz rrm
profile throughput 10000

ステップ 6

ap dot11 24ghz | 5ghz rrm profile
utilization rf_util_threshold_value

802.11 RF 使用率のしきい値を、0 ～
100% の範囲で設定します。

例：
Device(config)#ap dot11 24ghz rrm
profile utilization 75

ステップ 7

end
例：
Device(config)# end

特権 EXEC モードに戻ります。また、
Ctrl+Z キーを押しても、グローバル コ
ンフィギュレーション モードを終了で
きます。
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RF グループ内の不正アクセス ポイント検出の設定
RF グループ内の不正アクセス ポイント検出の設定（CLI）
はじめる前に
RF グループ内の各 Cisco WLC に同じ RF グループ名が設定されていることを確認します。

（注）

この名前は、すべてのビーコン フレーム内の認証 IE を検証するために使用されます。Cisco
WLC に異なる名前が設定されている場合は、誤ったアラームが生成されます。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

ap name Cisco_AP mode
{local | monitor}
例：

ローカル（通常）モードまたはモニタ（リッスン専用）
モードの特定アクセス ポイントを設定します。Cisco
WLC に接続されたすべてのアクセス ポイントについ
て、次の手順を実行します。

Device# ap name ap1 mode
local

ステップ 2

end
例：

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

Device(config)# end

ステップ 3

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステップ 4

wireless wps
ap-authentication

不正なアクセスポイントの検出をイネーブルにします。

例：
Device (config)# wireless
wps ap-authentication

ステップ 5

wireless wps
不正アクセス ポイント アラームが生成されるタイミン
ap-authentication threshold グを指定します。検出期間内にしきい値（無効な認証
value
IE を含むアクセス ポイント フレームの数を示します）
に達した場合またはしきい値を超えた場合に、アラー
例：
ムが生成されます。
Device (config)# wireless
wps ap-authentication
threshold 50

しきい値の有効範囲は 1 ～ 255 で、デフォルトのしき
い値は 1 です。アラームの誤判定を防止するには、し
きい値を高い値に設定してください。
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コマンドまたはアクション 目的
（注）

（注）

RF グループ内のすべての Cisco WLC で、不
正アクセス ポイントの検出としきい値をイ
ネーブルにします。
RF グループ内のすべての Cisco WLC で不正
アクセス ポイントの検出がイネーブルになっ
ていない場合、この機能がディセーブルに
なっている Cisco WLC のアクセス ポイント
は不正として報告されます。

RF グループ内の不正アクセス ポイント検出の有効化（GUI）
手順
ステップ 1

RF グループ内の各 Cisco WLC に同じ RF グループ名が設定されていることを確認します。
（注）
この名前は、すべてのビーコン フレーム内の認証 IE を検証するために使用されます。
Cisco WLC に異なる名前が設定されている場合は、誤ったアラームが生成されます。

ステップ 2

[Configuration] > [Wireless] > [Access Points] > [All APs] を選択して、[All APs] ページを開きます。

ステップ 3

アクセス ポイントの名前をクリックして、[All APs] > [Edit] ページを開きます。

ステップ 4

[AP Mode] ドロップダウン リストから [local] または [monitor] を選択し、[Apply] をクリックして
変更を確定します。

ステップ 5

[Save Configuration] をクリックして、変更を保存します。

ステップ 6

Cisco WLC に接続されているすべてのアクセス ポイントについて、ステップ 2 からステップ 5 を
繰り返します。

ステップ 7

[Configuration] > [Security] > [Wireless Protection Policies] > [AP Authentication/MFP] を選択して、[AP
Authentication Policy] ページを開きます。
この Cisco WLC が属する RF グループの名前は、ページの上部に表示されます。

ステップ 8

[Protection Type] ドロップダウン リストから [AP Authentication] を選択して、不正アクセス ポイン
トの検出を有効にします。

ステップ 9

[Alarm Trigger Threshold] 編集ボックスに数値を入力して、不正アクセス ポイントに関するアラー
ムがいつ生成されるようにするかを指定します。検出期間内にしきい値（無効な認証 IE を含むア
クセスポイントフレームの数を示します）に達した場合またはしきい値を超えた場合に、アラー
ムが生成されます。
（注）
しきい値の有効範囲は 1 ～ 255 で、デフォルト値は 1 です。アラームの誤判定を防止す
るには、しきい値を高い値に設定してください。

ステップ 10

[Apply] をクリックして、変更を確定します。

ステップ 11

[Save Configuration] をクリックして、変更を保存します。

ステップ 12

RF グループ内のすべての Cisco WLC について、この手順を繰り返します。
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RF グループ内のすべての Cisco WLC で不正アクセス ポイントの検出が有効になってい
ない場合、この機能が無効になっている Cisco WLC のアクセス ポイントは不正として
報告されます。

（注）

RRM パラメータと RF グループ ステータスの監視
RRM パラメータの監視
表 93：無線リソース管理を監視するためのコマンド

コマンド

説明

show ap dot11 24ghz ccx

すべての Cisco AP に対して 802.11b CCX 情報を
表示します。

show ap dot11 24ghz channel

802.11b チャネル割り当ての設定および統計情
報を表示します。

show ap dot11 24ghz coverage

802.11b カバレッジの設定と統計情報を表示し
ます。

show ap dot11 24ghz group

802.11b グループ化の設定と統計情報を表示し
ます。

show ap dot11 24ghz l2roam

802.11b l2roam 情報を表示します。

show ap dot11 24ghz logging

802.11b イベント ロギングの設定と統計情報を
表示します。

show ap dot11 24ghz monitor

802.11b モニタリングの設定および統計情報を
表示します。

show ap dot11 24ghz profile

すべての Cisco AP の 802.11b プロファイル情報
を表示します。

show ap dot11 24ghz receiver

802.11b レシーバの設定と統計情報を表示しま
す。

show ap dot11 24ghz summary

802.11b Cisco AP の設定と統計情報を表示しま
す。
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コマンド

説明

show ap dot11 24ghz txpower

802.11b 送信電力制御の設定と統計情報を表示
します。

show ap dot11 5ghz ccx

すべての Cisco AP の 802.11a CCX 情報を表示し
ます。

show ap dot11 5ghz channel

802.11a チャネル割り当ての設定および統計情
報を表示します。

show ap dot11 5ghz coverage

802.11a カバレッジの設定と統計情報を表示し
ます。

show ap dot11 5ghz group

802.11a グループ化の設定と統計情報を表示し
ます。

show ap dot11 5ghz l2roam

802.11a l2roam 情報を表示します。

show ap dot11 5ghz logging

802.11a イベント ロギングの設定と統計情報を
表示します。

show ap dot11 5ghz monitor

802.11a モニタリングの設定および統計情報を
表示します。

show ap dot11 5ghz profile

すべての Cisco AP の 802.11a プロファイル情報
を表示します。

show ap dot11 5ghz receiver

802.11a レシーバの設定と統計情報を表示しま
す。

show ap dot11 5ghz summary

802.11a Cisco AP の設定と統計情報を表示しま
す。

show ap dot11 5ghz txpower

802.11a 送信電力制御の設定と統計情報を表示
します。

RF グループ ステータスの監視（CLI）
ここでは、RF グループ ステータスの新しいコマンドについて説明します。
次のコマンドがスイッチの RF グループ ステータスを監視するために使用できます。
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表 94：アグレッシブ ロード バランシング コマンドの監視

コマンド

目的

show ap dot11 5ghz group

802.11a RF ネットワークの RF グループ リー
ダーである Cisco WLC の名前が表示されます。

show ap dot11 24ghz group

802.11b/g RF ネットワークの RF グループ リー
ダーである Cisco WLC の名前が表示されます。

RF グループ ステータスの監視（GUI）
手順
ステップ 1

[Configuration] > [Wireless] > [802.11a/n] > または [802.11b/g/n] > [RRM] > [RF Grouping] を選択し
て、[RF Grouping Algorithm] ページを開きます。
このページは RF グループの詳細を示し、設定可能なパラメータ [Group mode]、この Cisco WLC
の [Group role]、[Group Update Interval]、およびこの Cisco WLC の [Group Leader] の Cisco WLC 名
と IP アドレスを表示します。
（注）

RF グループ化モードは、[Group Mode] ドロップダウン リストを使用して設定できま
す。
ヒント：一度 Cisco WLC がスタティック メンバとして join してから、グループ化モー
ドを変更する場合は、メンバを設定したスタティック リーダーからそのメンバを削除
することをお勧めします。メンバの Cisco WLC が複数のスタティック リーダーでメン
バになるように設定されていないことも確認してください。これは、1 つまたは複数の
RF スタティック リーダーから join 試行が繰り返されるのを回避します。

ステップ 2

（任意）選択しなかったネットワーク タイプ（802.11a/n または 802.11b/g/n）について、この手順
を繰り返します。

例：RF グループの設定
次に、RF グループ名を設定する例を示します。
Device# configure terminal
Device(config)# wireless rf-network test1
Device(config)# ap dot11 24ghz shutdown
Device(config)# end
Device # show network profile 5
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次に、RF グループ内の不正アクセス ポイントの検出を設定する例を示します。
Device# ap name ap1 mode local
Device# end
Device# configure terminal
Device(config)# wireless wps ap-authentication
Device(config)# wireless wps ap-authentication threshold 50
Device(config)# end

ED-RRM に関する情報
突発的干渉は、ネットワーク上に突然発生する干渉であり、おそらくは、あるチャネル、または
ある範囲内のチャネルが完全に妨害を受けます。Cisco CleanAir の Event Driven RRM（EDRRM）
機能を使用すると、電波品質（AQ）に対してしきい値を設定できます。しきい値を超過した場合
には、影響を受けたアクセス ポイントに対してチャネル変更がただちに行われます。ほとんどの
RF 管理システムでは干渉を回避できますが、この情報がシステム全体に伝搬するには時間を要し
ます。Cisco CleanAir では AQ 測定値を使用してスペクトラムを連続的に評価するため、対応策を
30 秒以内に実行します。たとえば、アクセス ポイントがビデオ カメラからの干渉を受けた場合
は、そのカメラが動作し始めてから 30 秒以内にチャネル変更によってアクセス ポイントを回復
させることができます。Cisco CleanAir では干渉源の識別と位置の特定も行うため、後からその装
置の永続的な緩和処理も実行できます。

Cisco ワイヤレス LAN コントローラでの ED-RRM の設定（CLI）
手順
ステップ 1

次のコマンドを入力して、Cisco CleanAir 対応のアクセス ポイントで非常に高いレベルの干渉が検
出された場合に、Event Driven Radio Resource Management（RRM）の実行がトリガーされるよう設
定します。
ap dot11 {24ghz | 5ghz} rrm channel cleanair-event ：802.11 の Cisco Lightweight アクセス ポイント
の CleanAir による RRM パラメータを設定します。
ap dot11 {24ghz | 5ghz} rrm channel cleanair-event sensitivity {low | medium | high | custom}：802.11
の Cisco Lightweight アクセス ポイントの CleanAir による RRM 感度を設定します。デフォルトの
選択は、[Medium] です。
ap dot11 {24ghz | 5ghz} rrm channel cleanair-event rogue-contribution：不正コントリビューション
を有効にします。
ap dot11 {24ghz | 5ghz} rrm channel cleanair-event rogue-contributionduty-cycle thresholdvalue：不
正コントリビューションのしきい値を設定します。値の範囲は 1 ～ 99 で、デフォルトの値は 80
です。

ステップ 2

次のコマンドを入力して、変更を保存します。
write memory

ステップ 3

次のコマンドを入力して、802.11a/n/ac または 802.11b/g/n ネットワークに対する CleanAir の設定
を確認します。
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show ap dot11 {24ghz | 5ghz} cleanairconfig
以下に類似した情報が表示されます。
AdditionalClean Air Settings:
CleanAir Event-driven RRM State..............
CleanAir Driven RRM Sensitivity..............
CleanAir Event-driven RRM Rogue Option.......
CleanAir Event-driven RRM Rogue Duty Cycle...
CleanAir Persistent Devices state............
CleanAir Persistent Device Propagation.......

:
:
:
:
:
:

Enabled
LOW
Enabled
80
Disabled
Disabled

ED-RRM の設定（GUI）
手順
ステップ 1

ステップ 2
ステップ 3

[Configure] > [Radio Configurations] > [2.4 GHZ or 5 GHZ] > [RRM] > [DCA] を選択して、[ED-RRM]
ページを開きます。
（注）
ED-RRM をイネーブルにする前に、[Configure] > [Radio Configurations] > [2.4 GHZ or 5
GHZ] > [Network] > [General] ページから [Network Status] を無効にする必要があります。
ED-RRM の設定後に、ネットワークを再度有効にします。
[Event Driven RRM] セクションで、ED-RRM パラメータを表示するには、[EDRRM] チェックボッ
クスをオンにします。
[Sensitivity Threshold] のドロップダウンから値を選択します。
オプション：[Low]、[Medium]、[High]。デフォルトの選択は、[Medium] です。
show 実行コンフィギュレーションでは、デフォルトで選択されている感度しきい値は
表示されません。
不正なデューティ サイクル パラメータを表示するには、[Rogue Contribution] チェックボックスを
オンにします。
（注）

ステップ 4
ステップ 5

テキストボックスに、[Rogue Duty Cycle] の値を入力します。
値の範囲は 1 ～ 99 で、デフォルトの値は 80 です。

ステップ 6

[Apply] をクリックします。

ステップ 7

[Save Configuration] をクリックします。
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関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

RRM コマンドと詳細

RRM Command Reference, Cisco IOS XE Release
3SE (Catalyst 3850 Switches)

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

シスコのテクニカル サポート
説明

Link

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

機能情報

Cisco IOS XE 3.3SE

この機能が導入されました。
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• MSDP の設定方法, 1296 ページ
• MSDP のモニタリングおよびメンテナンス, 1318 ページ
• MSDP の設定例, 1319 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

MSDP の設定について
このセクションでは、スイッチに Multicast Source Discovery Protocol（MSDP）を設定する方法に
ついて説明します。MSDP によって、複数の Protocol-Independent Multicast Sparse-Mode（PIM-SM）
ドメインが接続されます。
このソフトウェア リリースでは、MSDP と連携して動作する Multicast Border Gateway Protocol
（MBGP）がサポートされていないため、MSDP は完全にはサポートされていません。ただし、
MBGP が動作していない場合、MSDP と連携して動作するデフォルト ピアを作成できます。
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（注）

この機能を使用するには、アクティブ スイッチ上で IP Services フィーチャー セットが稼働し
ている必要があります。

MSDP の概要
MSDP を使用すると、さまざまなドメイン内のすべてのランデブー ポイント（RP）に、グループ
のマルチキャスト送信元を通知できます。各 PIM-SM ドメインでは独自の RP が使用され、他の
ドメインの RP には依存しません。RP は伝送制御プロトコル（TCP）を通じて MSDP を実行し、
他のドメイン内のマルチキャスト送信元を検出します。
PIM-SM ドメイン内の RP は、他のドメイン内の MSDP 対応デバイスと MSDP ピアリング関係に
あります。ピアリング関係は TCP 接続を通じて発生します。主に、マルチキャスト グループを送
信する送信元のリストを交換します。RP 間の TCP 接続は、基本的なルーティング システムによっ
て実現されます。受信側の RP では、送信元リストを使用して送信元のパスが確立されます。
このトポロジの目的は、ドメインから、他のドメイン内のマルチキャスト送信元を検出すること
です。マルチキャスト送信元がレシーバーのあるドメインを対象としている場合、マルチキャス
ト データは PIM-SM の通常の送信元ツリー構築メカニズムを通じて配信されます。MSDP は、グ
ループを送信する送信元のアナウンスにも使用されます。これらのアナウンスは、ドメインの RP
で発信する必要があります。
MSDP のドメイン間動作は、Border Gateway Protocol（BGP）または MBGP に大きく依存します。
ドメイン内の RP（インターネットへのアナウンス対象であるグローバル グループを送信する送
信元用の RP）で、MSDP を実行してください。

MSDP の動作
送信元が最初のマルチキャストパケットを送信すると、送信元に直接接続された先頭ホップルー
タ（指定ルータまたは RP）によって RP に PIM 登録メッセージが送信されます。RP は登録メッ
セージを使用し、アクティブな送信元を登録したり、ローカル ドメイン内の共有ツリーの下方向
にマルチキャスト パケットを転送します。MSDP が設定されている場合は、Source-Active（SA）
メッセージも、すべての MSDP ピアに転送します。送信元、送信元からの送信先であるグルー
プ、および RP のアドレスまたは発信元 ID（RP アドレスとして使用されるインターフェイスの IP
アドレス）が設定されている場合は、SA メッセージによってこれらが識別されます。
各 MSDP ピアは SA メッセージを発信元の RP から受信して転送し、ピア Reverse-Path Forwarding
（RPF）フラッディングを実現します。MSDP デバイスは、BGP または MBGP ルーティング テー
ブルを調べ、どのピアが SA メッセージの発信元 RP へのネクスト ホップであるかを検出します。
このようなピアは RPF ピアと呼ばれます。MSDP デバイスでは、RPF ピア以外のすべての MSDP
ピアにメッセージが転送されます。BGP および MBGP がサポートされていない場合に MSDP を
設定する方法については、デフォルトの MSDP ピアの設定, （1296 ページ）を参照してください。
MSDP ピアは、非 RPF ピアから発信元 RP へ向かう同じ SA メッセージを受信すると、そのメッ
セージをドロップします。それ以外の場合、すべての MSDP ピアにメッセージが転送されます。
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ドメインの RP ピアは MSDP ピアから SA メッセージを受信します。この RP が SA メッセージに
記述されているグループへの加入要求を持ち、空でない発信インターフェイス リストに（*,G）
エントリが含まれている場合、そのグループはドメインの対象となり、RP から送信元方向に
（S,G）Join メッセージが送信されます。（S,G）Join メッセージが送信元の DR に到達してから
は、送信元からリモート ドメイン内の RP への送信元ツリーのブランチが構築されています。こ
の結果、マルチキャスト トラフィックを送信元から送信元ツリーを経由して RP へ、そしてリモー
ト ドメイン内の共有ツリーを下ってレシーバへと送信できます。
この図に、2 つの MSDP ピアの間での MSDP の動作を示します。PIM では、ドメインの RP に送
信元を登録するための標準メカニズムとして、MSDP が使用されます。MSDP が設定されている
場合は、次のシーケンスが発生します。
図 63：RP ピア間で動作する MSDP

デフォルトでは、スイッチで受信された SA メッセージ内の送信元やグループのペアは、キャッ
シュに格納されません。また、MSDPSA情報が転送される場合、この情報はメモリに格納されま
せん。したがって、ローカル RP で SA メッセージが受信された直後にメンバーがグループに加入
した場合、そのメンバーは、その次の SA メッセージによって送信元に関する情報が取得される
まで、待機する必要があります。この遅延は加入遅延と呼ばれます。
ローカル RP では、SA 要求を送信し、指定されたグループに対するすべてのアクティブな送信元
の要求をすぐに取得できます。デフォルトでは、新しいメンバーがグループに加入してマルチキャ
スト トラフィックを受信する必要が生じた場合、スイッチは MSDP ピアに SA 要求メッセージを
送信しません。新しいメンバーは次の定期的な SA メッセージを受信する必要があります。
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グループへの送信元である接続 PIM SM ドメイン内のアクティブなマルチキャスト送信元を、グ
ループの新しいメンバーが学習する必要がある場合は、新しいメンバーがグループに加入したと
きに、指定された MSDP ピアに SA 要求メッセージを送信するようにスイッチを設定します。

MSDP の利点
MSDP には次の利点があります。
• 共有されたマルチキャスト配信ツリーが分割され、共有ツリーがドメインに対してローカル
になるように設定できます。ローカル メンバーはローカル ツリーに加入します。共有ツリー
への Join メッセージはドメインから脱退する必要はありません。
• PIM SM ドメインは独自の RP だけを信頼するため、他のドメインの RP に対する信頼度が低
下します。このため、送信元の情報がドメイン外部に漏れないようにでき、セキュリティが
高まります。
• レシーバーだけが配置されているドメインは、グループ メンバーシップをグローバルにアド
バタイズしなくても、データを受信できます。
• グローバルな送信元マルチキャスト ルーティング テーブル ステートが不要になり、メモリ
が削減されます。

MSDP の設定方法
MSDP のデフォルト設定
MSDP はイネーブルになっていません。デフォルトの MSDP ピアはありません。

デフォルトの MSDP ピアの設定
はじめる前に
MSDP ピアを設定します。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1 enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワードを
入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable
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コマンドまたはアクション 目的
ステップ 2 configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3 ip msdp default-peer
すべての MSDP SA メッセージの受信元となるデフォル
ip-address | name [prefix-list ト ピアを定義します。
list]
• ip-address | name には、MSDP デフォルト ピアの IP
アドレスまたはドメイン ネーム システム（DNS）
例：
サーバ名を入力します。
Router(config)# ip msdp
default-peer 10.1.1.1
prefix-list site-a

• （任意）prefix-list list を指定する場合は、リスト内
のプレフィックス専用のデフォルト ピアとなるピ
アを指定するリスト名を入力します。プレフィック
ス リストがそれぞれ関連付けられている場合は、
複数のアクティブなデフォルト ピアを設定できま
す。
prefix-list キーワードが指定された ip msdp
default-peer コマンドを複数入力すると、複数の RP
プレフィックスに対してすべてのデフォルト ピア
が同時に使用されます。この構文は通常、スタブ
サイトクラウドに接続されたサービスプロバイダー
クラウドで使用されます。
prefix-list キーワードを指定せずに ip msdp
default-peer コマンドを複数入力すると、単一のア
クティブ ピアですべての SA メッセージが受信され
ます。このピアに障害がある場合は、次の設定済み
デフォルト ピアですべての SA メッセージが受信さ
れます。この構文は通常、スタブ サイトで使用さ
れます。

ステップ 4 ip prefix-list name
[description string] | seq
number {permit | deny}
network length
例：
Router(config)#
prefix-list site-a seq 3
permit 12 network length
128

（任意）ステップ 2 で指定された名前を使用し、プレ
フィックス リストを作成します。
• （任意）description string には、このプレフィック
ス リストを説明する 80 文字以下のテキストを入力
します。
• seq number には、エントリのシーケンス番号を入力
します。指定できる範囲は 1 ～ 4294967294 です。
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コマンドまたはアクション 目的
• deny キーワードを指定すると、条件が一致した場
合にアクセスが拒否されます。
• permit キーワードを指定すると、条件が一致した
場合にアクセスが許可されます。
• network length には、許可または拒否されているネッ
トワークの番号およびネットワークマスク長（ビッ
ト単位）を指定します。
ステップ 5 ip msdp description
{peer-name | peer-address}
text
例：

（任意）設定内で、または show コマンド出力内で簡単
に識別できるように、指定されたピアの説明を設定しま
す。
デフォルトでは、MSDP ピアに説明は関連付けられてい
ません。

Router(config)# ip msdp
description peer-name
site-b

ステップ 6 end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 7 show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show
running-config

ステップ 8 copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存
します。

例：
Device# copy
running-config
startup-config
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SA ステートのキャッシング
メモリを消費して送信元情報の遅延を短縮する場合は、SA メッセージをキャッシュに格納するよ
うにスイッチを設定できます。送信元とグループのペアのキャッシングをイネーブルにするには、
次の手順を実行します。
送信元とグループのペアのキャッシングをイネーブルにするには、次の手順に従います。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ip msdp cache-sa-state [list
access-list-number]
例：
Device(config)# ip msdp
cache-sa-state 100

ステップ 4

送信元とグループのペアのキャッシングをイネーブルに
します（SA ステートを作成します）。アクセス リスト
を通過したこれらのペアがキャッシュに格納されます。
list access-list-number の範囲は 100 ～ 199 です。
（注）

このコマンドの代わりに、ip msdp sa-reques
グローバル コンフィギュレーション コマンド
を使用できます。この代替コマンドを使用す
ると、グループの新しいメンバがアクティブ
になった場合に、SA 要求メッセージがスイッ
チから MSDP ピアに送信されます。

access-list access-list-number IP 拡張アクセス リストを作成します。必要な回数だけ
{deny | permit} protocol
このコマンドを繰り返します。
source source-wildcard
• access-list-number の範囲は 100 ～ 199 です。ステッ
destination
destination-wildcard
プ 2 で作成した番号と同じ値を入力します。
例：
Device(config)#
access-list 100 permit ip
171.69.0.0 0.0.255.255
224.2.0.0 0.0.255.255

• deny キーワードは、条件が一致した場合にアクセ
スを拒否します。permit キーワードは、条件が一
致した場合にアクセスを許可します。
• protocol には、プロトコル名として ip を入力しま
す。
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コマンドまたはアクション 目的
• source には、パケットの送信元であるネットワー
クまたはホストの番号を入力します。
• source-wildcard には、送信元に適用するワイルド
カード ビットをドット付き 10 進表記で入力しま
す。無視するビット位置には 1 を設定します。
• destination には、パケットの送信先であるネット
ワークまたはホストの番号を入力します。
• destination-wildcard には、宛先に適用するワイルド
カード ビットをドット付き 10 進表記で入力しま
す。無視するビット位置には 1 を設定します。
アクセス リストの末尾には、すべてに対する暗黙の拒
否ステートメントが常に存在することに注意してくださ
い。
ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 6

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show
running-config

ステップ 7

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保
存します。

例：
Device# copy
running-config
startup-config

MSDP ピアからの送信元情報の要求
グループへの送信元である接続 PIM SM ドメイン内のアクティブなマルチキャスト送信元を、グ
ループの新しいメンバが学習する必要がある場合は、新しいメンバがグループに加入したときに、
指定された MSDP ピアに SA 要求メッセージがスイッチから送信されるようにこのタスクを実行
します。ピアは SA キャッシュ内の情報に応答します。ピアにキャッシュが設定されていない場
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合、このコマンドを実行しても何も起こりません。この機能を設定すると加入遅延は短縮されま
すが、メモリが消費されます。
新しいメンバがグループに加入し、マルチキャスト トラフィックを受信する必要が生じた場合、
MSDP ピアに SA 要求メッセージを送信するようにスイッチを設定するには、次の手順を実行し
ます。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ip msdp sa-request {ip-address |
name}
例：
Device(config)# ip msdp
sa-request 171.69.1.1

指定された MSDP ピアに SA 要求メッセージを
送信するようにスイッチを設定します。
ip-address | name を指定する場合は、グループの
新しいメンバがアクティブになるときにローカ
ル スイッチの SA メッセージの要求元になる
MSDP ピアの IP アドレス、または名前を入力し
ます。
SA メッセージを送信する必要がある MSDP ピ
アごとに、このコマンドを繰り返します。

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 5

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設
定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

スイッチから発信される送信元情報の制御
スイッチから発信されるマルチキャスト送信元情報を制御できます。
• アドバタイズ対象の送信元（送信元ベース）
• 送信元情報のレシーバー（要求元認識ベース）
詳細については、送信元の再配信, （1302 ページ）およびSA 要求メッセージのフィルタリング, （
1304 ページ）を参照してください。

送信元の再配信
SA メッセージは、送信元が登録されている RP で発信されます。デフォルトでは、RP に登録さ
れているすべての送信元がアドバタイズされます。送信元が登録されている場合は、RP に A フラ
グが設定されています。このフラグは、フィルタリングされる場合を除き、送信元が SA に格納
されてアドバタイズされることを意味します。
アドバタイズされる登録済みの送信元をさらに制限するには、次の手順を実行します。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステッ
プ1

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワードを
入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステッ
プ2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal
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コマンドまたはアクション 目的
ステッ
プ3

ip msdp redistribute [list
access-list-name] [asn
aspath-access-list-number]
[route-map map]
例：
Device(config)# ip msdp
redistribute list 21

SA メッセージに格納されてアドバタイズされる、マルチ
キャスト ルーティング テーブル内の（S, G）エントリを
設定します。
デフォルトでは、ローカル ドメイン内の送信元だけがア
ドバタイズされます。
• （任意）list access-list-name：IP 標準または IP 拡張
アクセス リストの名前または番号を入力します。標
準アクセス リストの範囲は 1 ～ 99、拡張アクセス
リストの範囲は 100 ～ 199 です。アクセス リストに
よって、アドバタイズされるローカルな送信元、お
よび送信されるグループが制御されます。
• （任意）asn aspath-access-list-number：1 ～ 199 の範
囲の IP 標準または IP 拡張アクセス リスト番号を入
力します。このアクセス リスト番号は、ip as-path
access-list コマンドでも設定する必要があります。
• （任意）route-map map：1 ～ 199 の範囲の IP 標準
または IP 拡張アクセス リスト番号を入力します。
このアクセス リスト番号は、ip as-path access-list コ
マンドでも設定する必要があります。
アクセス リストまたは自律システム パス アクセス リス
トに従って、スイッチが（S, G）ペアをアドバタイズし
ます。

ステッ
プ4

次のいずれかを使用します。 IP 標準アクセス リストを作成します。必要な回数だけこ
のコマンドを繰り返します。
• access-listaccess-list-number
{deny| permit}
または
source
IP 拡張アクセス リストを作成します。必要な回数だけこ
[source-wildcard]
のコマンドを繰り返します。
• access-listaccess-list-number
• access-list-number：ステップ 2 で作成した同じ番号
{deny| permit}
を入力します。標準アクセス リストの範囲は 1 ～
protocol source
99、拡張アクセス リストの範囲は 100 ～ 199 です。
source-wildcard
destination
• deny：条件に合致している場合、アクセスを拒否し
destination-wildcard
ます。permit キーワードは、条件が一致した場合に
アクセスを許可します。
例：

• protocol：プロトコル名として ip を入力します。

Device(config)# access list
21 permit 194.1.22.0

• source：パケットの送信元であるネットワークまた
はホストの番号を入力します。
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コマンドまたはアクション 目的
または
Device(config)# access list
21 permit ip 194.1.22.0
1.1.1.1 194.3.44.0 1.1.1.1

• source-wildcard：送信元に適用されるワイルドカー
ド ビットをドット付き 10 進表記で入力します。無
視するビット位置には 1 を設定します。
• destination：パケットの宛先であるネットワークま
たはホストの番号を入力します。
• destination-wildcard：宛先に適用されるワイルドカー
ド ビットをドット付き 10 進表記で入力します。無
視するビット位置には 1 を設定します。
アクセス リストの末尾には、すべてに対する暗黙の拒否
ステートメントが常に存在することに注意してください。

ステッ
プ5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステッ
プ6

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステッ
プ7

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存
します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

SA 要求メッセージのフィルタリング
デフォルトでは、SA 情報をキャッシングしているスイッチだけが、SA 要求に応答できます。こ
のようなスイッチでは、デフォルトで MSDP ピアからのすべての SA 要求メッセージが採用され、
アクティブな送信元の IP アドレスが取得されます。
ただし、MSDP ピアからの SA 要求をすべて無視するように、スイッチを設定できます。標準ア
クセス リストに記述されたグループのピアからの SA 要求メッセージだけを採用することもでき
ます。アクセス リスト内のグループが指定された場合は、そのグループのピアからの SA 要求メッ
セージが受信されます。他のグループのピアからの他のメッセージは、すべて無視されます。
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デフォルトの設定に戻すには、no ip msdp filter-sa-request {ip-address| name} グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。
これらのオプションのいずれかを設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

次のいずれかを使用します。
• ip msdp filter-sa-request
{ip-address| name}
• ip msdp filter-sa-request
{ip-address| name}
list access-list-number

指定された MSDP ピアからの SA 要求メッセージ
をすべてフィルタリングします。
または
標準アクセスリストを通過したグループに対して、
指定された MSDP ピアからの SA 要求メッセージ
をフィルタリングします。アクセス リストには、
複数のグループ アドレスが記述されています。
access-list-number の範囲は 1 ～ 99 です。

例：
Device(config)# ip msdp filter
sa-request 171.69.2.2

ステップ 4

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

IP 標準アクセス リストを作成します。必要な回数
だけこのコマンドを繰り返します。
• access-list-number の範囲は 1 ～ 99 です。

例：
Device(config)# access-list 1
permit 192.4.22.0 0.0.0.255

• deny キーワードは、条件が一致した場合にア
クセスを拒否します。permit キーワードは、
条件が一致した場合にアクセスを許可します。
• source には、パケットの送信元であるネット
ワークまたはホストの番号を入力します。
• （任意）source-wildcard には、source に適用さ
れるワイルドカード ビットをドット付き 10
進表記で入力します。無視するビット位置に
は 1 を設定します。
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コマンドまたはアクション

目的
アクセス リストの末尾には、すべてに対する暗黙
の拒否ステートメントが常に存在することに注意
してください。

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 6

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 7

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定
を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

スイッチで転送される送信元情報の制御
デフォルトでは、スイッチで受信されたすべての SA メッセージが、すべての MSDP ピアに転送
されます。ただし、フィルタリングするか、または存続可能時間（TTL）値を設定し、発信メッ
セージがピアに転送されないようにできます。

フィルタの使用法
フィルタを作成すると、次のいずれかの処理を実行できます。
• すべての送信元とグループのペアのフィルタリング
• 特定の送信元とグループのペアだけが通過するように、IP 拡張アクセス リストを指定
• ルート マップの一致条件に基づくフィルタリング
フィルタを適用するには、次の手順を実行します。
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手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステッ
プ2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステッ
プ3

次のいずれかを使用します。
• ip msdp sa-filter out

• 指定された MSDP ピアへの SA メッセージをフィ
ルタリングします。
• 指定したピアに対する IP 拡張アクセス リストを

{ip-address | name}
• ip msdp sa-filter out
{ip-address | name}
list access-list-number
• ip msdp sa-filter out
{ip-address | name}
route-map map-tag

例：
Device(config)# ip msdp
sa-filter out switch.cisco.com

通過した SA メッセージのみを渡します。拡張
アクセスリスト番号の範囲は 100 ～ 199 です。
list と route-map の両方のキーワードを使用する
と、すべての条件に一致しなければ、発信 SA
メッセージ内のいずれの（S,G）ペアも通過でき
ません。
• 指定された MSDP ピアへのルート マップ map-tag
で一致基準を満たす SA メッセージのみを渡し
ます。
すべての一致条件を満たす場合、ルート マップ
に permit が指定されていれば、ルートはフィル
タを通過します。deny が指定されていれば、
ルートはフィルタリングされます。

または
Device(config)# ip msdp
sa-filter out list 100

または
Device(config)# ip msdp
sa-filter out switch.cisco.com
route-map 22

ステッ
プ4

access-list access-list-number
{deny | permit} protocol source
source-wildcard destination
destination-wildcard

（任意）IP 拡張アクセス リストを作成します。必要
な回数だけこのコマンドを繰り返します。
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コマンドまたはアクション

目的
• access-list-number には、ステップ 2 で指定した

例：
Device(config)# access list
100 permit ip 194.1.22.0
1.1.1.1 194.3.44.0 1.1.1.1

番号を入力します。
• deny キーワードは、条件が一致した場合にアク
セスを拒否します。permit キーワードは、条件
が一致した場合にアクセスを許可します。
• protocol には、プロトコル名として ip を入力し
ます。
• source には、パケットの送信元であるネットワー
クまたはホストの番号を入力します。
• source-wildcard には、送信元に適用するワイル
ドカード ビットをドット付き 10 進表記で入力
します。無視するビット位置には 1 を設定しま
す。
• destination には、パケットの送信先であるネッ
トワークまたはホストの番号を入力します。
• destination-wildcard には、宛先に適用するワイル
ドカード ビットをドット付き 10 進表記で入力
します。無視するビット位置には 1 を設定しま
す。
アクセス リストの末尾には、すべてに対する暗黙の
拒否ステートメントが常に存在することに注意して
ください。

ステッ
プ5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステッ
プ6

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステッ
プ7

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を
保存します。

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

目的

startup-config

SA メッセージに格納されて送信されるマルチキャスト データの TTL による制限
TTL 値を使用して、各送信元の最初の SA メッセージにカプセル化されるデータを制御できます。
IP ヘッダー TTL 値が ttl 引数以上であるマルチキャスト パケットだけが、指定された MSDP ピア
に送信されます。たとえば、内部トラフィックの TTL 値を 8 に制限できます。他のグループを外
部に送信する場合は、これらのパケットの TTL を 8 より大きく設定して送信する必要がありま
す。
TTL しきい値を確立するには、次の手順に従います。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ip msdp ttl-threshold {ip-address 指定された MSDP ピア宛ての最初の SA メッセー
| name} ttl
ジにカプセル化されるマルチキャスト データを
制限します。
例：
Device(config)# ip msdp
ttl-threshold switch.cisco.com
0

• ip-address | name には、TTL の制限が適用さ
れる MSDP ピアの IP アドレスまたは名前
を入力します。
• ttl には、TTL 値を入力します。デフォルト
は 0 です。この場合、すべてのマルチキャ
スト データ パケットは、TTL がなくなるま
でピアに転送されます。指定できる範囲は
0 ～ 255 です。
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 5

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 6

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設
定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

スイッチで受信される送信元情報の制御
デフォルトでは、スイッチは、MSDP の RPF ピアによって送信されたすべての SA メッセージを
受信します。ただし、着信 SA メッセージをフィルタリングし、MSDP ピアから受信する送信元
情報を制御できます。つまり、特定の着信 SA メッセージを受信しないようにスイッチを設定で
きます。
次のいずれかの処理を実行できます。
• MSDP ピアからのすべての着信 SA メッセージのフィルタリング
• 特定の送信元とグループのペアが通過するように、IP 拡張アクセス リストを指定
• ルート マップの一致条件に基づくフィルタリング
フィルタを適用するには、次の手順を実行します。
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手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステッ
プ2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステッ
プ3

次のいずれかを使用します。
• ip msdp sa-filter in

• 指定された MSDP ピアへの SA メッセージをフィ
ルタリングします。
• IP 拡張アクセス リストを通過する、指定された

{ip-address | name}
• ip msdp sa-filter in
{ip-address | name}
list access-list-number
• ip msdp sa-filter in
{ip-address | name}
route-map map-tag

例：
Device(config)# ip msdp
sa-filter in switch.cisco.com

ピアからの SA メッセージのみを通過させます。
拡張アクセス リスト access-list-number の範囲は
100 ～ 199 です。
list と route-map の両方のキーワードを使用する
と、すべての条件に一致しなければ、発信 SA
メッセージ内のいずれの（S,G）ペアも通過でき
ません。
• ルート マップ map-tag 内の一致条件を満たす、
指定された MSDP ピアからの SA メッセージの
みを通過させます。
すべての一致条件を満たす場合、ルート マップ
に permit が指定されていれば、ルートはフィル
タを通過します。deny が指定されていれば、
ルートはフィルタリングされます。

または
Device(config)# ip msdp
sa-filter in list 100

または
Device(config)# ip msdp
sa-filter in switch.cisco.com
route-map 22

ステッ
プ4

access-list access-list-number
{deny | permit} protocol source
source-wildcard destination
destination-wildcard

（任意）IP 拡張アクセス リストを作成します。必要
な回数だけこのコマンドを繰り返します。
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コマンドまたはアクション

目的
• Access-list-number には、ステップ 2 で指定した

例：
Device(config)# access list
100 permit ip 194.1.22.0
1.1.1.1 194.3.44.0 1.1.1.1

番号を入力します。
• deny キーワードは、条件が一致した場合にアク
セスを拒否します。permit キーワードは、条件
が一致した場合にアクセスを許可します。
• protocol には、プロトコル名として ip を入力し
ます。
• source には、パケットの送信元であるネットワー
クまたはホストの番号を入力します。
• source-wildcard には、送信元に適用するワイルド
カード ビットをドット付き 10 進表記で入力しま
す。無視するビット位置には 1 を設定します。
• destination には、パケットの送信先であるネット
ワークまたはホストの番号を入力します。
• destination-wildcard には、宛先に適用するワイル
ドカード ビットをドット付き 10 進表記で入力し
ます。無視するビット位置には1を設定します。
アクセス リストの末尾には、すべてに対する暗黙の
拒否ステートメントが常に存在することに注意してく
ださい。

ステッ
プ5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステッ
プ6

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステッ
プ7

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を
保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config
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MSDP メッシュ グループの設定
MSDP メッシュ グループは、MSDP によって完全なメッシュ型に相互接続された MSDP スピー
カーのグループです。メッシュ グループ内のピアから受信された SA メッセージは、同じメッシュ
グループ内の他のピアに転送されません。したがって、SA メッセージのフラッディングが削減さ
れ、ピア RPF フラッディングが簡素化されます。ドメイン内に複数の RP がある場合は、ip msdp
mesh-group グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。特に、ドメインを越え
て SA メッセージを送信する場合に使用します。単一のスイッチに複数のメッシュ グループを（異
なる名前で）設定できます。
メッシュ グループを作成するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ip msdp mesh-group name
{ip-address | name}
例：
Device(config)# ip msdp
mesh-group 2 switch.cisco.com

MSDP メッシュ グループを設定し、そのメッ
シュ グループに属する MSDP ピアを指定しま
す。
デフォルトでは、MSDP ピアはメッシュ グルー
プに属しません。
• name には、メッシュ グループの名前を入
力します。
• ip-address | name には、メッシュ グループ
のメンバーになる MSDP ピアの IP アドレ
スまたは名前を入力します。
グループ内の MSDP ピアごとに、この手順を繰
り返します。
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 5

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 6

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設
定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

MSDP ピアのシャットダウン
複数の MSDP コマンドが設定された単一のピアをアクティブにしない場合は、ピアをシャットダ
ウンしてから、あとで起動できます。ピアがシャットダウンすると、TCP 接続が終了し、再起動
されません。ピアの設定情報を保持したまま、MSDP セッションをシャットダウンすることもで
きます。
ピアをシャットダウンするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
パスワードを入力します（要求された場
合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

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

ip msdp shutdown {peer-name | peer 設定情報を保持したまま、指定された MSDP
address}
ピアをシャットダウン状態にします。
例：
Device(config)# ip msdp shutdown
switch.cisco.com

ステップ 4

目的

end

peer-name | peer address を指定する場合は、
シャットダウンする MSDP ピアの IP アドレ
スまたは名前を入力します。
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 5

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 6

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

境界 PIM デンス モード領域の MSDP への包含
デンス モード（DM）領域と PIM スパース モード（SM）領域の境界となるスイッチに MSDP を
設定します。デフォルトでは、DM 領域のアクティブな送信元は MSDP に加入しません。

（注）

ip msdp border sa-address グローバル コンフィギュレーション コマンドの使用は推奨できませ
ん。DM ドメイン内の送信元が SM ドメイン内の RP にプロキシ登録されるように SM ドメイ
ン内の境界ルータを設定し、標準 MSDP 手順でこれらの送信元をアドバタイズするように SM
ドメインを設定してください。
ip msdp originator-id グローバル コンフィギュレーション コマンドを実行すると、RP アドレスと
して使用されるインターフェイスも識別されます。ip msdp border sa-address と ip msdp originator-id
の両方のグローバル コンフィギュレーション コマンドが設定されている場合、ip msdp originator-id
コマンドから取得されたアドレスが RP アドレスを指定します。
DM 領域でアクティブな送信元の SA メッセージを MSDP ピアに送信するように境界ルータを設
定するには、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ip msdp border sa-address
interface-id
例：
Device(config)# ip msdp border
sa-address 0/1

DM 領域内のアクティブな送信元に関する SA
メッセージを送信するように、DM 領域と SM
領域の境界スイッチを設定します。
interface-id には、SA メッセージ内の RP アドレ
スとして使用される、IP アドレスの配信元とな
るインターフェイスを指定します。
インターフェイスの IP アドレスは、SA メッセー
ジ内の RP フィールド [Originator-ID] の値として
使用されます。

ステップ 4

ip msdp redistribute [list
access-list-name] [asn
aspath-access-list-number]
[route-map map]
例：

SA メッセージに格納されてアドバタイズされ
る、マルチキャスト ルーティング テーブル内の
（S, G）エントリを設定します。
詳細については、送信元の再配信, （1302 ペー
ジ）を参照してください。

Device(config)# ip msdp
redistribute list 100

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 6

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config
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コマンドまたはアクション
ステップ 7

目的

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

RP アドレス以外の発信元アドレスの設定
SA メッセージの発信元である MSDP スピーカーで、インターフェイスの IP アドレスを SA メッ
セージ内の RP アドレスとして使用する場合は、送信元 ID を変更します。次のいずれかの場合に
送信元 ID を変更できます。
• MSDP メッシュ グループ内の複数のスイッチ上で、論理 RP を設定する場合。
• PIM SM ドメインと DM ドメインの境界となるスイッチがある場合。サイトの DM ドメイン
の境界となるスイッチがあり、SM がその外部で使用されている場合は、DM の送信元を外
部に通知する必要があります。このスイッチは RP でないため、SA メッセージで使用される
RP アドレスはありません。したがって、このコマンドではインターフェイスのアドレスを指
定し、RP アドレスを提供します。
ip msdp bordersa-address と ip msdp originator-id グローバル コンフィギュレーション コマンドの
両方が設定されている場合、ip msdp originator-id コマンドから取得されたアドレスが RP アドレ
スを指定します。
SA メッセージの発信元である MSDP スピーカーで、インターフェイスの IP アドレスを SA メッ
セージ内の RP アドレスとして使用できるようにするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
パスワードを入力します（要求された場
合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

ip msdp originator-id interface-id

発信元デバイスのインターフェイスのアド
レスとなるように、SA メッセージ内の RP
アドレスを設定します。

例：

ステップ 4

Device(config)# ip msdp
originator-id 0/1

Interface-id には、ローカルスイッチのイン
ターフェイスを指定します。

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 5

入力を確認します。

show running-config
例：
Device# show running-config

ステップ 6

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

MSDP のモニタリングおよびメンテナンス
MSDP SA メッセージ、ピア、状態、ピアのステータスをモニタするコマンドは以下のとおりで
す。
表 95：MSDP のモニタおよびメンテナンスのためのコマンド

コマンド

目的

debug ip msdp [peer-address | name] [detail]
[routes]

MSDP アクティビティをデバッグします。

debug ip msdp resets

MSDP ピアのリセット原因をデバッグします。
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コマンド

目的

show ip msdp count [autonomous-system-number] SA メッセージに格納され、各自律システムか
ら発信された送信元およびグループの個数を表
示します。ip msdp cache-sa-state コマンドは、
このコマンドによって出力が生成されるように
設定する必要があります。
show ip msdp peer [peer-address | name]

MSDP ピアに関する詳細情報を表示します。

show ip msdp sa-cache [group-address |
source-address | group-name | source-name]
[autonomous-system-number]

MSDP ピアから学習した（S,G）ステートを表
示します。

show ip msdp summary

MSDP ピア ステータスおよび SA メッセージ数
を表示します。

MSDP 接続、統計情報、SA キャッシュ エントリをクリアするコマンドは以下のとおりです。
表 96：MSDP 接続、統計情報、または SA キャッシュ エントリをクリアするためのコマンド

コマンド

目的

clear ip msdp peer peer-address | name

指定された MSDP ピアへの TCP 接続をクリア
し、すべての MSDP メッセージ カウンタをリ
セットします。

clear ip msdp statistics [peer-address | name]

セッションをリセットせずに、1 つまたはすべ
ての MSDP ピア統計情報カウンタをクリアしま
す。

clear ip msdp sa-cache [group-address | name]

すべてのエントリの SA キャッシュ エントリ、
特定のグループのすべての送信元、または特定
の送信元とグループのペアのすべてのエントリ
をクリアします。

MSDP の設定例
デフォルト MSDP ピアの設定：例
次に、ルータ A およびルータ C の部分的な設定の例を示します 。これらの ISP にはそれぞれに複
数のカスタマー（カスタマーと同様）がおり、 デフォルトのピアリング（BGP または MBGP な
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し）を使用しています。この場合、両方の ISP で類似した設定となります。つまり、両方の ISP
では、対応するプレフィックス リストで SA が許可されている場合、デフォルト ピアからの SA
だけが受信されます。
ルータ A
Router(config)# ip msdp default-peer 10.1.1.1
Router(config)# ip msdp default-peer 10.1.1.1 prefix-list site-a
Router(config)# ip prefix-list site-b permit 10.0.0.0/1

ルータ C
Router(config)# ip msdp default-peer 10.1.1.1 prefix-list site-a
Router(config)# ip prefix-list site-b permit 10.0.0.0/1

SA ステートのキャッシング：例
次に、グループ 224.2.0.0/16 への送信元である 171.69.0.0/16 のすべての送信元のキャッシュ ステー
トをイネーブルにする例を示します。
Device(config)# ip msdp cache-sa-state 100
Device(config)# access-list 100 permit ip 171.69.0.0 0.0.255.255 224.2.0.0 0.0.255.255

MSDP ピアからの送信元情報の要求：例
次に、171.69.1.1 の MSDP ピアに SA 要求メッセージを送信するように、スイッチを設定する例を
示します。
Device(config)# ip msdp sa-request 171.69.1.1

スイッチから発信される送信元情報の制御：例
次に、171.69.2.2 の MSDP ピアからの SA 要求メッセージをフィルタリングするように、スイッチ
を設定する例を示します。ネットワーク 192.4.22.0 の送信元からの SA 要求メッセージはアクセス
リスト 1 に合格して、受信されます。その他のすべてのメッセージは無視されます。
Device(config)# ip msdp filter sa-request 171.69.2.2 list 1
Device(config)# access-list 1 permit 192.4.22.0 0.0.0.255

スイッチから転送される送信元情報の制御：例
次に、アクセス リスト 100 を通過する（S,G）ペアだけが SA メッセージに格納され、switch.cisco.com
という名前のピアに転送されるように設定する例を示します。
Device(config)# ip msdp peer switch.cisco.com connect-source gigabitethernet1/0/1
Device(config)# ip msdp sa-filter out switch.cisco.com list 100
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Device(config)# access-list 100 permit ip 171.69.0.0 0.0.255.255 224.20 0 0.0.255.255

スイッチで受信される送信元情報の制御：例
次に、switch.cisco.com という名前のピアからのすべての SA メッセージをフィルタリングする例
を示します。
Device(config)# ip msdp peer switch.cisco.com connect-source gigabitethernet1/0/1
Device(config)# ip msdp sa-filter in switch.cisco.com
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

IP ユニキャスト ルーティングの設定に関する情報
このモジュールでは、スイッチで IP Version 4（IPv4）ユニキャスト ルーティングを設定する方法
について説明します。

（注）

LAN ベース フィーチャを実行しているスイッチでは、VLAN でのスタティック ルーティング
のみがこのリリースでサポートされます。
スイッチ スタックは、ネットワーク内のそれ以外のルータに対して、単一のルータとして動作
し、認識されます。スタティック ルーティング、Routing Information Protocol（RIP）などの基本的
なルーティング機能は、 IP Base フィーチャ セットおよび IP Services フィーチャ セットの両方拡
張ルーティング機能およびその他のルーティングプロトコルを使用するには、スタンドアロンス
イッチやアクティブ スイッチで IP サービス フィーチャ セットをイネーブルにする必要がありま
す。
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（注）

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

IP ルーティングに関する情報
一部のネットワーク環境で、VLAN（仮想 LAN）は各ネットワークまたはサブネットワークに関
連付けられています。IP ネットワークで、各サブネットワークは 1 つの VLAN に対応していま
す。VLAN を設定すると、ブロードキャスト ドメインのサイズを制御し、ローカル トラフィック
をローカル内にとどめることができます。ただし、異なる VLAN 内のネットワーク デバイスが相
互に通信するには、VLAN 間でトラフィックをルーティング（VLAN 間ルーティング）するレイ
ヤ 3 デバイス（ルータ）が必要です。VLAN 間ルーティングでは、適切な宛先 VLAN にトラフィッ
クをルーティングするため、1 つまたは複数のルータを設定します。
次の図に基本的なルーティング トポロジを示します。スイッチ A は VLAN 10 内、スイッチ B は
VLAN 20 内にあります。ルータには各 VLAN のインターフェイスが備わっています。
図 64：ルーティング トポロジの例

VLAN 10 内のホスト A が VLAN 10 内のホスト B と通信する場合、ホスト A はホスト B 宛にアド
レス指定されたパケットを送信します。スイッチ A はパケットをルータに送信せず、ホスト B に
直接転送します。
ホスト A から VLAN 20 内のホスト C にパケットを送信する場合、スイッチ A はパケットをルー
タに転送し、ルータは VLAN 10 インターフェイスでトラフィックを受信します。ルータはルー
ティング テーブルを調べて正しい発信インターフェイスを判別し、VLAN 20 インターフェイスを
経由してパケットをスイッチ B に送信します。スイッチ B はパケットを受信し、ホスト C に転送
します。

ルーティング タイプ
ルータおよびレイヤ 3 スイッチは、次の方法でパケットをルーティングできます。
• デフォルト ルーティング
• 事前にプログラミングされているトラフィックのスタティック ルートの使用
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• ルーティング プロトコルによるルートの動的な計算
デフォルト ルーティングとは、宛先がルータにとって不明であるトラフィックをデフォルトの出
口または宛先に送信することです。
スタティックユニキャストルーティングの場合、パケットは事前に設定されたポートから単一の
パスを通り、ネットワークの内部または外部に転送されます。スタティック ルーティングは安全
で、帯域幅をほとんど使用しません。ただし、リンク障害などのネットワークの変更には自動的
に対応しないため、パケットが宛先に到達しないことがあります。ネットワークが拡大するにつ
れ、スタティック ルーティングの設定は煩雑になります。
LAN ベース フィーチャ セットを実行しているスイッチは、管理インターフェイスで使用するデ
フォルト ルートに加えて、ユーザが設定した 16 のスタティック ルートをサポートしています。
LAN ベース イメージは、SVI でのみスタティック ルーティングをサポートしています。
ルータでは、トラフィックを転送する最適ルートを動的に計算するため、ダイナミック ルーティ
ング プロトコルが使用されます。ダイナミック ルーティング プロトコルには次の 2 つのタイプ
があります。
• ディスタンスベクトル プロトコルを使用するルータでは、ネットワーク リソースの距離の
値を使用してルーティング テーブルを保持し、これらのテーブルをネイバーに定期的に渡し
ます。ディスタンスベクトル プロトコルは 1 つまたは複数のメトリックを使用し、最適な
ルートを計算します。これらのプロトコルは、簡単に設定、使用できます。
• リンクステート プロトコルを使用するルータでは、ルータ間のリンクステート アドバタイ
ズメント（LSA）の交換に基づき、ネットワークトポロジに関する複雑なデータベースを保
持します。LSAはネットワークのイベントによって起動され、コンバージェンス時間、また
はこれらの変更への対応時間を短縮します。リンクステート プロトコルはトポロジの変更に
すばやく対応しますが、ディスタンスベクトル プロトコルよりも多くの帯域幅およびリソー
スが必要になります。
スイッチでサポートされているディスタンスベクトル プロトコルは、Routing Information Protocol
（RIP）および Border Gateway Protocol（BGP）です。RIP は最適パスを決定するために単一の距
離メトリック（コスト）を使用し、BGP はパス ベクトル メカニズムを追加します。また、Open
Shortest Path First（OSPF）リンクステート プロトコル、および従来の Interior Gateway Routing
Protocol（IGRP）にリンクステート ルーティング機能の一部を追加して効率化を図った Enhanced
IGRP（EIGRP）もサポートされています。

（注）

スイッチまたはスイッチ スタックでサポートされるプロトコルは、アクティブ スイッチ上で
稼働しているソフトウェアによって決まります。アクティブ スイッチ上で IP ベース フィー
チャ セットが稼働している場合は、デフォルトのルーティング、スタティック ルーティング、
および RIP だけがサポートされます。スイッチで LAN ベース フィーチャ セットが稼働してい
る場合、SVI では 16 のスタティック ルートを設定できます。その他のすべてのルーティング
プロトコルには、IP サービス フィーチャ セットが必要です。
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IP ルーティングおよびスイッチ スタック
スタックのスイッチがルーティングピアに接続されているかどうかに関係なく、スイッチスタッ
クはネットワークからは単一のスイッチとして認識されます。
アクティブ スイッチにより、次の機能が実行されます。
• ルーティング プロトコルを初期化し、設定します。
• ルーティング プロトコル メッセージおよびアップデートを他のルータに送信します。
• ピア ルータから受信したルーティング プロトコル メッセージおよびアップデートを処理し
ます。
• distributed Cisco Express Forwarding（dCEF）データベースを生成および維持し、すべてのス
タック メンバーに配信します。このデータベースに基づいて、スタック内のすべてのスイッ
チにルートがプログラミングされます。
• アクティブ スイッチの MAC アドレスはスタック全体のルータ MAC アドレスとして使用さ
れ、すべての外部デバイスはこのアドレスを使用して IP パケットをスタックに送信します。
• ソフトウェア転送またはソフトウェア処理を必要とするすべての IP パケットは、アクティブ
スイッチの CPU を通ります。
スタック メンバーは、次に示す機能を実行します。
• ルーティング スタンバイ スイッチとして機能します。アクティブ スイッチに障害が発生し、
新規アクティブ スイッチとして選択された場合に、処理を引き継ぐことができます。
• ルートをハードウェアにプログラムします。
アクティブスイッチに障害が発生すると、スタックはアクティブスイッチがダウンしていること
を検出し、スタック メンバの 1 つを新規アクティブ スイッチとして選択します。この期間中に、
ハードウェアは一時的な中断を除き、アクティブなプロトコルがない状態でパケットの転送を継
続します。
ただし、スイッチ スタックが障害のあとハードウェア ID を維持していても、アクティブ スイッ
チの再起動前の短い中断の間にルータネイバーのルーティングプロトコルがフラップすることが
あります。OSPF や EIGRP などのルーティング プロトコルは、ネイバーの移行を認識する必要が
あります。ルータは、次の 2 つのレベルの Nonstop Forwarding（NSF）を使用して、スイッチオー
バーの検出、ネットワークトラフィックの転送の継続、およびピアデバイスから情報の回復を行
います。
• NFS 認識ルータによるネイバー ルータ障害の許容。ネイバー ルータの再起動後、NFS 認識
ルータは要求を受けて自身のステート情報とルートの隣接情報を提供します。
• NFS 対応ルータによる NSF のサポート。NSF 対応ルータは、アクティブ スイッチの変更を
検出した場合、NSF 認識ネイバーまたは NSF 対応ネイバーからの情報でルーティング情報を
再構築します。再起動を待つことはしません。
スイッチ スタックは NSF 対応ルーティングを OSPF および EIGRP に対してサポートします。
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新規アクティブ スイッチは、選択されたときに次の機能を実行します。
• ルーティング アップデートの生成、受信、および処理を開始します。
• ルーティング テーブルを構築し、CEF データベースを生成して、スタック メンバーに配信
します。
• ルータ MAC アドレスとして自身の MAC アドレスを使用します。新規 MAC アドレスのネッ
トワーク ピアに通知するために、新規ルータ MAC アドレスを使用して余分の ARP 応答を定
期的に（5 分間の間、数秒おきに）送信します。

（注）

固定 MAC アドレス機能をスタックに設定していて、アクティブ スイッチに
変更があった場合、設定された時間スタック MAC アドレスは変更されませ
ん。この期間に前のアクティブ スイッチがメンバ スイッチとしてスタックに
再加入する場合、スタック MAC アドレスは前のアクティブ スイッチの MAC
アドレスのままになります。

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

（注）

注意

アクティブ スイッチが IP サービス フィーチャ セットを実行している場合は、
スタックは、Open Shortest Path First（OSPF）、Enhanced IGRP（EIGRP）、お
よびボーダー ゲートウェイ プロトコル（BGP）を含む、サポートされるすべ
てのプロトコルを実行できます。アクティブ スイッチに障害が発生し、新規
に選択されたアクティブ スイッチ上で IP ベースまたは LAN ベース フィーチャ
セットが稼働している場合、これらのプロトコルはスタック内で稼働しなく
なります。

スイッチ スタックを複数のスタックに分割すると、ネットワークが適切に動
作しなくなる場合があります。

スイッチがリロードされると、NSF/SSO 機能である場合でも、そのスイッチのポートがすべてダ
ウンし、ルーティングに関わるインターフェイスにトラフィックの損失が発生します。

クラスレス ルーティング
ルーティングを行うように設定されたスイッチで、クラスレス ルーティング動作はデフォルトで
イネーブルとなっています。クラスレスルーティングがイネーブルの場合、デフォルトルートが
ないネットワークのサブネット宛てパケットをルータが受信すると、ルータは最適なスーパーネッ
ト ルートにパケットを転送します。スーパーネットは、単一の大規模アドレス空間をシミュレー
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トするために使用されるクラス Cアドレス空間の連続ブロックで構成されています。スーパーネッ
トは、クラス B アドレス空間の急速な枯渇を回避するために設計されました。
図では、クラスレス ルーティングがイネーブルとなっています。ホストがパケットを 128.20.4.1
に送信すると、ルータはパケットを廃棄せずに、最適なスーパーネット ルートに転送します。ク
ラスレスルーティングがディセーブルの場合、デフォルトルートがないネットワークのサブネッ
ト宛てパケットを受信したルータは、パケットを廃棄します。
図 65：IP クラスレス ルーティングがイネーブルの場合

図では、ネットワーク 128.20.0.0 のルータはサブネット 128.20.1.0、128.20.2.0、128.20.3.0 に接続
されています。ホストがパケットを 128.20.4.1 に送信した場合、ネットワークのデフォルト ルー
トが存在しないため、ルータはパケットを廃棄します。
図 66：IP クラスレス ルーティングがディセーブルの場合
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スイッチが認識されないサブネット宛てのパケットを最適なスーパーネット ルートに転送しない
ようにするには、クラスレス ルーティング動作をディセーブルにします。

アドレス解決
インターフェイス固有の IP 処理方法を制御するには、アドレス解決を行います。IP を使用するデ
バイスには、ローカル セグメントまたは LAN 上のデバイスを一意に定義するローカル アドレス
（MAC アドレス）と、デバイスが属するネットワークを特定するネットワーク アドレスがあり
ます。

（注）

スイッチ スタックでは、スタックの単一の MAC アドレスおよび IP アドレスを使用して、ネッ
トワーク通信を行います。
ローカルアドレス（MAC アドレス）は、パケット ヘッダーのデータ リンク層（レイヤ 2）セク
ションに格納されて、データ リンク（レイヤ 2）デバイスによって読み取られるため、データ リ
ンク アドレスと呼ばれます。ソフトウェアがイーサネット上のデバイスと通信するには、デバイ
スの MAC アドレスを学習する必要があります。IP アドレスから MAC アドレスを学習するプロセ
スを、アドレス解決と呼びます。MAC アドレスから IP アドレスを学習するプロセスを、逆アド
レス解決と呼びます。
スイッチでは、次の形式のアドレス解決を行うことができます。
• ARP：IP アドレスを MAC アドレスと関連付けるために使用されます。ARP は IP アドレスを
入力と解釈し、対応する MAC アドレスを学習します。次に、IP アドレス/MAC アドレス ア
ソシエーションを ARP キャッシュにストアし、すぐに取り出せるようにします。その後、IP
データグラムがリンク層フレームにカプセル化され、ネットワークを通じて送信されます。
イーサネット以外の IEEE 802 ネットワークにおける IP データグラムのカプセル化、および
ARP 要求や応答については、サブネットワーク アクセス プロトコル（SNAP）で規定されて
います。
• プロキシ ARP：ルーティング テーブルを持たないホストで、他のネットワークまたはサブ
ネット上のホストの MAC アドレスを学習できるようにします。スイッチ（ルータ）が送信
元と異なるインターフェイス上のホストに宛てた ARP 要求を受信した場合、そのルータに他
のインターフェイスを経由してそのホストに至るすべてのルートが格納されていれば、ルー
タは自身のローカル データ リンク アドレスを示すプロキシ ARP パケットを生成します。
ARP 要求を送信したホストはルータにパケットを送信し、ルータはパケットを目的のホスト
に転送します。
スイッチでは、ARP と同様の機能（ローカル MAC アドレスでなく IP アドレスを要求する点を除
く）を持つ Reverse Address Resolution Protocol（RARP）を使用することもできます。RARP を使用
するには、ルータ インターフェイスと同じネットワーク セグメント上に RARP サーバを設置する
必要があります。サーバを識別するには、ip rarp-server address インターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。
RARP の詳細については、『Cisco IOS Configuration Fundamentals Configuration Guide』を参照して
ください。
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『Proxy ARP』
プロキシ ARP は、他のルートを学習する場合の最も一般的な方法です。プロキシ ARP を使用す
ると、ルーティング情報を持たないイーサネット ホストと、他のネットワークまたはサブネット
上のホストとの通信が可能になります。このホストでは、すべてのホストが同じローカル イーサ
ネット上にあり、ARP を使用して MAC アドレスを学習すると想定されています。スイッチが送
信元と異なるネットワーク上にあるホストに宛てた ARP 要求を受信した場合、スイッチはそのホ
ストへの最適なルートがあるかどうかを調べます。最適なルートがある場合、スイッチはスイッ
チ自身のイーサネット MAC アドレスが格納された ARP 応答パケットを送信します。要求の送信
元ホストはパケットをスイッチに送信し、スイッチは目的のホストにパケットを転送します。プ
ロキシ ARP は、すべてのネットワークをローカルな場合と同様に処理し、IP アドレスごとに ARP
処理を実行します。

ICMP Router Discovery Protocol
ルータ ディスカバリを使用すると、スイッチは ICMP Router Discovery Protocol（IRDP）を使用し、
他のネットワークへのルートを動的に学習します。ホストは IRDP を使用し、ルータを特定しま
す。クライアントとして動作しているスイッチは、ルータディスカバリパケットを生成します。
ホストとして動作しているスイッチは、ルータディスカバリパケットを受信します。スイッチは
Routing Information Protocol（RIP）ルーティングのアップデートを受信し、この情報を使用して
ルータの場所を推測することもできます。実際のところ、ルーティング デバイスによって送信さ
れたルーティング テーブルは、スイッチにストアされません。どのシステムがデータを送信して
いるのかが記録されるだけです。IRDP を使用する利点は、プライオリティと、パケットが受信さ
れなくなってからデバイスがダウンしていると見なされるまでの期間の両方をルータごとに指定
できることです。
検出された各デバイスは、デフォルトルータの候補となります。現在のデフォルトルータがダウ
ンしたと宣言された場合、または再送信が多すぎて TCP 接続がタイムアウトになりつつある場
合、プライオリティが上位のルータが検出されると、最も高いプライオリティを持つ新しいルー
タが選択されます。

UDP ブロードキャスト パケットおよびプロトコル
ユーザ データグラム プロトコル（UDP）は IP のホスト間レイヤ プロトコルで、TCP と同様で
す。UDP はオーバーヘッドが少ない、コネクションレスのセッションを 2 つのエンド システム間
に提供しますが、受信されたデータグラムの確認応答は行いません。場合に応じてネットワーク
ホストはUDPブロードキャストを使用し、アドレス、コンフィギュレーション、名前に関する情
報を検索します。このようなホストが、サーバを含まないネットワーク セグメント上にある場
合、通常UDPブロードキャストは転送されません。この状況を改善するには、特定のクラスのブ
ロードキャストをヘルパー アドレスに転送するように、ルータのインターフェイスを設定しま
す。インターフェイスごとに、複数のヘルパー アドレスを使用できます。
UDP 宛先ポートを指定し、転送される UDP サービスを制御できます。複数の UDP プロトコルを
指定することもできます。旧式のディスクレス Sun ワークステーションおよびネットワーク セ
キュリティ プロトコル SDNS で使用される Network Disk（ND）プロトコルも指定できます。
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ヘルパー アドレスがインターフェイスに定義されている場合、デフォルトでは UDP と ND の両方
の転送がイネーブルになっています。『Cisco IOS IP Command Reference, Volume 1 of 3: Addressing
and Services』の ip forward-protocol インターフェイス コンフィギュレーション コマンドの説明に
は、UDP ポートを指定しない場合にデフォルトで転送されるポートがリストされています。

ブロードキャスト パケットの処理
IP インターフェイス アドレスを設定したあとで、ルーティングをイネーブルにしたり、1 つまた
は複数のルーティングプロトコルを設定したり、ネットワークブロードキャストへのスイッチの
応答方法を設定したりできます。ブロードキャストは、物理ネットワーク上のすべてのホスト宛
てのデータ パケットです。スイッチでは、2 種類のブロードキャストがサポートされています。
• ダイレクト ブロードキャスト パケット：特定のネットワークまたは一連のネットワークに
送信されます。ダイレクト ブロードキャスト アドレスには、ネットワークまたはサブネッ
ト フィールドが含まれます。
• フラッディング ブロードキャスト パケット：すべてのネットワークに送信されます。

（注）

storm-control インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用し
て、トラフィック抑制レベルを設定し、レイヤ 2 インターフェイスでブロー
ドキャスト、ユニキャスト、マルチキャスト トラフィックを制限することも
できます。

ルータはローカル ケーブルまでの範囲を制限して、ブロードキャスト ストームを防ぎます。ブ
リッジ（インテリジェントなブリッジを含む）はレイヤ 2 デバイスであるため、ブロードキャス
トはすべてのネットワークセグメントに転送され、ブロードキャストストームを伝播します。ブ
ロードキャスト ストーム問題を解決する最善の方法は、ネットワーク上で単一のブロードキャス
ト アドレス方式を使用することです。最新の IP 実装機能ではほとんどの場合、アドレスをブロー
ドキャスト アドレスとして使用するように設定できます。スイッチをはじめ、多数の実装機能で
は、ブロードキャスト メッセージを転送するためのアドレス方式が複数サポートされています。

IP ブロードキャストのフラッディング
IP ブロードキャストをインターネットワーク全体に、制御可能な方法でフラッディングできるよ
うにするには、ブリッジング STP で作成されたデータベースを使用します。この機能を使用する
と、ループを回避することもできます。この機能を使用できるようにするには、フラッディング
が行われるインターフェイスごとにブリッジングを設定する必要があります。ブリッジングが設
定されていないインターフェイス上でも、ブロードキャストを受信できます。ただし、ブリッジ
ングが設定されていないインターフェイスでは、受信したブロードキャストが転送されません。
また、異なるインターフェイスで受信されたブロードキャストを送信する場合、このインターフェ
イスは使用されません。
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IP ヘルパー アドレスのメカニズムを使用して単一のネットワーク アドレスに転送されるパケット
を、フラッディングできます。各ネットワーク セグメントには、パケットのコピーが 1 つだけ送
信されます。
フラッディングを行う場合、パケットは次の条件を満たす必要があります（これらの条件は、IP
ヘルパー アドレスを使用してパケットを転送するときの条件と同じです）。
• パケットは MAC レベルのブロードキャストでなければなりません。
• パケットは IP レベルのブロードキャストでなければなりません。
• パケットは Trivial File Transfer Protocol（TFTP）、ドメイン ネーム システム（DNS）、Time、
NetBIOS、ND、または BOOTP パケット、または ip forward-protocol udp グローバル コン
フィギュレーション コマンドで指定された UDP でなければなりません。
• パケットの存続可能時間（TTL）値は 2 以上でなければなりません。
フラッディングされた UDP データグラムには、出力インターフェイスで ip broadcast-address イ
ンターフェイスコンフィギュレーションコマンドによって指定された宛先アドレスが表示されま
す。宛先アドレスを、任意のアドレスに設定できます。このため、データグラムがネットワーク
内に伝播されるにつれ、宛先アドレスが変更されることもあります。送信元アドレスは変更され
ません。TTL 値が減ります。
フラッディングされたUDPデータグラムがインターフェイスから送信されると（場合によっては
宛先アドレスが変更される）、データグラムは通常の IP 出力ルーチンに渡されます。このため、
出力インターフェイスにアクセス リストがある場合、データグラムはその影響を受けます。
スイッチでは、パケットの大部分がハードウェアで転送され、スイッチの CPU を経由しません。
CPU に送信されるパケットの場合は、ターボフラッディングを使用し、スパニングツリーベース
の UDP フラッディングを約 4 ～ 5 倍高速化します。この機能は、ARP カプセル化用に設定された
イーサネット インターフェイスでサポートされています。

IP ルーティングの設定方法
スイッチ上で、IP ルーティングはデフォルトでディセーブルとなっているため、ルーティングを
行う前に、IP ルーティングをイネーブルにする必要があります。IP ルーティングに関する設定情
報については、『Cisco IOS IP Configuration Guide』を参照してください。
次の手順では、次に示すレイヤ 3 インターフェイスの 1 つを指定する必要があります。
• ルーテッド ポート：no switchport インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使
用し、レイヤ 3 ポートとして設定された物理ポートです。
• スイッチ仮想インターフェイス（SVI）：interface vlan vlan_id グローバル コンフィギュレー
ション コマンドによって作成された VLAN インターフェイス。デフォルトではレイヤ 3 イ
ンターフェイスです。
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（注）

IP ルーティングを有効にすると、SVI として設定されている VLAN もまた、
自分宛先ではないブロードキャスト ARP 要求を学習します。

• レイヤ 3 モードの EtherChannel ポート チャネル：interface port-channel port-channel-number
グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用し、イーサネット インターフェイスを
チャネル グループにバインドして作成されたポートチャネル論理インターフェイス。詳細に
ついては、『Layer 2 Configuration Guide』の「Configuring Layer 3 EtherChannels」の章を参照
してください。

（注）

スイッチは、ユニキャスト ルーテッド トラフィックのトンネル インターフェ
イスをサポートしません。

ルーティングが発生するすべてのレイヤ 3 インターフェイスに、IP アドレスを割り当てる必要が
あります。

（注）

スイッチは、各ルーテッド ポートおよび SVI に割り当てられた IP アドレスを持つことができ
ます。
設定できるルーテッド ポートおよび SVI の個数は 128 に制限されています。推奨個数と実装
されている機能の数量を超えると、ハードウェアによって制限されるため、CPU 利用率が影響
を受けることがあります。
ルーティングを設定するための主な手順は次のとおりです。
• VLAN インターフェイスをサポートするには、スイッチまたはスイッチ スタックで VLAN
を作成および設定し、レイヤ 2 インターフェイスに VLAN メンバーシップを割り当てます。
詳細については、『VLAN Configuration Guide』の「Configuring VLANs」の章を参照してく
ださい。
• レイヤ 3 インターフェイスを設定します。
• スイッチ上で IP ルーティングをイネーブルに設定します。
• レイヤ 3 インターフェイスに IP アドレスを割り当てます。
• 選択したルーティング プロトコルをスイッチ上でイネーブルにします。
• ルーティング プロトコル パラメータを設定します（任意）。

IP アドレッシングの設定方法
IP ルーティングを設定するには、レイヤ 3 ネットワーク インターフェイスに IP アドレスを割り
当ててインターフェイスをイネーブルにし、IP を使用するインターフェイスを経由してホストと
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の通信を許可する必要があります。次の項では、さまざまな IP アドレス指定機能の設定方法につ
いて説明します。IP アドレスをインターフェイスに割り当てる手順は必須ですが、その他の手順
は任意です。
• アドレス指定のデフォルト設定
• ネットワーク インターフェイスへの IP アドレスの割り当て
• アドレス解決方法の設定
• IP ルーティングがディセーブルの場合のルーティング支援機能
• ブロードキャスト パケットの処理方法の設定
• IP アドレスのモニタリングおよびメンテナンス

IP アドレス指定のデフォルト設定
表 97：アドレス指定のデフォルト設定

機能

デフォルト設定

IP アドレス

未定義

『ARP』

ARP キャッシュに永続的なエントリはありません
カプセル化：標準イーサネット形式の ARP
14400 秒（4 時間）

IP ブロードキャス
ト アドレス

255.255.255.255（すべて 1）

IP クラスレス ルー イネーブル
ティング
IP デフォルト ゲー ディセーブル
トウェイ
IP ダイレクト ブ
ロードキャスト

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

IP ドメイン

ドメイン リスト：ドメイン名は未定義
ドメイン検索：イネーブル
ドメイン名：イネーブル
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機能

デフォルト設定

IP 転送プロトコル

ヘルパー アドレスが定義されているか、またはユーザ データグラム プロ
トコル（UDP）フラッディングが設定されている場合、デフォルト ポート
では UDP 転送がイネーブルとなります
ローカル ブロードキャスト：ディセーブル
スパニングツリー プロトコル（STP）：ディセーブル
ターボフラッディング：ディセーブル

IP ヘルパー アドレ ディセーブル
ス
IP ホスト

ディセーブル

ICMP Router
Discovery Protocol
（IRDP）

ディセーブル
イネーブルの場合のデフォルト：
• ブロードキャスト IRDP アドバタイズメント
• アドバタイズメント間の最大インターバル：600 秒
• アドバタイズ間の最小インターバル：最大インターバルの 0.75 倍
• プリファレンス：0

IP プロキシ ARP

イネーブル

IP ルーティング

ディセーブル

IP サブネットゼロ

ディセーブル

ネットワーク インターフェイスへの IP アドレスの割り当て
IP アドレスは IP パケットの送信先を特定します。一部の IP アドレスは特殊な目的のために予約
されていて、ホスト、サブネット、またはネットワーク アドレスには使用できません。RFC 1166
の『Internet Numbers』には IP アドレスに関する公式の説明が記載されています。
インターフェイスには、1 つのプライマリ IP アドレスを設定できます。マスクで、IP アドレス中
のネットワーク番号を示すビットが識別できます。マスクを使用してネットワークをサブネット
化する場合、そのマスクをサブネット マスクと呼びます。割り当てられているネットワーク番号
については、インターネット サービス プロバイダーにお問い合わせください。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにしま
す。パスワードを入力します（要求され
た場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id
例：

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

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

ステップ 4

no switchport
例：

レイヤ 2 コンフィギュレーション モード
からインターフェイスを削除します（物
理インターフェイスの場合）。

Device(config-if)# no switchport

ステップ 5

ip address ip-address subnet-mask

IP アドレスおよび IP サブネット マスク
を設定します。

例：
Device(config-if)# ip address
10.1.5.1 255.255.255.0

ステップ 6

no shutdown

物理インターフェイスをイネーブルにし
ます。

例：
Device(config-if)# no shutdown

ステップ 7

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 8

show ip route

入力を確認します。

例：
Device# show ip route
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

show ip interface [interface-id]

入力を確認します。

例：
Device# show ip interface
gigabitethernet 1/0/1

ステップ 10

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 11

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイ
ルに設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

サブネット ゼロの使用
サブネット アドレスがゼロであるサブネットを作成しないでください。同じアドレスを持つネッ
トワークおよびサブネットがある場合に問題が発生することがあります。たとえば、ネットワー
ク 131.108.0.0 のサブネットが 255.255.255.0 の場合、サブネット ゼロは 131.108.0.0 と記述され、
ネットワーク アドレスと同じとなってしまいます。
すべてが 1 のサブネット（131.108.255.0）は使用可能です。また、IP アドレス用にサブネット ス
ペース全体が必要な場合は、サブネット ゼロの使用をイネーブルにできます（ただし推奨できま
せん）。
デフォルトに戻して、サブネット ゼロの使用をディセーブルにするには、no ip subnet-zero グロー
バル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
パスワードを入力します（要求された場
合）。

例：
Device> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ip subnet-zero
例：

インターフェイス アドレスおよびルーティ
ングのアップデート時にサブネット ゼロの
使用をイネーブルにします。

Device(config)# ip subnet-zero

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 5

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 6

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

クラスレス ルーティングのディセーブル化
スイッチが認識されないサブネット宛てのパケットを最適なスーパーネット ルートに転送しない
ようにするには、クラスレス ルーティング動作をディセーブルにします。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにしま
す。パスワードを入力します（要求され
た場合）。

例：
Device> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

no ip classless

クラスレスルーティング動作をディセー
ブルにします。

例：
Device(config)#no ip classless

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 5

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーションファイ
ルに設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

アドレス解決方法の設定
アドレス解決を設定するために必要な作業は次のとおりです。

スタティック ARP キャッシュの定義
ARP および他のアドレス解決プロトコルを使用すると、IP アドレスと MAC アドレス間をダイナ
ミックにマッピングできます。ほとんどのホストではダイナミック アドレス解決がサポートされ
ているため、通常の場合、スタティック ARP キャッシュ エントリを指定する必要はありません。
スタティック ARP キャッシュ エントリを定義する必要がある場合は、グローバルにそれを定義で
きます。グローバルに定義すると、IP アドレスを MAC アドレスに変換するためにスイッチが使
用するARP キャッシュに永続的なエントリをインストールします。また、指定された IP アドレス
に属しているかのように、スイッチが ARP 要求に応答するように指定することもできます。ARP
エントリを永続的なエントリにしない場合は、ARPエントリのタイムアウト期間を指定できます。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

arp ip-address hardware-address
type
例：
Device(config)# ip 10.1.5.1
c2f3.220a.12f4 arpa

ARP キャッシュ内で IP アドレスを MAC（ハー
ドウェア）アドレスに関連付け、次に示すカプ
セル化タイプのいずれかを指定します。
• arpa：ARP カプセル化（イーサネット イ
ンターフェイス用）
• snap：SNAP カプセル化（トークン リング
および FDDI インターフェイス用）
• sap：HP の ARP タイプ

ステップ 4

arp ip-address hardware-address
type [alias]

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

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

ステップ 5

interface interface-id
例：

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

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

ステップ 6

arp timeout seconds
例：
Device(config-if)# arp 20000

（任意）ARP キャッシュ エントリがキャッシュ
に保持される期間を設定します。デフォルト値
は 14400 秒（4 時間）です。指定できる範囲は
0 ～ 2147483 秒です。
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 8

show interfaces [interface-id]
例：

すべてのインターフェイスまたは特定のイン
ターフェイスで使用される ARP のタイプおよび
タイムアウト値を確認します。

Device# show interfaces
gigabitethernet 1/0/1

ステップ 9

show arp

ARP キャッシュの内容を表示します。

例：
Device# show arp

ステップ 10

show ip arp

ARP キャッシュの内容を表示します。

例：
Device# show ip arp

ステップ 11

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設
定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

ARP のカプセル化の設定
IP インターフェイスでは、イーサネット ARP カプセル化（arpa キーワードで表される）がデフォ
ルトでイネーブルに設定されています。ネットワークの必要性に応じて、カプセル化方法を SNAP
に変更できます。
カプセル化タイプをディセーブルにするには、no arp arpa または no arp snap インターフェイス
コンフィギュレーション コマンドを使用します。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パ
スワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id
例：

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

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

ステップ 4

arp {arpa | snap}
例：
Device(config-if)# arp arpa

ステップ 5

end

ARP カプセル化方法を指定します。
• arpa：Address Resolution Protocol
• snap：Subnetwork Address Protocol
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 6

show interfaces [interface-id]
例：

すべてのインターフェイスまたは指定された
インターフェイスの ARP カプセル化設定を確
認します。

Device# show interfaces

ステップ 7

copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに
設定を保存します。
例：
Device# copy running-config
startup-config
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プロキシ ARP のイネーブル化
デフォルトでは、プロキシ ARP がスイッチで使用されます。ホストが他のネットワークまたはサ
ブネット上のホストの MAC アドレスを学習できるようにするためです。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
パスワードを入力します（要求された場
合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id
例：

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

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

ステップ 4

ip proxy-arp

インターフェイス上でプロキシ ARP をイ
ネーブルにします。

例：
Device(config-if)# ip proxy-arp

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 6

show ip interface [interface-id]

指定されたインターフェイスまたはすべて
のインターフェイスの設定を確認します。

例：
Device# show ip interface
gigabitethernet 1/0/2

ステップ 7

copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイル
に設定を保存します。
例：
Device# copy running-config
startup-config
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IP ルーティングがディセーブルの場合のルーティング支援機能
次のメカニズムを使用することで、スイッチは IP ルーティングがイネーブルでない場合、別の
ネットワークへのルートを学習できます。
• 『Proxy ARP』
• デフォルト ゲートウェイ
• ICMP Router Discovery Protocol（IRDP）

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

デフォルト ゲートウェイ
ルートを特定するもう 1 つの方法は、デフォルト ルータ、つまりデフォルト ゲートウェイを定義
する方法です。ローカルでないすべてのパケットはこのルータに送信されます。このルータは適
切なルーティングを行う、または IP 制御メッセージ プロトコル（ICMP）リダイレクト メッセー
ジを返信するという方法で、ホストが使用するローカル ルータを定義します。スイッチはリダイ
レクト メッセージをキャッシュに格納し、各パケットをできるだけ効率的に転送します。この方
法には、デフォルト ルータがダウンした場合、または使用できなくなった場合に、検出が不可能
となる制限があります。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
パスワードを入力します（要求された場
合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

1345

IP アドレッシングの設定方法

ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

ip default-gateway ip-address

デフォルト ゲートウェイ（ルータ）を設
定します。

例：
Device(config)# ip default
gateway 10.1.5.1

ステップ 4

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Device(config)# end

ステップ 5

設定を確認するため、デフォルト ゲート
ウェイ ルータのアドレスを表示します。

show ip redirects
例：
Device# show ip redirects

ステップ 6

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

ICMP Router Discovery Protocol（IRDP）
インターフェイスで IRDP ルーティングを行う場合は、インターフェイスで IRDP 処理をイネーブ
ルにしてください。IRDP 処理をイネーブルにすると、デフォルトのパラメータが適用されます。
これらのパラメータを変更することもできます。maxadvertinterval 値を変更すると、holdtime 値
および minadvertinterval 値も変更されます。最初に maxadvertinterval 値を変更し、次に holdtime
値または minadvertinterval 値のいずれかを手動で変更することが重要です。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXECモードをイネーブルにします。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id
例：

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

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

ステップ 4

ip irdp

インターフェイスで IRDP 処理をイネーブルにしま
す。

例：
Device(config-if)# ip irdp

ステップ 5

ip irdp multicast
例：

ステップ 6

このコマンドを使用すると、IRDP パケッ
トをマルチキャストとして送信するサン
マイクロシステムズ社の Solaris との互換
性を維持できます。実装機能の中には、
これらのマルチキャストを受信できない
ものも多くあります。このコマンドを使
用する前に、エンドホストがこの機能に
対応していることを確認してください。

Device(config-if)# ip irdp
multicast

（注）

ip irdp holdtime seconds

（任意）アドバタイズが有効である IRDP 期間を設
定します。デフォルト値は maxadvertinterval 値の
3 倍です。maxadvertinterval 値よりも大きな値
（9000 秒以下）を指定する必要があります。
maxadvertinterval 値を変更すると、この値も変更
されます。

例：
Device(config-if)# ip irdp
holdtime 1000

ステップ 7

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

ip irdp maxadvertinterval
seconds

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

例：
Device(config-if)# ip irdp
maxadvertinterval 650

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

1347

IP アドレッシングの設定方法

ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

ip irdp minadvertinterval
seconds

（任意）アドバタイズ間の IRDP の最小インターバ
ルを設定します。デフォルト値は maxadvertinterval
値の 0.75 倍です。maxadvertinterval を変更する
と、この値も新しいデフォルト値
（maxadvertinterval の 0.75 倍）に変更されます。

例：
Device(config-if)# ip irdp
minadvertinterval 500

ステップ 9

ip irdp preference number
例：
Device(config-if)# ip irdp
preference 2

ステップ 10

（任意）デバイスの IRDP プリファレンス レベル
を設定します。指定できる範囲は -231 ～ 231 です。
デフォルトは 0 です。大きな値を設定すると、ルー
タのプリファレンス レベルも高くなります。

ip irdp address address [number] （任意）プロキシ アドバタイズを行うための IRDP
アドレスとプリファレンスを設定します。
例：
Device(config-if)# ip irdp
address 10.1.10.10

ステップ 11

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 12

show ip irdp

IRDP 値を表示し、設定を確認します。

例：
Device# show ip irdp

ステップ 13

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定
を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

ブロードキャスト パケットの処理方法の設定
これらの方式をイネーブルにするには、次に示す作業を実行します。
• ダイレクト ブロードキャストから物理ブロードキャストへの変換のイネーブル化
• UDP ブロードキャスト パケットおよびプロトコルの転送
• IP ブロードキャスト アドレスの確立
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• IP ブロードキャストのフラッディング

ダイレクト ブロードキャストから物理ブロードキャストへの変換のイネーブル化
デフォルトでは、IP ダイレクト ブロードキャストがドロップされるため、転送されることはあり
ません。IP ダイレクト ブロードキャストがドロップされると、ルータが DoS 攻撃（サービス拒絶
攻撃）にさらされる危険が少なくなります。
ブロードキャストが物理（MAC レイヤ）ブロードキャストになるインターフェイスでは、IP ダイ
レクト ブロードキャストの転送をイネーブルにできます。ip forward-protocol グローバル コン
フィギュレーション コマンドを使用し、設定されたプロトコルだけを転送できます。
転送するブロードキャストを制御するアクセスリストを指定できます。アクセスリストを指定す
ると、アクセス リストで許可されている IP パケットだけが、ダイレクト ブロードキャストから
物理ブロードキャストに変換できるようになります。アクセスリストの詳細については、『Security
Configuration Guide』の「Information about Network Security with ACLs」の項を参照してください。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id
例：

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

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

ステップ 4

ip directed-broadcast
[access-list-number]
例：
Device(config-if)# ip
directed-broadcast 103

インターフェイス上で、ダイレクト ブロードキャ
ストから物理ブロードキャストへの変換をイネーブ
ルにします。転送するブロードキャストを制御する
アクセス リストを指定できます。アクセス リスト
を指定すると、アクセス リストで許可されている
IP パケットだけが変換可能になります。
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

ステップ 5

exit

ip directed-broadcast インターフェイス
コンフィギュレーション コマンドは VPN
ルーティングおよび転送（VRF）インター
フェイスで設定でき、こうすると VRF 対
応になります。ダイレクトブロードキャ
スト トラフィックが VRF 内でだけルー
ティングされます。

グローバル コンフィギュレーション モードに戻り
ます。

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 6

ip forward-protocol {udp [port] ブロードキャスト パケットを転送するとき、ルー
| nd | sdns}
タによって転送されるプロトコルおよびポートを指
定します。
例：
Device(config)# ip
forward-protocol nd

• udp：UPD データグラムを転送します。
port：（任意）転送される UDP サービスを制
御する宛先ポートです。
• nd：ND データグラムを転送します。
• sdns：SDNS データグラムを転送します。

ステップ 7

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 8

show ip interface [interface-id] 指定されたインターフェイスまたはすべてのイン
ターフェイスの設定を確認します。
例：
Device# show ip interface

ステップ 9

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config
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ステップ 10

コマンドまたはアクション

目的

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定
を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

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

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
パスワードを入力します（要求された場
合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id
例：

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

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

ステップ 4

ip helper-address address
例：

転送をイネーブルにし、BOOTP などの UDP
ブロードキャスト パケットを転送するため
の宛先アドレスを指定します。

Device(config-if)# ip helper
address 10.1.10.1
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

exit

グローバル コンフィギュレーション モード
に戻ります。

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 6

ip forward-protocol {udp [port] | nd ブロードキャスト パケットを転送するとき
| sdns}
に、ルータによって転送されるプロトコル
を指定します。
例：
Device(config)# ip
forward-protocol sdns

ステップ 7

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 8

show ip interface [interface-id]

指定されたインターフェイスまたはすべて
のインターフェイスの設定を確認します。

例：
Device# show ip interface
gigabitethernet 1/0/1

ステップ 9

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 10

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

IP ブロードキャスト アドレスの確立
最も一般的な（デフォルトの）IP ブロードキャスト アドレスは、すべて 1 で構成されているアド
レス（255.255.255.255）です。ただし、任意の形式の IP ブロードキャスト アドレスを生成するよ
うにスイッチを設定することもできます。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
パスワードを入力します（要求された場
合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id
例：

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

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

ステップ 4

ip broadcast-address ip-address

デフォルト値と異なるブロードキャスト ア
ドレス（128.1.255.255 など）を入力します。

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

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 6

show ip interface [interface-id]
例：

指定されたインターフェイスまたはすべて
のインターフェイスのブロードキャスト ア
ドレスを確認します。

Device# show ip interface

ステップ 7

copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイル
に設定を保存します。
例：
Device# copy running-config
startup-config
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IP ブロードキャストのフラッディング
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにしま
す。パスワードを入力します（要求され
た場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ip forward-protocol spanning-tree
例：

ブリッジング スパニングツリー データ
ベースを使用し、UDP データグラムをフ
ラッディングします。

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

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 5

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイ
ルに設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

ステップ 7

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

ip forward-protocol turbo-flood

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

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

ステップ 9

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Device(config)# end

ステップ 10

入力を確認します。

show running-config
例：
Device# show running-config

ステップ 11

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイ
ルに設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

IP アドレスのモニタリングおよびメンテナンス
特定のキャッシュ、テーブル、またはデータベースの内容が無効になっている場合、または無効
である可能性がある場合は、clear 特権 EXEC コマンドを使用し、すべての内容を削除できます。
次の表に、内容をクリアするために使用するコマンドを示します。
表 98：キャッシュ、テーブル、データベースをクリアするコマンド

clear arp-cache

IP ARP キャッシュおよび高速スイッチング キャッシュ
をクリアします。

clear host {name | *}

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

clear ip route {network [mask] | *}

IP ルーティング テーブルから 1 つまたは複数のルート
を削除します。
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IP ルーティング テーブル、キャッシュ、データベースの内容、ノードへの到達可能性、ネット
ワーク内のパケットのルーティング パスなど、特定の統計情報を表示できます。次の表に、IP 統
計情報を表示するために使用する特権 EXEC コマンドを示します。
表 99：キャッシュ、テーブル、データベースを表示するコマンド

show arp

ARP テーブル内のエントリを表示します。

show hosts

デフォルトのドメイン名、検索サービスの方式、サーバ ホ
スト名、およびキャッシュに格納されているホスト名とア
ドレスのリストを表示します。

show ip aliases

TCP ポートにマッピングされた IP アドレスを表示します
（エイリアス）。

show ip arp

IP ARP キャッシュを表示します。

show ip interface [interface-id]

インターフェイスの IP ステータスを表示します。

show ip irdp

IRDP 値を表示します。

show ip masks address

ネットワーク アドレスに対して使用されるマスクおよび各
マスクを使用するサブネット番号を表示します。

show ip redirects

デフォルト ゲートウェイのアドレスを表示します。

show ip route [address [mask]] |
[protocol]

ルーティング テーブルの現在の状態を表示します。

show ip route summary

サマリー形式でルーティング テーブルの現在のステータス
を表示します。

IP ユニキャスト ルーティングの設定方法
IP ユニキャスト ルーティングのイネーブル化
デフォルトで、スイッチはレイヤ 2 スイッチング モード、IP ルーティングはディセーブルとなっ
ています。スイッチのレイヤ 3 機能を使用するには、IP ルーティングをイネーブルにする必要が
あります。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにしま
す。パスワードを入力します（要求され
た場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

configureterminal
例：
Device# configure terminal

ステップ 3

IP ルーティングをイネーブルにします。

ip routing
例：
Device(config)# ip routing

ステップ 4

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Device(config)# end

ステップ 5

入力を確認します。

show running-config
例：
Device# show running-config

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイ
ルに設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

IP ルーティングのイネーブル化の例
次に、ルーティング プロトコルとして RIP を使用し、 上で IP ルーティングをイネーブルにする
例を示します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.
Device(config)# ip routing

End with CNTL/Z.
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Device(config)# router rip
Device(config-router)# network 10.0.0.0
Device(config-router)# end

次の作業
ここで、選択したルーティング プロトコルのパラメータを設定できます。具体的な手順は次のと
おりです。
• RIP
• OSPF
• EIGRP
• BGP
• ユニキャスト Reverse Path Forwarding
• プロトコル独立機能（任意）

RIP 情報
RIP は、小規模な同種ネットワーク間で使用するために作成された Interior Gateway Protocol（IGP）
です。RIP は、ブロードキャスト ユーザ データグラム プロトコル（UDP）データ パケットを使
用してルーティング情報を交換するディスタンスベクトルルーティングプロトコルです。このプ
ロトコルは RFC 1058 に文書化されています。RIP の詳細については、『IP Routing Fundamentals』
（Cisco Press 刊）を参照してください。

（注）

RIP は IP Base Network Essentials 機能セットでサポートされています。
スイッチは RIP を使用し、30 秒ごとにルーティング情報アップデート（アドバタイズメント）を
送信します。180 秒以上を経過しても別のルータからアップデートがルータに届かない場合、該
当するルータから送られたルートは使用不能としてマークされます。240 秒後もまだ更新がない
場合、ルータは更新のないルータのルーティング テーブル エントリをすべて削除します。
RIP では、各ルートの値を評価するためにホップ カウントが使用されます。ホップ カウントは、
ルート内で経由されるルータ数です。直接接続されているネットワークのホップ カウントは 0 で
す。ホップ カウントが 16 のネットワークに到達できません。このように範囲（0 ～ 15）が狭い
ため、RIP は大規模ネットワークには適していません。
ルータにデフォルトのネットワーク パスが設定されている場合、RIP はルータを疑似ネットワー
ク 0.0.0.0 にリンクするルートをアドバタイズします。0.0.0.0 ネットワークは存在しません。RIP
はデフォルトのルーティング機能を実行するためのネットワークとして、このネットワークを処
理します。デフォルト ネットワークが RIP によって学習された場合、またはルータにラスト リ
ゾート ゲートウェイがあり、RIP がデフォルトのメトリックによって設定されている場合、スイッ
チはデフォルト ネットワークをアドバタイズします。RIP は指定されたネットワーク内のインター
フェイスにアップデートを送信します。インターフェイスのネットワークを指定しなければ、RIP
のアップデート中にアドバタイズされません。
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サマリー アドレスおよびスプリット ホライズン
ブロードキャストタイプの IP ネットワークに接続され、ディスタンスベクトル ルーティング プ
ロトコルを使用するルータでは、通常ルーティングループの発生を抑えるために、スプリットホ
ライズンメカニズムが使用されます。スプリットホライズンは、ルートに関する情報の発信元で
あるインターフェイス上の、ルータによって、その情報がアドバタイズされないようにします。
この機能を使用すると、通常の場合は複数のルータ間通信が最適化されます（特にリンクが壊れ
ている場合）。

RIP の設定方法
RIP のデフォルト設定
表 100：RIP のデフォルト設定

機能

デフォルト設定

自動サマリー

イネーブル

デフォルト情報送信元

ディセーブル

デフォルト メトリック

自動メトリック変換（組み込み）

IP RIP 認証キーチェーン 認証なし
認証モード：クリア テキスト
IP RIP の起動

ディセーブル

IP スプリット ホライズ
ン

メディアにより異なる

Neighbor

未定義

ネットワーク

指定なし

オフセット リスト

ディセーブル

出力遅延

0 ミリ秒
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機能

デフォルト設定

タイマー基準

• 更新：30 秒
• 無効：180 秒
• ホールドダウン：180 秒
• フラッシュ：240 秒

アップデート送信元の検 イネーブル
証
RIP バージョン 1 およびバージョン 2 パケットを受信し、バージョン
1 パケットを送信します。

Version

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

手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワードを
入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure
terminal

ステップ 3

ip routing

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

例：
Device(config)# ip
routing
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 4

router rip

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

例：
Device(config)# router
rip

ステップ 5

network network number
例：
Device(config)# network
12

ステップ 6

neighbor ip-address
例：
Device(config)# neighbor
10.2.5.1

ステップ 7

offset-list [access-list
number | name] {in | out}
offset [type number]
例：

ネットワークを RIP ルーティング プロセスと関連付けま
す。複数の network コマンドを指定できます。RIP ルー
ティング アップデートの送受信は、これらのネットワー
クのインターフェイスを経由する場合だけ可能です。
（注）

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

（任意）ルーティング情報を交換する隣接ルータを定義
します。このステップを使用すると、RIP（通常はブロー
ドキャスト プロトコル）からのルーティング アップデー
トが非ブロードキャスト ネットワークに到達するように
なります。
（任意）オフセット リストをルーティング メトリック
に適用し、RIP によって取得したルートへの着信および
発信メトリックを増加します。アクセス リストまたはイ
ンターフェイスを使用し、オフセット リストを制限でき
ます。

Device(config)#
offset-list 103 in 10

ステップ 8

timers basic update invalid （任意）ルーティング プロトコル タイマーを調整しま
holddown flush
す。すべてのタイマーの有効範囲は 0 ～ 4294967295 秒
です。
例：
Device(config)# timers
basic 45 360 400 300

• update：ルーティング アップデートの送信間隔。デ
フォルトは 30 秒です。
• invalid：ルートが無効と宣言されるまでの時間。デ
フォルト値は 180 秒です。
• holddown：ルートがルーティング テーブルから削
除されるまでの時間。デフォルト値は 180 秒です。
• flush：ルーティング アップデートが延期される時
間。デフォルトは 240 秒です。
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 9

version {1 | 2}
例：
Device(config)# version
2

ステップ 10

no auto summary
例：
Device(config)# no auto
summary

（任意）RIP バージョン 1 または RIP バージョン 2 のパ
ケットだけを送受信するようにスイッチを設定します。
デフォルトの場合、スイッチではバージョン 1 および 2
を受信しますが、バージョン 1 だけを送信します。イン
ターフェイス コマンド ip rip {send | receive} version 1 | 2
| 1 2} を使用し、インターフェイスでの送受信に使用す
るバージョンを制御することもできます。
（任意）自動要約をディセーブルにします。デフォルト
では、クラスフル ネットワーク境界を通過するときにサ
ブプレフィックスがサマライズされます。サマライズを
ディセーブルにし（RIP バージョン 2 だけ）、クラスフ
ル ネットワーク境界にサブネットおよびホスト ルーティ
ング情報をアドバタイズします。

ステップ 11

no validate-update-source （任意）着信 RIP ルーティング アップデートの送信元
IP アドレスの検証をディセーブルにします。デフォルト
例：
では、スイッチが着信 RIP ルーティング アップデートの
送信元 IP アドレスを検証します。送信元アドレスが無
Device(config)# no
validdate-update-source 効な場合は、アップデートが廃棄されます。通常の環境
で使用する場合は、この機能をディセーブルにしないで
ください。ただし、ネットワークに接続されていない
ルータがあり、そのルータのアップデートを受信する場
合は、このコマンドを使用できます。

ステップ 12

output-delay delay

Device(config)#
output-delay 8

（任意）送信する RIP アップデートにパケット間遅延を
追加します。 デフォルトでは、複数のパケットからなる
RIP アップデートのパケットに、パケット間遅延が追加
されません。パケットを低速なデバイスに送信する場合
は、8 ～ 50 ミリ秒のパケット間遅延を追加できます。

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：

ステップ 13

例：
Device(config)# end

ステップ 14

show ip protocols

入力を確認します。

例：
Device# show ip
protocols
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 15

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存
します。

例：
Device# copy
running-config
startup-config

RIP 認証の設定
RIP Version 1 は認証をサポートしていません。RIP バージョン 2 のパケットを送受信する場合は、
インターフェイスで RIP 認証をイネーブルにできます。インターフェイスで使用できる一連のキー
は、キーチェーンによって指定されます。キーチェーンが設定されていないと、デフォルトの場
合でも認証は実行されません。
RIP 認証がイネーブルであるインターフェイスでは、プレーン テキストと MD5 という 2 つの認証
モードがスイッチでサポートされます。デフォルトはプレーン テキストです。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権EXECモードをイネーブルにします。
パスワードを入力します（要求された場
合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id
例：

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

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

ステップ 4

ip rip authentication key-chain
name-of-chain

RIP 認証をイネーブルにします。
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コマンドまたはアクション

目的

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

ステップ 5

ip rip authentication mode {text | md5} プレーン テキスト認証（デフォルト）ま
たは MD5 ダイジェスト認証を使用するよ
例：
うに、インターフェイスを設定します。
Device(config-if)# ip rip
authentication mode md5

ステップ 6

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 7

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 8

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイ
ルに設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

サマリー アドレスおよびスプリット ホライズンの設定
（注）

ルートを適切にアドバタイズするため、アプリケーションがスプリット ホライズンをディセー
ブルにする必要がある場合を除き、通常はこの機能をディセーブルにしないでください。
ダイヤルアップ クライアント用のネットワーク アクセス サーバで、サマライズされたローカル
IP アドレス プールをアドバタイズするように、RIP が動作しているインターフェイスを設定する
場合は、ip summary-address rip インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用しま
す。
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（注）

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

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにしま
す。パスワードを入力します（要求され
た場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバルコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id
例：

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

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

ステップ 4

ip address ip-address subnet-mask

IP アドレスおよび IP サブネットを設定
します。

例：
Device(config-if)# ip address
10.1.1.10 255.255.255.0

ステップ 5

ip summary-address rip ip address
ip-network mask

サマライズする IP アドレスおよび IP
ネットワーク マスクを設定します。

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

ステップ 6

no ip split horizon

インターフェイスでスプリット ホライズ
ンをディセーブルにします。

例：
Device(config-if)# no ip split
horizon
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 8

show ip interface interface-id

入力を確認します。

例：
Device# show ip interface
gigabitethernet 1/0/1

ステップ 9

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイ
ルに設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

スプリット ホライズンの設定
ブロードキャストタイプの IP ネットワークに接続され、ディスタンスベクトル ルーティング プ
ロトコルを使用するルータでは、通常ルーティングループの発生を抑えるために、スプリットホ
ライズンメカニズムが使用されます。スプリットホライズンは、ルートに関する情報の発信元で
あるインターフェイス上の、ルータによって、その情報がアドバタイズされないようにします。
この機能を使用すると、複数のルータ間通信が最適化されます（特にリンクが壊れている場合）。

（注）

ルートを適切にアドバタイズするために、アプリケーションがスプリット ホライズンをディ
セーブルにする必要がある場合を除き、通常この機能をディセーブルにしないでください。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにしま
す。パスワードを入力します（要求され
た場合）。

例：
Device> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id
例：

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

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

ステップ 4

ip address ip-address subnet-mask

IP アドレスおよび IP サブネットを設定し
ます。

例：
Device(config-if)# ip address
10.1.1.10 255.255.255.0

ステップ 5

no ip split-horizon

インターフェイスでスプリット ホライズ
ンをディセーブルにします。

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

ステップ 6

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 7

show ip interface interface-id

入力を確認します。

例：
Device# show ip interface
gigabitethernet 1/0/1

ステップ 8

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイ
ルに設定を保存します。

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

（注）

スプリット ホライズンがイネーブルである場合、（ip summary-address rip ルータ コンフィ
ギュレーション コマンドによって設定される）自動サマリーとインターフェイス サマリー ア
ドレスはともにアドバタイズされません。
Device(config)# router rip
Device(config-router)# interface gigabitethernet1/0/2
Device(config-if)# ip address 10.1.5.1 255.255.255.0
Device(config-if)# ip summary-address rip 10.2.0.0 255.255.0.0
Device(config-if)# no ip split-horizon
Device(config-if)# exit
Device(config)# router rip
Device(config-router)# network 10.0.0.0
Device(config-router)# neighbor 2.2.2.2 peer-group mygroup
Device(config-router)# end

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

（注）

OSPF は IP ベースではサポートされません。
シスコの実装は、次の主要機能を含む OSPF バージョン 2 仕様に準拠します。
• スタブ エリアの定義がサポートされています。
• 任意の IP ルーティング プロトコルによって取得されたルートは、別の IP ルーティング プロ
トコルに再配信されます。つまり、ドメイン内レベルで、OSPF は EIGRP および RIP によっ
て取得したルートを取り込むことができます。OSPF ルートを RIP に伝達することもできま
す。
• エリア内の隣接ルータ間でのプレーン テキスト認証および MD5 認証がサポートされていま
す。
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• 設定可能なルーティング インターフェイス パラメータには、インターフェイス出力コスト、
再送信インターバル、インターフェイス送信遅延、ルータ プライオリティ、ルータのデッド
インターバルと hello インターバル、認証キーなどがあります。
• 仮想リンクがサポートされています。
• RFC 1587 に基づく Not-So-Stubby-Area（NSSA）がサポートされています。
通常、OSPF を使用するには、多くの内部ルータ、複数のエリアに接続された Area Border Router
（ABR; エリア境界ルータ）、および自律システム境界ルータ（ASBR）間で調整する必要があり
ます。最小設定では、すべてのデフォルト パラメータ値、エリアに割り当てられたインターフェ
イスが使用され、認証は行われません。環境をカスタマイズする場合は、すべてのルータの設定
を調整する必要があります。

OSPF NSF
スイッチまたはスイッチ スタックは 2 つのレベルのノンストップ フォワーディング（NSF）をサ
ポートしています。
• OSPF NSF 認識, （1369 ページ）
• OSPF NSF 対応, （1369 ページ）

OSPF NSF 認識
IP サービス フィーチャ セットでは、IPv4 の OSPF NSF 認識がサポートされます。隣接ルータが
NSF 対応である場合、レイヤ 3 スイッチでは、ルータに障害（クラッシュ）が発生してプライマ
リ ルート プロセッサ（RP）がバックアップ RP によって引き継がれる間、または処理を中断させ
ずにソフトウェア アップグレードを行うためにプライマリ RP を手動でリロードしている間、隣
接ルータからパケットを転送し続けます。
この機能をディセーブルにできません。

OSPF NSF 対応
IP サービス フィーチャ セットでは、前のリリースでサポートされていた OSPFv2 NSF Cisco フォー
マットに加えて、OSPFv2 NSF IETF フォーマットもサポートされます。この機能の詳細について
は、『NSF—OSPF (RFC 3623 OSPF Graceful Restart)』を参照してください。
IP サービス フィーチャ セットは、OSPF NSF 対応ルーティングも IPv4 に対してサポートし、ス
タック マスター変更後のコンバージェンスの向上と、トラフィック損失の低減を実現します。
OSPF NSF 対応スタックでスタック マスターの変更が生じた場合、新しいスタック マスターは自
身のリンクステート データベースを OSPF ネイバーと再同期化するために、次の 2 つの処理をす
る必要があります。
• ネイバー関係をリセットせずにネットワーク上の使用可能な OSPF ネイバーを解放します。
• ネットワークのリンクステート データベースの内容を再取得します。
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スタック マスターの変更後、新しいマスターは隣接する NSF 認識デバイスに OSPF NSF 信号を送
信します。デバイスはこの信号を、スタックとのネイバー関係をリセットしない指示として認識
します。NSF 対応スタック マスターは、ネットワーク上の他のルータから信号を受け取ると、自
身のネイバー リストの再構築を開始します。
NSF 対応スタック マスターはネイバー関係を再確立すると、自身のデータベースを NSF 認識ネイ
バーと再同期化し、OSPF ネイバー間でルーティング情報を交換します。新しいスタック マスター
はこのルーティング情報を使用して、新しい情報を基に古いルートの削除、ルーティング情報ベー
ス（RIB）の更新、転送情報ベース（FIB）のアップデートを行います。これで OSPF プロトコル
は完全に収束します。

（注）

OSPF NSF では、すべてのネイバー ネットワーク デバイスが NSF 認識である必要があります。
ネットワーク セグメント上に非 NSF 認識ネイバーが検出された場合、NSF 対応ルータはその
セグメントに対する NSF 機能をディセーブルにします。すべてのデバイスが NSF 認識または
NSF 対応デバイスとなっているその他のネットワーク セグメントでは、NSF 対応機能が継続
して提供されます。
OSPF NSF ルーティングをイネーブルにするには、nsf OSPF ルーティング コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用します。OSPF NSF ルーティングがイネーブルになっていることを確認するに
は、show ip ospf 特権 EXEC コマンドを使用します。
詳細については、次の URL の『Cisco Nonstop Forwarding』を参照してください。 http://
www.cisco.com/en/US/docs/ios/ha/configuration/guide/ha-nonstp_fwdg.html

OSPF エリア パラメータ
複数の OSPF エリア パラメータを設定することもできます。設定できるパラメータには、エリア、
スタブ エリア、および NSSA への無許可アクセスをパスワードによって阻止する認証用パラメー
タがあります。スタブ エリアは、外部ルートの情報が送信されないエリアです。が、代わりに、
自律システム（AS）外の宛先に対するデフォルトの外部ルートが、ABR によって生成されます。
NSSA ではコアからそのエリアへ向かう LSA の一部がフラッディングされませんが、再配信する
ことによって、エリア内の AS 外部ルートをインポートできます。
経路集約は、アドバタイズされたアドレスを、他のエリアでアドバタイズされる単一のサマリー
ルートに統合することです。ネットワーク番号が連続する場合は、area range ルータ コンフィギュ
レーションコマンドを使用し、範囲内のすべてのネットワークを対象とするサマリールートをア
ドバタイズするように ABR を設定できます。

その他の OSPF パラメータ
ルータ コンフィギュレーション モードで、その他の OSPF パラメータを設定することもできま
す。
• ルート集約：他のプロトコルからルートを再配信すると、各ルートは外部 LSA 内で個別にア
ドバタイズされます。OSPF リンク ステート データベースのサイズを小さくするには、
summary-address ルータ コンフィギュレーション コマンドを使用し、指定されたネットワー
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ク アドレスおよびマスクに含まれる、再配信されたすべてのルートを単一のルータにアドバ
タイズします。
• 仮想リンク：OSPF では、すべてのエリアがバックボーン エリアに接続されている必要があ
ります。バックボーンが不連続である場合に仮想リンクを確立するには、2 つの ABR を仮想
リンクのエンドポイントとして設定します。設定情報には、他の仮想エンドポイント（他の
ABR）の ID、および 2 つのルータに共通する非バックボーン リンク（通過エリア）などが
あります。仮想リンクをスタブ エリアから設定できません。
• デフォルト ルート：OSPF ルーティング ドメイン内へのルート再配信を設定すると、ルータ
は自動的に自律システム境界ルータ（ASBR）になります。ASBR を設定し、強制的に OSPF
ルーティング ドメインにデフォルト ルートを生成できます。
• すべての OSPF show 特権 EXEC コマンドで使用されるドメイン ネーム サーバ（DNS）名を
使用すると、ルータ ID やネイバー ID を指定して表示する場合に比べ、ルータを簡単に特定
できます。
• デフォルト メトリック：OSPF は、インターフェイスの帯域幅に従ってインターフェイスの
OSPF メトリックを計算します。メトリックは、帯域幅で分割された ref-bw として計算され
ます。ここでの ref のデフォルト値は 10 で、帯域幅（bw）は bandwidth インターフェイス
コンフィギュレーション コマンドによって指定されます。大きな帯域幅を持つ複数のリンク
の場合は、大きな数値を指定し、これらのリンクのコストを区別できます。
• アドミニストレーティブ ディスタンスは、ルーティング情報送信元の信頼性を表す数値で
す。0 ～ 255 の整数を指定でき、値が大きいほど信頼性は低下します。アドミニストレーティ
ブ ディスタンスが 255 の場合はルーティング情報の送信元をまったく信頼できないため、無
視する必要があります。OSPF では、エリア内のルート（エリア内）、別のエリアへのルー
ト（エリア間）、および再配信によって学習した別のルーティング ドメインからのルート
（外部）の 3 つの異なるアドミニストレーティブ ディスタンスが使用されます。どのアドミ
ニストレーティブ ディスタンスの値でも変更できます。
• 受動インターフェイス：イーサネット上の 2 つのデバイス間のインターフェイスは 1 つの
ネットワーク セグメントしか表しません。このため、OSPF が送信側インターフェイスに
hello パケットを送信しないようにするには、送信側デバイスを受動インターフェイスに設定
する必要があります。両方のデバイスは受信側インターフェイス宛ての hello パケットを使
用することで、相互の識別を可能にします。
• ルート計算タイマー：OSPF がトポロジ変更を受信してから SPF 計算を開始するまでの遅延
時間、および 2 つの SPF 計算の間のホールド タイムを設定できます。
• ネイバー変更ログ：OSPF ネイバー ステートが変更されたときに Syslog メッセージを送信す
るようにルータを設定し、ルータの変更を詳細に表示できます。

LSA グループ ペーシング
OSPF LSA グループ ペーシング機能を使用すると、OSPF LSA をグループ化し、リフレッシュ、
チェックサム、エージング機能の同期を取って、ルータをより効率的に使用できるようになりま
す。デフォルトでこの機能はイネーブルとなっています。デフォルトのペーシング インターバル
は 4 分間です。通常は、このパラメータを変更する必要はありません。最適なグループ ペーシン
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グ インターバルは、ルータがリフレッシュ、チェックサム、エージングを行う LSA 数に反比例し
ます。たとえば、データベース内に約 10000 個の LSA が格納されている場合は、ペーシング イン
ターバルを短くすると便利です。小さなデータベース（40 ～ 100 LSA）を使用する場合は、ペー
シング インターバルを長くし、10 ～ 20 分に設定してください。

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

OSPF の設定方法
OSPF のデフォルト設定
表 101：OSPF のデフォルト設定

機能

デフォルト設定

インターフェイス パラメー コスト：1
タ
再送信インターバル：5 秒
送信遅延：1 秒
プライオリティ：1
hello インターバル：10 秒
デッド インターバル：hello インターバルの 4 倍
認証なし
パスワードの指定なし
MD5 認証はディセーブル
エリア

認証タイプ：0（認証なし）
デフォルト コスト：1
範囲：ディセーブル
スタブ：スタブ エリアは未定義
NSSA：NSSA エリアは未定義
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機能

デフォルト設定

自動コスト

100 Mb/s

デフォルト情報送信元

ディセーブルイネーブルの場合、デフォルトのメトリック設定は
10 で、外部ルート タイプのデフォルトはタイプ 2 です。

デフォルト メトリック

各ルーティング プロトコルに適切な、組み込みの自動メトリック
変換

距離 OSPF

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

OSPF データベース フィル
タ

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

IP OSPF 名検索

ディセーブル

隣接関係変更ログ

イネーブル

Neighbor

指定なし

ネイバー データベース フィ ディセーブルすべての発信 LSA はネイバーにフラッディングされ
ルタ
ます。
ネットワーク エリア

ディセーブル

ノンストップ フォワーディ イネーブルレイヤ 3 スイッチでは、ハードウェアやソフトウェア
ング（NSF）認識
の変更中に、隣接する NSF 対応ルータからのパケットを転送し続
けることができます。
NSF 対応

ディセーブル
（注）

スイッチ スタックは OSPF NSF 対応ルーティングを IPv4
に対してサポートします。

ルータ ID

OSPF ルーティング プロセスは未定義

サマリー アドレス

ディセーブル

タイマー LSA グループの
ペーシング

240 秒

タイマー Shortest Path First
（SPF）

spf 遅延：5 秒; spf ホールドタイム：10 秒
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機能

デフォルト設定

仮想リンク

エリア ID またはルータ ID は未定義
hello インターバル：10 秒
再送信インターバル：5 秒
送信遅延：1 秒
デッド インターバル：40 秒
認証キー：キーは未定義
メッセージ ダイジェスト キー（MD5）：キーは未定義

基本的な OSPF パラメータの設定
OSPF をイネーブルにするには、OSPF ルーティング プロセスを作成し、そのルーティング プロ
セスに関連付けられる IP アドレスの範囲を指定し、その範囲に関連付けられるエリア ID を割り
当てます。IP サービス イメージを実行しているスイッチでは、Cisco OSPFv2 NSF フォーマットま
たは IETF OSPFv2 NSF フォーマットのいずれかを設定できます。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

router ospf process-id
例：
Device(config)# router ospf
15

OSPF ルーティングをイネーブルにし、ルータ コン
フィギュレーション モードを開始します。プロセス
ID はローカルに割り当てられ、内部で使用される識
別パラメータで、任意の正の整数を指定できます。各
OSPF ルーティング プロセスには一意の値がありま
す。
（注）

ステップ 3

nsf cisco [enforce global]
例：
Device(config)# nsf cisco
enforce global

OSPF for Routed Access は、OSPFv2 インス
タンスと OSPFv3 インスタンスをそれぞれ
1 つずつと、最大 200 のダイナミックに学
習されるルートをサポートします。

（任意）OSPF での Cisco NSF 動作をイネーブルにし
ます。enforce global キーワードを指定すると、非 NSF
認識のネイバー ネットワーキング デバイスが検出さ
れたときに NSF 再起動がキャンセルされます。
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

ステップ 4

nsf ietf [restart-interval
seconds]
例：
Device(config)# nsf ietf
restart-interval 60

ステップ 5

ステップ 3 またはステップ 4 でコマンドを
入力し、ステップ 5 に進みます。

（任意）OSPF での IETF NSF 動作をイネーブルにし
ます。restart-interval キーワードでは、グレースフル
リスタート間隔の長さを秒単位で指定します。範囲は
1 ～ 1800 です。デフォルトは 120 です。
（注）

ステップ 3 またはステップ 4 でコマンドを
入力し、ステップ 5 に進みます。

network address wildcard-mask OSPF が動作するインターフェイス、およびそのイン
area area-id
ターフェイスのエリア ID を定義します。単一のコマ
ンドにワイルドカードマスクを指定し、特定の OSPF
例：
エリアに関連付けるインターフェイスを 1 つまたは複
数定義できます。エリア ID には 10 進数または IP ア
Device(config)# network
10.1.1.1 255.240.0.0 area ドレスを指定できます。
20

ステップ 6

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 7

show ip protocols

入力を確認します。

例：
Device# show ip protocols

ステップ 8

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を
保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

OSPF インターフェイスの設定
ip ospf インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用すると、インターフェイス固有
の OSPF パラメータを変更できます。これらのパラメータを変更する必要はありませんが、一部
のインターフェイス パラメータ（hello インターバル、デッド インターバル、認証キーなど）に
ついては、接続されたネットワーク内のすべてのルータで統一性を維持する必要があります。こ
れらのパラメータを変更した場合は、ネットワーク内のすべてのルータの値も同様に変更してく
ださい。
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（注）

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

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id
例：

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

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

ステップ 3

ip ospf cost

（任意）インターフェイスでパケットを送信する
コストを明示的に指定します。

例：
Device(config-if)# ip ospf 8

ステップ 4

ip ospf retransmit-interval
seconds

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

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

ステップ 5

ip ospf transmit-delay seconds
例：
Device(config-if)# ip ospf
transmit-delay 2

ステップ 6

ip ospf priority number
例：
Device(config-if)# ip ospf
priority 5

ステップ 7

ip ospf hello-interval seconds
例：
Device(config-if)# ip ospf
hello-interval 12

（任意）リンク ステート アップデート パケットを
送信するまでの予測待機時間を秒数で設定します。
指定できる範囲は 1 ～ 65535 秒です。デフォルト
値は 1 秒です。
（任意）ネットワークに対して、OSPF で指定され
たルータを検索するときに役立つプライオリティ
を設定します。有効な範囲は 0 ～ 255 です。デフォ
ルトは 1 です。
（任意）OSPF インターフェイスで hello パケット
の送信間隔を秒数で設定します。ネットワークの
すべてのノードで同じ値を指定する必要がありま
す。指定できる範囲は 1 ～ 65535 秒です。デフォ
ルトは 10 秒です。
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

ip ospf dead-interval seconds

（任意）最後のデバイスで hello パケットが確認さ
れてから、OSPF ルータがダウンしていることがネ
イバーによって宣言されるまでの時間を秒数で設
定します。ネットワークのすべてのノードで同じ
値を指定する必要があります。指定できる範囲は
1 ～ 65535 秒です。デフォルト値は hello インター
バルの 4 倍です。

例：
Device(config-if)# ip ospf
dead-interval 8

ステップ 9

ip ospf authentication-key キー （任意）隣接 OSPF ルータで使用されるパスワー
ドを割り当てます。パスワードには、キーボード
から入力した任意の文字列（最大 8 バイト長）を
例：
指定できます。同じネットワーク上のすべての隣
Device(config-if)# ip ospf
authentication-key password 接ルータには、OSPF 情報を交換するため、同じパ
スワードを設定する必要があります。

ステップ 10

ip ospf message digest-key keyid （任意）MDS 認証をイネーブルにします。
md5 key
• keyid：1 ～ 255 の ID。
例：

• key：最大 16 バイトの英数字パスワード

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

ステップ 11

Device(config-if)# ip ospf
database-filter all out

（任意）インターフェイスへの OSPF LSA パケッ
トのフラッディングを阻止します。デフォルトで
は、OSPF は、LSA が到着したインターフェイスを
除き、同じエリア内のすべてのインターフェイス
で新しい LSA をフラッドします。

end

特権 EXEC モードに戻ります。

ip ospf database-filter all out
例：

ステップ 12

例：
Device(config)# end

ステップ 13

show ip ospf interface
[interface-name]

OSPF に関連するインターフェイス情報を表示しま
す。

例：
Device# show ip ospf
interface

ステップ 14

show ip ospf neighbor detail
例：
Device# show ip ospf neighbor
detail

ネイバー スイッチの NSF 認証ステータスを表示し
ます。出力には、次のいずれかが表示されます。
• Options is 0x52
LLS Options is 0x1 (LR)
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コマンドまたはアクション

目的
これらの行の両方が表示される場合、ネイバー
スイッチが NSF 認識です。
• Options is 0x42：ネイバー スイッチが NSF 認
識でないことを示します。

ステップ 15

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定
を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

OSPF エリア パラメータの設定
はじめる前に

（注）

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

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

router ospf process-id

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

例：
Device(config)# router ospf 109

ステップ 3

area area-idauthentication
例：
Device(config-router)# area 1
authentication

（任意）特定のエリアへの無許可アクセスに対
して、パスワードベースの保護を可能にします。
ID には 10 進数または IP アドレスのいずれかを
指定できます。
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

area area-idauthentication
message-digest

（任意）エリアに関して MD5 認証をイネーブル
にします。

例：
Device(config-router)# area 1
authentication message-digest

ステップ 5

area area-idstub [no-summary]
例：
Device(config-router)# area 1
stub

ステップ 6

area area-idnssa
[no-redistribution]
[default-information-originate]
[no-summary]
例：
Device(config-router)# area 1
nssa
default-information-originate

（任意）エリアをスタブ エリアとして定義しま
す。no-summary キーワードを指定すると、ABR
はサマリー リンク アドバタイズメントをスタブ
エリアに送信できなくなります。
（任意）エリアを NSSA として定義します。同
じエリア内のすべてのルータは、エリアが NSSA
であることを認識する必要があります。次のキー
ワードのいずれかを選択します。
• no-redistribution：ルータが NSSA ABR の場
合、redistribute コマンドを使用して、ルー
トを NSSA エリアでなく通常のエリアに取
り込む場合に使用します。
• default-information-originate：LSA タイプ 7
を NSSA に取り込めるようにする場合に、
ABR で選択します。
• no-redistribution：サマリー LSA を NSSA
に送信しない場合に選択します。

ステップ 7

area area-idrange address mask
例：

（任意）単一のルートをアドバタイズするアド
レス範囲を指定します。このコマンドは、ABR
に対してだけ使用します。

Device(config-router)# area 1
range 255.240.0.0

ステップ 8

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 9

show ip ospf [process-id]
例：

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

Device# show ip ospf
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ステップ 10

目的

show ip ospf [process-id [area-id]] 特定のルータの OSPF データベースに関連する情
database
報のリストを表示します。
例：
Device# show ip osfp database

ステップ 11

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

その他の OSPF パラメータの設定
手順

ス
テッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバ
コンフィギ
レーショ
モードを開
します。

例：
Device# configure terminal

ス
テッ
プ2

router ospf process-id

OSPF ルー
ティングを
ネーブル
し、ルー
コンフィギ
レーショ
モードを開
します。

例：
Device(config)# router ospf 10

ス
テッ
プ3

summary-address address mask

（任意）
のサマリ
ルートだけ
アドバタイ
されるよ
に、再配信
れたルート
アドレスお

例：
Device(config)# summary-address 10.1.1.1 255.255.255.0
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コマンドまたはアクション

目的

び IP サ
ネット
クを指
す。
ス
テッ
プ4

area area-id router-id [ seconds] [ seconds] [] [[ key] | keyid
（任意
key]]virtual-linkhello-intervalretransmit-intervaltransauthentication-keymessage-digest-keymd5 リンク
し、パ
例：
タを設
す。
Device(config)# area 2 virtual-link 192.168.255.1 hello-interval 5

ス
テッ
プ5

default-information originate [always] [metric metric-value] [metric-type type-value] [route-map （任意
map-name]
的に O
ルーテ
例：
ドメイ
フォル
Device(config)# default-information originate metric 100 metric-type 1
ルート
するよ
ASBR
します
メータ
て任意

ス
テッ
プ6

ip ospf name-lookup

（任意
名検索
します
フォル
ディセ
になっ
す。

例：
Device(config)# ip ospf name-lookup

ス
テッ
プ7

ip auto-cost reference-bandwidth ref-bw

（任意
のルー
ドバタ
るアド
囲を指
す。こ
ンドは
に対し
使用し

例：
Device(config)# ip auto-cost reference-bandwidth 5
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ス
テッ
プ8

コマンドまたはアクション

目的

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

（任意）
OSPF の距
の値を変更
ます。各タ
プのルート
デフォルト
離は 110
す。指定で
る範囲は
255 です。

例：
Device(config)# distance ospf inter-area 150

ス
テッ
プ9

passive-interface type number

（任意）指
されたイ
ターフェイ
経由の he
パケットの
信を抑制し
す。

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

timers throttle spf spf-delay spf-holdtime spf-wait
ス
テッ
プ 10 例：

（任意）ル
ト計算タ
マーを設定
ます。

Device(config)# timers throttle spf 200 100 100

• spf-de

SPF
算の
更を
信す
間の
延。
定で
る範
は1
6000
ミリ
です

• spf-hold

最初
番目
SPF
算の
の遅
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コマンドまたはアクション

目的

延
定
る
は
6
ミ
で

•s

S
算
大
時
（
秒
指
き
囲
～
6
ミ
で
ospf log-adj-changes
ス
テッ
プ 11 例：

（任意
バー ス
トが変
たとき
syslog
セージ
します

Device(config)# ospf log-adj-changes

end
ス
テッ
プ 12 例：

特権 E
モード
ます。

Device(config)# end

show ip ospf [process-id [area-id]] database
ス
テッ
プ 13 例：

特定の
の OS
タベー
連する
リスト
します

Device# show ip ospf database
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コマンドまたはアクション

目的

copy running-config startup-config
ス
テッ
プ 14 例：

（任意）コ
フィギュレ
ション フ
イルに設定
保存します

Device# copy running-config startup-config

LSA グループ ペーシングの変更
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

router ospf process-id
例：

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

Device(config)# router ospf 25

ステップ 3

timers lsa-group-pacing seconds

LSA の グループ ペーシングを変更しま
す。

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

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 5

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファ
イルに設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

ループバック インターフェイスの設定
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバルコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

interface loopback 0
例：

ループバック インターフェイスを作成
し、インターフェイスコンフィギュレー
ション モードを開始します。

Device(config)# interface loopback
0

ステップ 3

ip address address mask

このインターフェイスに IP アドレスを
割り当てます。

例：
Device(config-if)# ip address
10.1.1.5 255.255.240.0

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 5

show ip interface

入力を確認します。

例：
Device# show ip interface
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーションファイ
ルに設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

OSPF のモニタリング
IP ルーティング テーブルの内容、キャッシュの内容、およびデータベースの内容など、特定の統
計情報を表示できます。
表 102：IP OSPF 統計情報の表示コマンド

show ip ospf [process-id]

OSPF ルーティング プロセスに関す
る一般情報を表示します。

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

OSPF データベースに関連する情報
のリストを表示します。

show ip ospf [process-id] database [router] [self-originate]
show ip ospf [process-id] database [router] [adv-router
[ip-address]]
show ip ospf [process-id] database [network] [link-state-id]
show ip ospf [process-id] database [summary] [link-state-id]
show ip ospf [process-id] database [asbr-summary] [link-state-id]
show ip ospf [process-id] database [external] [link-state-id]
show ip ospf [process-id area-id] database [database-summary]
show ip ospf border-routes

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

show ip ospf interface [interface-name]

OSPF に関連するインターフェイス
情報を表示します。

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

OSPF インターフェイス ネイバー情
報を表示します。

show ip ospf virtual-links

OSPF に関連する仮想リンク情報を
表示します。
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OSPF の設定例
例：基本的な OSPF パラメータの設定
次に、OSPF ルーティング プロセスを設定し、プロセス番号 109 を割り当てる例を示します。
Device(config)# router ospf 109
Device(config-router)# network 131.108.0.0 255.255.255.0 area 24

EIGRP に関する情報
EIGRP は IGRP のシスコ独自の拡張バージョンです。EIGRP は IGRP と同じディスタンス ベクト
ル アルゴリズムおよび距離情報を使用しますが、EIGRP では収束性および動作効率が大幅に改善
されています。
コンバージェンス テクノロジーには、拡散更新アルゴリズム（DUAL）と呼ばれるアルゴリズム
が採用されています。DUAL を使用すると、ルート計算の各段階でループが発生しなくなり、ト
ポロジの変更に関連するすべてのデバイスを同時に同期できます。トポロジ変更の影響を受けな
いルータは、再計算に含まれません。
IP EIGRP を導入すると、ネットワークの幅が広がります。RIP の場合、ネットワークの最大幅は
15 ホップです。EIGRP メトリックは数千ホップをサポートするほど大きいため、ネットワークを
拡張するときに問題となるのは、トランスポート レイヤのホップ カウンタだけです。IP パケット
が 15 台のルータを経由し、宛先方向のネクスト ホップが EIGRP によって取得されている場合だ
け、EIGRP は転送制御フィールドの値を増やします。RIP ルートを宛先へのネクスト ホップとし
て使用する場合、転送制御フィールドでは、通常どおり値が増加します。

EIGRP の機能
EIGRP には次の機能があります。
• 高速コンバージェンス
• 差分更新：宛先のステートが変更された場合、ルーティング テーブルの内容全体を送信する
代わりに差分更新を行い、EIGRP パケットに必要な帯域幅を最小化します。
• 低い CPU 使用率：完全更新パケットを受信ごとに処理する必要がないため、CPU 使用率が
低下します。
• プロトコルに依存しないネイバー探索メカニズム：このメカニズムを使用し隣接ルータに関
する情報を取得します。
• 可変長サブネット マスク（VLSM）
• 任意のルート集約

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

1387

EIGRP に関する情報

• 大規模ネットワークへの対応

EIGRP コンポーネント
EIGRP には次に示す 4 つの基本コンポーネントがあります。
• ネイバー探索および回復：直接接続されたネットワーク上の他のルータに関する情報を動的
に取得するために、ルータで使用されるプロセスです。また、ネイバーが到達不能または動
作不能になっていることを検出するためにも使用されます。ネイバー探索および回復は、サ
イズの小さな hello パケットを定期的に送信することにより、わずかなオーバーヘッドで実
現されます。hello パケットが受信されているかぎり、Cisco ISO ソフトウェアは、ネイバー
が有効に機能していると学習します。このように判別された場合、隣接ルータはルーティン
グ情報を交換できます。
• Reliable Transport Protocol：EIGRP パケットをすべてのネイバーに確実に、順序どおりに配信
します。マルチキャスト パケットとユニキャスト パケットが混在した伝送もサポートされ
ます。EIGRPパケットには確実に送信する必要があるものと、そうでないものがあります。
効率化のため、信頼性は必要時にのみ提供されます。たとえば、マルチキャスト機能がある
マルチアクセス ネットワーク（イーサネットなど）では、すべてのネイバーにそれぞれ hello
パケットを確実に送信する必要はありません。そのため、EIGRP は、1 つのマルチキャスト
hello を送信し、パケットに確認応答が必要ないという通知をそのパケットに含めます。他の
タイプのパケット（アップデートなど）の場合は、確認応答（ACK パケット）を要求しま
す。信頼性の高い伝送であれば、ペンディング中の未確認応答パケットがある場合、マルチ
キャスト パケットを迅速に送信できます。このため、リンク速度が変化する場合でも、コン
バージェンス時間を短く保つことができます。
• DUAL 有限状態マシンには、すべてのルート計算の決定プロセスが組み込まれており、すべ
てのネイバーによってアドバタイズされたすべてのルートが追跡されます。DUAL は距離情
報（メトリックともいう）を使用して、効率的な、ループのないパスを選択し、さらにDUAL
は適切な後継ルータに基づいて、ルーティング テーブルに挿入するルートを選択します。後
継ルータは、宛先への最小コスト パス（ルーティング ループに関連しないことが保証され
ている）を持つ、パケット転送に使用される隣接ルータです。適切な後継ルータが存在しな
くても、宛先にアドバタイズするネイバーが存在する場合は再計算が行われ、この結果、新
しい後継ルータが決定されます。ルートの再計算に要する時間によって、コンバージェンス
時間が変わります。再計算はプロセッサに負荷がかかるため、必要でない場合は、再計算し
ないようにしてください。トポロジが変更されると、DUAL はフィジブル サクセサの有無を
調べます。適切なフィジブル サクセサが存在する場合は、それらを探して使用し、不要な再
計算を回避します。
• プロトコル依存モジュールは、ネットワーク層プロトコル固有のタスクを実行します。たと
えば、IP EIGRP モジュールは、IP でカプセル化された EIGRP パケットを送受信します。ま
た、EIGRP パケットを解析したり、DUAL に受信した新しい情報を通知したりします。EIGRP
は DUAL にルーティング決定を行うように要求しますが、結果は IP ルーティング テーブル
に格納されます。EIGRP は、他の IP ルーティング プロトコルによって取得したルートの再
配信も行います。
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（注）

EIGRP をイネーブルにするには、スイッチ またはスタック マスター上で IP
サービス フィーチャ セットが稼働している必要があります。

EIGRP NSF
スイッチ スタックは、次の 2 つのレベルの EIGRP ノンストップ フォワーディングをサポートし
ます。
• EIGRP NSF 認識
• EIGRP NSF 対応

EIGRP NSF 認識
IP サービス フィーチャ セットは、EIGRP NSF 認識を IPv4 に対してサポートしています。隣接
ルータが NSF 対応である場合、レイヤ 3 スイッチでは、ルータに障害が発生してプライマリ RP
がバックアップ RP によって引き継がれる間、または処理を中断させずにソフトウェア アップグ
レードを行うためにプライマリ RP を手動でリロードしている間、隣接ルータからパケットを転
送し続けます。
この機能をディセーブルにできません。この機能の詳細については、『Cisco IOS IP Routing Protocols
Configuration Guide, Release 12.4』の「EIGRP Nonstop Forwarding (NSF) Awareness」を参照してく
ださい。

EIGRP NSF 対応
IP サービス フィーチャ セットでは、EIGRP Cisco NSF ルーティングがサポートされています。そ
れにより、コンバージェンスの時間が短くなり、スタック マスター変更後のトラフィック損失が
なくなります。この NSF 機能の詳細については、『High Availability Configuration Guide, Cisco IOS
XE Release 3S』の「Configuring Nonstop Forwarding」を参照してください。
IP サービス フィーチャ セットは、EIGRP NSF 対応ルーティングも IPv4 に対してサポートし、ス
タック マスター変更後のコンバージェンスの向上と、トラフィック損失の低減を実現します。
EIGRP NSF 対応のスタック マスターが再起動したとき、または新しいスタック マスターが起動
して NSF が再起動したとき、このスイッチにはネイバーが存在せず、トポロジ テーブルは空の状
態です。スイッチは、スイッチ スタックに対するトラフィックを中断することなく、インター
フェイスの起動、ネイバーの再取得、およびトポロジテーブルとルーティングテーブルの再構築
を行う必要があります。EIGRP ピア ルータは新しいスタック マスターから学習したルートを維持
し、NSF の再起動処理の間トラフィックの転送を継続します。
ネイバーによる隣接リセットを防ぐために、新しいスタック マスターは EIGRP パケット ヘッダー
の新しい Restart（RS）ビットを使用して再起動を示します。これを受信したネイバーは、ピア リ
スト内のスタックと同期を取り、スタックとの隣接関係を維持します。続いてネイバーは、RS
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ビットがセットされているスタック マスターにトポロジ テーブルを送信して、自身が NSF 認識
デバイスであることおよび新しいスタック マスターを補助していることを示します。
スタックのピア ネイバーの少なくとも 1 つが NFS 認識デバイスであれば、スタック マスターは
アップデート情報を受信してデータベースを再構築します。各 NSF 認識ネイバーは、最後のアッ
プデート パケットに End of Table（EOT）マーカーを付けて送信して、テーブル情報の最後である
ことを示します。スタック マスターは、EOT マーカーを受信したときにコンバージェンスを認識
し、続いてアップデートの送信を始めます。スタック マスターがネイバーからすべての EOT マー
カーを受信した場合、または NSF コンバージ タイマーが期限切れになった場合、EIGRP は RIB
にコンバージェンスを通知し、すべての NSF 認識ピアにトポロジ テーブルをフラッディングしま
す。

EIGRP スタブ ルーティング
EIGRP スタブ ルーティング機能は、すべてのフィーチャ セットで使用でき、エンド ユーザの近
くにルーテッド トラフィックを移動することでリソースの利用率を低減させます。

（注）

IP Base フィーチャ セットに含まれる EIGRP スタブ ルーティング機能では、ルーティング テー
ブルからの接続ルートまたはサマリー ルートをネットワーク内の他のスイッチにアドバタイ
ズすることだけを行います。スイッチはアクセス レイヤで EIGRP スタブ ルーティングを使用
することにより、ほかのタイプのルーティング アドバタイズメントの必要性を排除していま
す。拡張機能および完全な EIGRP ルーティングを使用するには、スイッチで IP ベース フィー
チャ セットを稼働させる必要があります。IP ベース フィーチャ セットが稼働するスイッチ上
で、Multi-VRF-CE と EIGRP スタブ ルーティングを同時に設定しようとすると、設定は許可さ
れません。IPv6 EIGRP スタブ ルーティングは、IP ベース フィーチャ セットではサポートされ
ません。
EIGRP スタブ ルーティングを使用するネットワークでは、ユーザに対する IP トラフィックの唯
一の許容ルートは、EIGRP スタブ ルーティングを設定しているスイッチ経由です。スイッチは、
ユーザ インターフェイスとして設定されているインターフェイスまたは他のデバイスに接続され
ているインターフェイスにルーテッド トラフィックを送信します。
EIGRP スタブ ルーティングを使用しているときは、EIGRP を使用してスイッチだけをスタブとし
て設定するように、分散ルータおよびリモート ルータを設定する必要があります。指定したルー
トだけがスイッチから伝播されます。スイッチは、サマリー、接続ルート、およびルーティング
アップデートに対するすべてのクエリーに応答します。
スタブルータの状態を通知するパケットを受信した隣接ルータは、ルートについてはスタブルー
タに照会しません。また、スタブ ピアを持つルータは、そのピアについては照会しません。スタ
ブルータは、ディストリビューションルータを使用して適切なアップデートをすべてのピアに送
信します。
次の図では、スイッチ B は EIGRP スタブ ルータとして設定されています。スイッチ A および C
は残りの WAN に接続されています。スイッチ B は、接続ルート、スタティック ルート、再配信
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ルート、およびサマリー ルートをスイッチ A と C にアドバタイズします。スイッチ B はスイッ
チ A から学習したルートをアドバタイズしません（逆の場合も同様です）。
図 67：EIGRP スタブ ルータ設定

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

EIGRP の設定方法
EIGRP ルーティング プロセスを作成するには、EIGRP をイネーブルにし、ネットワークを関連付
ける必要があります。EIGRP は指定されたネットワーク内のインターフェイスにアップデートを
送信します。インターフェイス ネットワークを指定しないと、どの EIGRP アップデートでもアド
バタイズされません。

（注）

ネットワーク上に IGRP 用に設定されているルータがあり、この設定を EIGRP に変更する場合
は、IGRP と EIGRP の両方が設定された移行ルータを指定する必要があります。この場合は、
この次の項に記載されているステップ 1 ～ 3 を実行し、さらに「スプリット ホライゾンの設
定」も参照してください。ルートを自動的に再配信するには、同じ AS 番号を使用する必要が
あります。

EIGRP のデフォルト設定
表 103：EIGRP のデフォルト設定

機能

デフォルト設定

自動サマリー

ディセーブル
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機能

デフォルト設定

デフォルト情報

再配信中は外部ルートが許可され、EIGRP プロセス間でデ
フォルト情報が渡されます。

デフォルト メトリック

デフォルト メトリックなしで再配信できるのは、接続され
たルートおよびインターフェイスのスタティック ルートだ
けです。デフォルト メトリックは次のとおりです。
• 帯域幅：0 以上の kb/s
• 遅延（10 マイクロ秒）：0 または 39.1 ナノ秒の倍数
である任意の正の数値
• 信頼性：0 ～ 255 の任意の数値（255 の場合は信頼性
が 100%）
• 負荷：0 ～ 255 の数値で表される有効帯域幅（255 の
場合は 100% の負荷）
• MTU：バイトで表されたルートの MTU サイズ（0 ま
たは任意の正の整数）

ディスタンス

内部距離：90
外部距離：170

EIGRP の隣接関係変更ログ

ディセーブル隣接関係の変更はロギングされません。

IP 認証キーチェーン

認証なし

IP 認証モード

認証なし

IP 帯域幅比率

50%

IP hello 間隔

低速非ブロードキャスト マルチアクセス（NBMA）ネット
ワークの場合：60 秒、それ以外のネットワークの場合：5
秒

IP ホールドタイム

低速 NBMA ネットワークの場合：180 秒、それ以外のネッ
トワークの場合：15 秒

IP スプリットホライズン

イネーブル

IP サマリー アドレス

サマリー集約アドレスは未定義

メトリック重み

tos：0、k1 および k3：1、k2、k4、および k5：0

ネットワーク

指定なし
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機能

デフォルト設定

ノンストップ フォワーディング
（NSF）認識

IP サービス フィーチャ セットを実行するスイッチ上で IPv4
対してイネーブルになっています。レイヤ 3 スイッチで
は、ハードウェアやソフトウェアの変更中に、隣接する
NSF 対応ルータからのパケットを転送し続けることができ
ます。

NSF 対応

ディセーブル
（注）

スイッチは EIGRP NSF 対応ルーティングを IPv4
に対してサポートします。

オフセットリスト

ディセーブル

ルータ EIGRP

ディセーブル

メトリック設定

ルート マップにはメトリック設定なし

トラフィック共有

メトリックの比率に応じて配分

バリアンス

1（等コスト ロード バランシング）

基本的な EIGRP パラメータの設定
はじめる前に
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

router eigrp autonomous-system
例：
Device(config)# router eigrp
10

EIGRPルーティングプロセスをイネーブルにし、
ルータ コンフィギュレーション モードを開始し
ます。AS 番号によって他の EIGRP ルータへの
ルートを特定し、ルーティング情報をタグ付け
します。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

1393

EIGRP の設定方法

ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

nsf

（任意）EIGRP NSF をイネーブルにします。ス
タック マスターおよびそのすべてのピア上でこ
のコマンドを入力します。

例：
Device(config)# nsf

ステップ 4

network network-number
例：
Device(config)# network
192.168.0.0

ステップ 5

eigrp log-neighbor-changes
例：

ネットワークを EIGRP ルーティング プロセスに
関連付けます。EIGRP は指定されたネットワー
ク内のインターフェイスにアップデートを送信
します。
（任意）EIGRP隣接関係変更のロギングをイネー
ブルにし、ルーティング システムの安定性をモ
ニタします。

Device(config)# eigrp
log-neighbor-changes

ステップ 6

metric weights tos k1 k2 k3 k4 k5 （任意）EIGRPメトリックを調整します。デフォ
ルト値はほとんどのネットワークで適切に動作
例：
するよう入念に設定されていますが、調整する
Device(config)# metric weights ことも可能です。
0 2 0 2 0 0

ステップ 7

offset-list [access-list number |
name] {in | out} offset [type
number]
例：

注意

メトリックを設定する作業は複雑です。
熟練したネットワーク設計者の指導がな
い場合は、行わないでください。

（任意）オフセット リストをルーティング メト
リックに適用し、EIGRP によって取得したルー
トへの着信および発信メトリックを増加します。
アクセス リストまたはインターフェイスを使用
し、オフセット リストを制限できます。

Device(config)# offset-list 21
out 10

ステップ 8

auto-summary
例：

（任意）ネットワークレベルルートへのサブネッ
ト ルートの自動サマライズをイネーブルにしま
す。

Device(config)# auto-summary

ステップ 9

ip summary-address eigrp
（任意）サマリー集約を設定します。
autonomous-system-number address
mask
例：
Device(config)# ip
summary-address eigrp 1
192.168.0.0 255.255.0.0
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ステップ 10

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 11

ステップ 12

show ip protocols

入力を確認します。

例：

NSF 認識の場合、出力に次のように表示されま
す。

Device# show ip protocols

*** IP Routing is NSF aware *** EIGRP NSF enabled

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設
定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

EIGRP インターフェイスの設定
インターフェイスごとに、他の EIGRP パラメータを任意で設定できます。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id
例：

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

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

ステップ 3

ip bandwidth-percent eigrp percent （任意）インターフェイスで EIGRP が使用でき
る帯域幅の割合を設定します。デフォルト値は
例：
50% です。
Device(config-if)# ip
bandwidth-percent eigrp 60
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コマンドまたはアクション
ステップ 4

目的

ip summary-address eigrp
（任意）指定されたインターフェイスのサマリー
autonomous-system-number address 集約アドレスを設定します（auto-summary がイ
mask
ネーブルの場合は、通常設定する必要はありま
せん）。
例：

Device(config-if)# ip
summary-address eigrp 109
192.161.0.0 255.255.0.0

ステップ 5

ip hello-interval eigrp
（任意）EIGRP ルーティング プロセスの hello
autonomous-system-number seconds タイム インターバルを変更します。指定できる
範囲は 1 ～ 65535 秒です。低速 NBMA ネット
例：
ワークの場合のデフォルト値は 60 秒、その他の
すべてのネットワークでは 5 秒です。
Device(config-if)# ip
hello-interval eigrp 109 10

ステップ 6

ip hold-time eigrp
（任意）EIGRP ルーティング プロセスのホール
autonomous-system-number seconds ド タイム インターバルを変更します。指定でき
る範囲は 1 ～ 65535 秒です。低速 NBMA ネット
例：
ワークの場合のデフォルト値は 180 秒、その他
Device(config-if)# ip hold-time のすべてのネットワークでは 15 秒です。
eigrp 109 40

ステップ 7

no ip split-horizon eigrp
autonomous-system-number
例：

注意

ホールド タイムを調整する前に、シス
コのテクニカルサポートにお問い合わせ
ください。

（任意）スプリット ホライズンをディセーブル
にし、ルート情報が情報元インターフェイスか
らルータによってアドバタイズされるようにし
ます。

Device(config-if)# no ip
split-horizon eigrp 109

ステップ 8

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 9

show ip eigrp interface
例：

EIGRP がアクティブであるインターフェイス、
およびそれらのインターフェイスに関連する
EIGRP の情報を表示します。

Device# show ip eigrp interface
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コマンドまたはアクション
ステップ 10

目的

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

EIGRP ルート認証の設定
EIGRP ルート認証を行うと、EIGRP ルーティング プロトコルからのルーティング アップデート
に関する MD5 認証が可能になり、承認されていない送信元から無許可または問題のあるルーティ
ング メッセージを受け取ることがなくなります。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id
例：

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

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

ステップ 3

ip authentication mode eigrp
autonomous-systemmd5

IP EIGRP パケットの MD5 認証をイネーブル
にします。

例：
Device(config-if)# ip
authentication mode eigrp 104 md5

ステップ 4

ip authentication key-chain eigrp
autonomous-system key-chain

IP EIGRP パケットの認証をイネーブルにしま
す。

例：
Device(config-if)# ip
authentication key-chain eigrp
105 chain1
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

exit

グローバル コンフィギュレーション モードに
戻ります。

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 6

key chain name-of-chain
例：

キー チェーンを識別し、キーチェーン コン
フィギュレーション モードを開始します。ス
テップ 4 で設定した名前を指定します。

Device(config)# key chain chain1

ステップ 7

key number

キーチェーン コンフィギュレーション モード
で、キー番号を識別します。

例：
Device(config-keychain)# key 1

ステップ 8

key-string text

キーチェーン コンフィギュレーション モード
で、キー ストリングを識別します。

例：
Device(config-keychain-key)#
key-string key1

ステップ 9

accept-lifetime start-time {infinite |
end-time | duration seconds}
例：
Device(config-keychain-key)#
accept-lifetime 13:30:00 Jan 25
2011 duration 7200

ステップ 10

send-lifetime start-time {infinite |
end-time | duration seconds}
例：
Device(config-keychain-key)#
send-lifetime 14:00:00 Jan 25
2011 duration 3600

ステップ 11

end

（任意）キーを受信できる期間を指定します。
start-time および end-time 構文には、hh:mm:ss
Month date year または hh:mm:ss date Month year
のいずれかを使用できます。デフォルトは、
デフォルトの start-time 以降、無制限です。指
定できる最初の日付は 1993 年 1 月 1 日です。
デフォルトの end-time および duration は
infinite です。
（任意）キーを送信できる期間を指定します。
start-time および end-time 構文には、hh:mm:ss
Month date year または hh:mm:ss date Month year
のいずれかを使用できます。デフォルトは、
デフォルトの start-time 以降、無制限です。指
定できる最初の日付は 1993 年 1 月 1 日です。
デフォルトの end-time および duration は
infinite です。
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end
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ステップ 12

コマンドまたはアクション

目的

show key chain

認証キーの情報を表示します。

例：
Device# show key chain

ステップ 13

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

EIGRP のモニタリングおよびメンテナンス
ネイバー テーブルからネイバーを削除できます。さらに、各種 EIGRP ルーティング統計情報を表
示することもできます。下の図に、ネイバーを削除し、統計情報を表示する特権 EXEC コマンド
を示します。表示されるフィールドの詳細については、『Cisco IOS IP Command Reference, Volume
2 of 3: Routing Protocols, Release 12.4』を参照してください。
表 104： IP EIGRP の clear および show コマンド

clear ip eigrp neighbors [if-address | interface]

ネイバーテーブルからネイバーを削除します。

show ip eigrp interface [interface] [as number]

EIGRP に設定されているインターフェイスに
関する情報を表示します。

show ip eigrp neighbors [type-number]

EIGRP によって検出されたネイバーを表示し
ます。

show ip eigrp topology
[autonomous-system-number] | [[ip-address] mask]]

指定されたプロセスの EIGRP トポロジ テーブ
ルを表示します。

show ip eigrp traffic [autonomous-system-number]

すべてまたは指定された EIGRP プロセスの送
受信パケット数を表示します。

BGP に関する情報
ボーダー ゲートウェイ プロトコル（BGP）は、Exterior Gateway Protocol です。自律システム間
で、ループの発生しないルーティング情報交換を保証するドメイン間ルーティング システムを設
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定するために使用されます。自律システムは、同じ管理下で動作して RIP や OSPF などの Interior
Gateway Protocol（IGP）を境界内で実行し、Exterior Gateway Protocol（EGP）を使用して相互接続
されるルータで構成されます。BGP バージョン 4 は、インターネット内でドメイン間ルーティン
グを行うための標準 EGP です。このプロトコルは、RFC 1163、1267、および 1771 で定義されて
います。BGP の詳細については、『Internet Routing Architectures』（Cisco Press 刊）、および『Cisco
IP and IP Routing Configuration Guide』の「Configuring BGP」を参照してください。
BGP コマンドおよびキーワードの詳細については、『Cisco IOS IP Command Reference, Volume 2 of
3: Routing Protocols』の「IP Routing Protocols」を参照してください。

BGP ネットワーク トポロジ
同じ自律システム（AS）に属し、BGP アップデートを交換するルータは内部BGP（IBGP）を実行
し、異なる自律システムに属し、BGP アップデートを交換するルータは外部 BGP（EBGP）を実
行します。大部分のコンフィギュレーション コマンドは、EBGP と IBGP で同じですが、ルーティ
ング アップデートが自律システム間で交換されるか（EBGP）、または AS 内で交換されるか
（IBGP）という点で異なります。下の図に、EBGP と IBGP の両方を実行しているネットワーク
を示します。
図 68：EBGP、IBGP、および複数の自律システム

外部 AS と情報を交換する前に、BGP は AS 内のルータ間で内部 BGP ピアリングを定義し、IGRP
や OSPF など AS 内で稼働する IGP に BGP ルーティング情報を再配信して、AS 内のネットワー
クに到達することを確認します。
BGP ルーティング プロセスを実行するルータは、通常 BGP スピーカーと呼ばれます。BGP はト
ランスポート プロトコルとして伝送制御プロトコル（TCP）を使用します（特にポート 179）。
ルーティング情報を交換するため相互に TCP 接続された 2 つの BGP スピーカーを、ピアまたは
ネイバーと呼びます。上の図では、ルータ A と B が BGP ピアで、ルータ B と C、ルータ C と D
も同様です。ルーティング情報は、宛先ネットワークへの完全パスを示す一連の AS 番号です。
BGP はこの情報を使用し、ループのない自律システム マップを作成します。
このネットワークの特徴は次のとおりです。
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• ルータ A および B では EBGP が、ルータ B および C では IBGP が稼働しています。EBGP ピ
アは直接接続されていますが、IBGP ピアは直接接続されていないことに注意してください。
IGP が稼働し、2 つのネイバーが相互に到達するかぎり、IBGP ピアを直接接続する必要はあ
りません。
• AS 内のすべての BGP スピーカーは、相互にピア関係を確立する必要があります。つまり、
AS 内の BGP スピーカーは、論理的な完全メッシュ型に接続する必要があります。BGP4 は、
論理的な完全メッシュに関する要求を軽減する 2 つの技術（連合およびルート リフレクタ）
を提供します。
• AS 200 は AS 100 および AS 300 の中継 AS です。つまり、AS 200 は AS 100 と AS 300 間でパ
ケットを転送するために使用されます。
BGP ピアは完全な BGP ルーティング テーブルを最初に交換し、差分更新だけを送信します。BGP
ピアはキープアライブ メッセージ（接続が有効であることを確認）、および通知メッセージ（エ
ラーまたは特殊条件に応答）を交換することもできます。
BGP の場合、各ルートはネットワーク番号、情報が通過した自律システムのリスト（自律システ
ム パス）、および他のパス属性リストで構成されます。BGP システムの主な機能は、AS パスの
リストに関する情報など、ネットワークの到達可能性情報を他の BGP システムと交換することで
す。この情報は、AS が接続されているかどうかを判別したり、ルーティング ループをプルーニ
ングしたり、AS レベル ポリシー判断を行うために使用できます。
Cisco IOS が稼働しているルータまたはスイッチが IBGP ルートを選択または使用するのは、ネク
ストホップ ルータで使用可能なルートがあり、IGP から同期信号を受信している（IGP 同期がディ
セーブルの場合は除く）場合です。複数のルートが使用可能な場合、BGP は属性値に基づいてパ
スを選択します。BGP 属性については、「BGP 判断属性の設定」の項を参照してください。
BGP バージョン 4 ではクラスレス ドメイン間ルーティング（CIDR）がサポートされているため、
集約ルートを作成してスーパーネットを構築し、ルーティング テーブルのサイズを削減できま
す。CIDR は、BGP 内部のネットワーク クラスの概念をエミュレートし、IP プレフィックスのア
ドバタイズをサポートします。

NSF 認識
BGP NSF 認識機能は、IP サービス フィーチャ セットで IPv4 に対してサポートされます。。BGP
ルーティングでこの機能をイネーブルにするには、グレースフル リスタートをイネーブルにする
必要があります。隣接ルータが NSF 対応で、この機能がイネーブルである場合、レイヤ 3 スイッ
チでは、ルータに障害が発生してプライマリ RP がバックアップ RP によって引き継がれる間、ま
たは処理を中断させずにソフトウェア アップグレードを行うためにプライマリ RP を手動でリロー
ドしている間、隣接ルータからパケットを転送し続けます。
この機能の詳細については、『Cisco IOS IP Routing Protocols Configuration Guide, Release 12.4』の
「BGP Nonstop Forwarding (NSF) Awareness」を参照してください。
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BGP ルーティングに関する情報
BGP ルーティングをイネーブルにするには、BGP ルーティング プロセスを確立し、ローカル ネッ
トワークを定義します。BGP はネイバーとの関係を完全に認識する必要があるため、BGP ネイ
バーも指定する必要があります。
BGP は、内部および外部の 2 種類のネイバーをサポートします。内部ネイバーは同じ AS 内に、
外部ネイバーは異なる AS 内にあります。通常の場合、外部ネイバーは相互に隣接し、1 つのサブ
ネットを共有しますが、内部ネイバーは同じ AS 内の任意の場所に存在します。
スイッチではプライベート AS 番号を使用できます。プライベート AS 番号は通常サービス プロ
バイダーによって割り当てられ、ルートが外部ネイバーにアドバタイズされないシステムに設定
されます。プライベート AS 番号の範囲は 64512 ～ 65535 です。AS パスからプライベート AS 番
号を削除するように外部ネイバーを設定するには、neighbor remove-private-as ルータ コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。この結果、外部ネイバーにアップデートを渡すとき、AS
パス内にプライベート AS 番号が含まれている場合は、これらの番号が削除されます。
AS が別の AS からさらに別の AS にトラフィックを渡す場合は、アドバタイズ対象のルートに矛
盾が存在しないことが重要です。BGP がルートをアドバタイズしてから、ネットワーク内のすべ
てのルータが IGP を通してルートを学習した場合、AS は一部のルータがルーティングできなかっ
たトラフィックを受信することがあります。このような事態を避けるため、BGP は IGP が AS に
情報を伝播し、BGP が IGP と同期化されるまで、待機する必要があります。同期化は、デフォル
トでイネーブルに設定されています。AS が特定の AS から別の AS にトラフィックを渡さない場
合、または自律システム内のすべてのルータで BGP が稼働している場合は、同期化をディセーブ
ルにし、IGP 内で伝送されるルート数を少なくして、BGP がより短時間で収束するようにします。

ルーティング ポリシーの変更
ピアのルーティング ポリシーには、インバウンドまたはアウトバウンド ルーティング テーブル
アップデートに影響する可能性があるすべての設定が含まれます。BGP ネイバーとして定義され
た 2 台のルータは、BGP 接続を形成し、ルーティング情報を交換します。このあとで BGP フィル
タ、重量、距離、バージョン、またはタイマーを変更する場合、または同様の設定変更を行う場
合は、BGP セッションをリセットし、設定の変更を有効にする必要があります。
リセットには、ハード リセットとソフト リセットの 2 種類があります。Cisco IOS Release 12.1 以
降では、事前に設定を行わなくても、ソフトリセットを使用できます。事前設定なしにソフトリ
セットを使用するには、両方の BGP ピアでソフト ルート リフレッシュ機能がサポートされてい
なければなりません。この機能は、ピアによって TCP セッションが確立されたときに送信される
OPEN メッセージに格納されてアドバタイズされます。ソフト リセットを使用すると、BGP ルー
タ間でルート リフレッシュ要求およびルーティング情報を動的に交換したり、それぞれのアウト
バウンド ルーティング テーブルをあとで再アドバタイズできます。
• ソフト リセットによってネイバーからインバウンド アップデートが生成された場合、この
リセットはダイナミック インバウンド ソフト リセットといいます。
• ソフト リセットによってネイバーに一連のアップデートが送信された場合、このリセットは
アウトバウンド ソフト リセットといいます。
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ソフト インバウンド リセットが発生すると、新規インバウンド ポリシーが有効になります。ソ
フト アウトバウンド リセットが発生すると、BGP セッションがリセットされずに、新規ローカル
アウトバウンドポリシーが有効になります。アウトバウンドポリシーのリセット中に新しい一連
のアップデートが送信されると、新規インバウンド ポリシーも有効になる場合があります。
下の表に、ハード リセットとソフト リセットの利点および欠点を示します。
表 105：ハード リセットとソフト リセットの利点および欠点

リセット タイプ

利点

欠点

ハード リセット

メモリ オーバーヘッドが発生しませ ネイバーから提供された BGP、IP、
ん。
および FIB テーブルのプレフィック
スが失われます。推奨しません。

発信ソフト リセット ルーティング テーブル アップデート インバウンド ルーティング テーブ
が設定、保管されません。
ル アップデートがリセットされま
せん。
ダイナミック インバ BGP セッションおよびキャッシュが
ウンド ソフト リセッ クリアされません。
ト
ルーティング テーブル アップデート
を保管する必要がなく、メモリ オー
バーヘッドが発生しません。

両方の BGP ルータでルート リフ
レッシュ機能をサポートする必要が
あります（Cisco IOS Release 12.1 以
降）。

BGP 判断属性
BGP スピーカーが複数の自律システムから受信したアップデートが、同じ宛先に対して異なるパ
スを示している場合、BGP スピーカーはその宛先に到達する最適パスを 1 つ選択する必要があり
ます。選択されたパスは BGP ルーティング テーブルに格納され、ネイバーに伝播されます。この
判断は、アップデートに格納されている属性値、および BGP で設定可能な他の要因に基づいて行
われます。
BGP ピアはネイバー AS からプレフィックスに対する 2 つの EBGP パスを学習するとき、最適パ
スを選択して IP ルーティング テーブルに挿入します。BGP マルチパス サポートがイネーブルで、
同じネイバー自律システムから複数の EBGP パスを学習する場合、単一の最適パスの代わりに、
複数のパスが IP ルーティング テーブルに格納されます。そのあと、パケット スイッチング中に、
複数のパス間でパケット単位または宛先単位のロード バランシングが実行されます。
maximum-pathsmaximum-paths ルータ コンフィギュレーション コマンドは、許可されるパス数を
制御します。
これらの要因により、BGP が最適パスを選択するために属性を評価する順序が決まります。
1 パスで指定されているネクスト ホップが到達不能な場合、このアップデートは削除されます。
BGP ネクスト ホップ属性（ソフトウェアによって自動判別される）は、宛先に到達するため
に使用されるネクスト ホップの IP アドレスです。EBGP の場合、通常このアドレスは neighbor
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remote-as router ルータ コンフィギュレーション コマンドで指定されたネイバーの IP アドレ
スです。ネクストホップの処理をディセーブルにするには、ルート マップまたは neighbor
next-hop-self ルータ コンフィギュレーション コマンドを使用します。
2 最大の重みのパスを推奨します（シスコ独自のパラメータ）。ウェイト属性はルータにローカ
ルであるため、ルーティング アップデートで伝播されません。デフォルトでは、ルータ送信元
のパスに関するウェイト属性は 32768 で、それ以外のパスのウェイト属性は 0 です。最大の重
みのルートを推奨します。重みを設定するには、アクセス リスト、ルート マップ、または
neighbor weight ルータ コンフィギュレーション コマンドを使用します。
3 ローカル プリファレンス値が最大のルートを推奨します。ローカル プリファレンスはルーティ
ング アップデートに含まれ、同じ AS 内のルータ間で交換されます。ローカル初期設定属性の
デフォルト値は 100 です。ローカル プリファレンスを設定するには、bgp default local-preference
ルータ コンフィギュレーション コマンドまたはルート マップを使用します。
4 ローカル ルータ上で稼働する BGP から送信されたルートを推奨します。
5 AS パスが最短のルートを推奨します。
6 送信元タイプが最小のルートを推奨します。内部ルートまたは IGP は、EGP によって学習され
たルートよりも小さく、EGP で学習されたルートは、未知の送信元のルートまたは別の方法で
学習されたルートよりも小さくなります。
7 想定されるすべてのルートについてネイバー AS が同じである場合は、MED メトリック属性が
最小のルートを推奨します。MED を設定するには、ルート マップまたは default-metric ルー
タ コンフィギュレーション コマンドを使用します。IBGP ピアに送信されるアップデートに
は、MED が含まれます。
8 内部（IBGP）パスより、外部（EBGP）パスを推奨します。
9 最も近い IGP ネイバー（最小の IGP メトリック）を通って到達できるルートを推奨します。
ルータは、AS 内の最短の内部パス（BGP のネクストホップへの最短パス）を使用し、宛先に
到達するためです。
10 次の条件にすべて該当する場合は、このパスのルートを IP ルーティング テーブルに挿入して
ください。
最適ルートと目的のルートがともに外部ルートである
最適ルートと目的のルートの両方が、同じネイバー自律システムからのルートである
maximum-paths がイネーブルである
11 マルチパスがイネーブルでない場合は、BGP ルータ ID の IP アドレスが最小であるルートを推
奨します。通常、ルータ ID はルータ上の最大の IP アドレスまたはループバック（仮想）アド
レスですが、実装に依存することがあります。

ルート マップ
BGP 内でルート マップを使用すると、ルーティング情報を制御、変更したり、ルーティング ドメ
イン間でルートを再配信する条件を定義できます。ルート マップの詳細については、「Using Route
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Maps to Redistribute Routing Information」の項を参照してください。各ルート マップには、ルート
マップを識別する名前（マップ タグ）およびオプションのシーケンス番号が付いています。

BGP フィルタリング
BGP アドバタイズメントをフィルタリングするには、as-path access-list グローバル コンフィギュ
レーション コマンドや neighbor filter-list ルータ コンフィギュレーション コマンドなどの AS パ
ス フィルタを使用します。neighbor distribute-list ルータ コンフィギュレーション コマンドとア
クセス リストを併用することもできます。distribute-list フィルタはネットワーク番号に適用され
ます。distribute-list コマンドの詳細については、「ルーティング アップデートのアドバタイズお
よび処理の制御」の項を参照してください。
ネイバー単位でルート マップを使用すると、アップデートをフィルタリングしたり、さまざまな
属性を変更したりできます。ルートマップは、インバウンドアップデートまたはアウトバウンド
アップデートのいずれかに適用できます。ルート マップを渡すルートだけが、アップデート内で
送信または許可されます。着信および発信の両方のアップデートで、AS パス、コミュニティ、お
よびネットワーク番号に基づくマッチングがサポートされています。AS パスのマッチングには
match as-path access-list ルート マップ コマンド、コミュニティに基づくマッチングには match
community-list ルート マップ コマンド、ネットワークに基づくマッチングには ip access-list グロー
バル コンフィギュレーション コマンドが必要です。

BGP フィルタリングのプレフィックス リスト
neighbor distribute-list ルータ コンフィギュレーション コマンドを含む多数の BGP ルート フィル
タリング コマンドでは、アクセス リストの代わりにプレフィックス リストを使用できます。プ
レフィックス リストを使用すると、大規模リストのロードおよび検索パフォーマンスが改善し、
差分更新がサポートされ、コマンドライン インターフェイス（CLI）設定が簡素化され、柔軟性
が増すなどの利点が生じます。
プレフィックスリストによるフィルタリングでは、アクセスリストの照合の場合と同様に、プレ
フィックス リストに記載されたプレフィックスとルートのプレフィックスが照合されます。一致
すると、一致したルートが使用されます。プレフィックスが許可されるか、または拒否されるか
は、次に示すルールに基づいて決定されます。
• 空のプレフィックス リストはすべてのプレフィックスを許可します。
• 特定のプレフィックスがプレフィックス リストのどのエントリとも一致しなかった場合、実
質的に拒否されたものと見なされます。
• 指定されたプレフィックスと一致するエントリがプレフィックス リスト内に複数存在する場
合は、シーケンス番号が最小であるプレフィックス リスト エントリが識別されます。
デフォルトでは、シーケンス番号は自動生成され、5 ずつ増分します。シーケンス番号の自動生
成をディセーブルにした場合は、エントリごとにシーケンス番号を指定する必要があります。シー
ケンス番号を指定する場合の増分値に制限はありません。増分値が 1 の場合は、このリストに追
加エントリを挿入できません。増分値が大きい場合は、値がなくなることがあります。
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BGP コミュニティ フィルタリング
BGP コミュニティ フィルタリングは、COMMUNITIES 属性の値に基づいてルーティング情報の
配信を制御する BGP の方法の 1 つです。この属性によって、宛先はコミュニティにグループ化さ
れ、コミュニティに基づいてルーティング判断が適用されます。この方法を使用すると、ルーティ
ング情報の配信制御を目的とする BGP スピーカーの設定が簡単になります。
コミュニティは、共通するいくつかの属性を共有する宛先のグループです。各宛先は複数のコミュ
ニティに属します。AS 管理者は、宛先が属するコミュニティを定義できます。デフォルトでは、
すべての宛先が一般的なインターネット コミュニティに属します。コミュニティは、過渡的でグ
ローバルなオプションの属性である、COMMUNITIES 属性（1 ～ 4294967200 の数値）によって識
別されます。事前に定義された既知のコミュニティの一部を、次に示します。
• internet：このルートをインターネット コミュニティにアドバタイズします。すべてのルー
タが所属します。
• no-export：EBGP ピアにこのルートをアドバタイズしません。
• no-advertise：どのピア（内部または外部）にもこのルートをアドバタイズしません。
• local-as：ローカルな AS 外部のピアにこのルートをアドバタイズしません。
コミュニティに基づき、他のネイバーに許可、送信、配信するルーティング情報を制御できます。
BGP スピーカーは、ルートを学習、アドバタイズ、または再配信するときに、ルートのコミュニ
ティを設定、追加、または変更します。ルートを集約すると、作成された集約内のCOMMUNITIES
属性に、すべての初期ルートの全コミュニティが含まれます。
コミュニティ リストを使用すると、ルート マップの match 句で使用されるコミュニティ グループ
を作成できます。さらに、アクセスリストの場合と同様、一連のコミュニティリストを作成する
こともできます。ステートメントは一致が見つかるまでチェックされ、1 つのステートメントが
満たされると、テストは終了します。
コミュニティに基づいて COMMUNITIES 属性および match 句を設定するには、「ルート マップ
によるルーティング情報の再配信」に記載されている match community-list および set community
ルート マップ コンフィギュレーション コマンドを参照してください。

BGP ネイバーおよびピア グループ
通常、BGP ネイバーの多くは同じアップデート ポリシー（同じアウトバウンド ルート マップ、
配信リスト、フィルタ リスト、アップデート送信元など）を使用して設定されます。アップデー
トポリシーが同じネイバーをピアグループにまとめると設定が簡単になり、アップデートの効率
が高まります。多数のピアを設定した場合は、この方法を推奨します。
BGP ピア グループを設定するには、ピア グループを作成し、そこにオプションを割り当てて、ピ
ア グループ メンバーとしてネイバーを追加します。ピア グループを設定するには、neighbor ルー
タ コンフィギュレーション コマンドを使用します。デフォルトでは、ピア グループ メンバーは
remote-as（設定されている場合）、version、update-source、out-route-map、out-filter-list、out-dist-list、
minimum-advertisement-interval、next-hop-self など、ピア グループの設定オプションをすべて継承
します。すべてのピア グループ メンバーは、ピア グループに対する変更を継承します。また、

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
1406

OL-30686-01-J

BGP に関する情報

アウトバウンド アップデートに影響しないオプションを無効にするように、メンバーを設定する
こともできます。

集約ルート
クラスレス ドメイン間ルーティング（CIDR）を使用すると、集約ルート（またはスーパーネッ
ト）を作成して、ルーティング テーブルのサイズを最小化できます。BGP 内に集約ルートを設定
するには、集約ルートを BGP に再配信するか、または BGP ルーティング テーブル内に集約エン
トリを作成します。BGP テーブル内に特定のエントリがさらに 1 つまたは複数存在する場合は、
BGP テーブルに集約アドレスが追加されます。

ルーティング ドメイン コンフェデレーション
IBGP メッシュを削減する方法の 1 つは、自律システムを複数のサブ自律システムに分割して、単
一の自律システムとして認識される単一の連合にグループ化することです。各自律システムは内
部で完全にメッシュ化されていて、同じコンフェデレーション内の他の自律システムとの間には
数本の接続があります。異なる自律システム内にあるピアでは EBGP セッションが使用されます
が、ルーティング情報は IBGP ピアと同様な方法で交換されます。具体的には、ネクスト ホップ、
MED、およびローカル プリファレンス情報は維持されます。すべての自律システムで単一の IGP
を使用できます。

BGP ルート リフレクタ
BGP では、すべての IBGP スピーカーを完全メッシュ構造にする必要があります。外部ネイバー
からルートを受信したルータは、そのルートをすべての内部ネイバーにアドバタイズする必要が
あります。ルーティング情報のループを防ぐには、すべての IBGP スピーカーを接続する必要が
あります。内部ネイバーは、内部ネイバーから学習されたルートを他の内部ネイバーに送信しま
せん。
ルート リフレクタを使用すると、学習されたルートをネイバーに渡す場合に他の方法が使用され
るため、すべての IBGP スピーカーを完全メッシュ構造にする必要はありません。IBGP ピアを
ルート リフレクタに設定すると、その IBGP ピアは IBGP によって学習されたルートを一連の IBGP
ネイバーに送信するようになります。ルートリフレクタの内部ピアには、クライアントピアと非
クライアント ピア（AS 内の他のすべてのルータ）の 2 つのグループがあります。ルート リフレ
クタは、これらの 2 つのグループ間でルートを反映させます。ルート リフレクタおよびクライア
ントピアは、クラスタを形成します。非クライアントピアは相互に完全メッシュ構造にする必要
がありますが、クライアント ピアはその必要はありません。クラスタ内のクライアントは、その
クラスタ外の IBGP スピーカーと通信しません。
アドバタイズされたルートを受信したルート リフレクタは、ネイバーに応じて、次のいずれかの
アクションを実行します。
• 外部 BGP スピーカーからのルートをすべてのクライアントおよび非クライアント ピアにア
ドバタイズします。
• 非クライアント ピアからのルートをすべてのクライアントにアドバタイズします。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

1407

BGP の設定方法

• クライアントからのルートをすべてのクライアントおよび非クライアント ピアにアドバタイ
ズします。したがって、クライアントを完全メッシュ構造にする必要はありません。
通常、クライアントのクラスタにはルート リフレクタが 1 つあり、クラスタはルート リフレクタ
のルータ ID で識別されます。冗長性を高めて、シングル ポイントでの障害を回避するには、ク
ラスタに複数のルート リフレクタを設定する必要があります。このように設定した場合は、ルー
トリフレクタが同じクラスタ内のルートリフレクタからのアップデートを認識できるように、ク
ラスタ内のすべてのルート リフレクタに同じクラスタ ID（4 バイト）を設定する必要がありま
す。クラスタを処理するすべてのルート リフレクタは完全メッシュ構造にし、一連の同一なクラ
イアント ピアおよび非クライアント ピアを設定する必要があります。

ルート ダンプニング
ルート フラップ ダンプニングは、インターネットワーク内でフラッピング ルートの伝播を最小
化するための BGP 機能です。ルートの状態が使用可能、使用不可能、使用可能、使用不可能とい
う具合に、繰り返し変化する場合、ルートはフラッピングと見なされます。ルート ダンプニング
がイネーブルの場合は、フラッピングしているルートにペナルティ値が割り当てられます。ルー
トの累積ペナルティが、設定された制限値に到達すると、ルートが稼働している場合であっても、
BGP はルートのアドバタイズメントを抑制します。再使用限度は、ペナルティと比較される設定
可能な値です。ペナルティが再使用限度より小さくなると、起動中の抑制されたルートのアドバ
タイズメントが再開されます。
IBGP によって取得されたルートには、ダンプニングが適用されません。このポリシーにより、
IBGP ピアのペナルティが AS 外部のルートよりも大きくなることはありません。

BGP の追加情報
BGP 設定の詳しい説明については、『Cisco IOS IP Configuration Guide, Release 12.4』の「IP Routing
Protocols」にある「BGPの設定」を参照してください。特定コマンドの詳細については、『Cisco
IOS IP Command Reference, Volume 2 of 3: Routing Protocols, Release 12.4』を参照してください。

BGP の設定方法
BGP のデフォルト設定
下の表に、BGP のデフォルト設定を示します。すべての特性の詳細については、『Cisco IOS IP
Command Reference, Volume 2 of 3: Routing Protocols, Release 12.4』の特定のコマンドを参照してく
ださい。
表 106：BGP のデフォルト設定

機能

デフォルト設定

集約アドレス

ディセーブル：未定義
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機能

デフォルト設定

AS パス アクセス リスト

未定義

自動サマリー

ディセーブル

最適パス

• ルータはルートを選択する場合に as-path を考慮し、外部 BGP
ピアからの類似ルートは比較しません。
• ルータ ID の比較：ディセーブル

BGP コミュニティ リスト

• 番号：未定義。コミュニティ番号を示す特定の値を許可する
と、許可されていないその他すべてのコミュニティ番号は、
暗黙の拒否にデフォルト設定されます。
• フォーマット：シスコ デフォルト フォーマット（32 ビット番
号）

BGP 連合 ID/ピア

• ID：未設定
• ピア：識別なし

BGP 高速外部フォールオー イネーブル
バー
BGP ローカル初期設定

100。指定できる範囲は 0～4294967295 です（大きな値を推奨）。

BGP ネットワーク

指定なし。バックドア ルートのアドバタイズなし

BGP ルート ダンプニング

デフォルトでは、ディセーブルです。イネーブルの場合は、次のよ
うになります。
• 半減期は 15 分
• 再使用は 750（10 秒増分）
• 抑制は 2000（10 秒増分）
• 最大抑制時間は半減期の 4 倍（60 分）

BGP ルータ ID

ループバック インターフェイスに IP アドレスが設定されている場
合は、ループバック インターフェイスの IP アドレス、またはルー
タの物理インターフェイスに対して設定された最大の IP アドレス
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機能

デフォルト設定

デフォルトの情報送信元
ディセーブル
（プロトコルまたはネット
ワーク再配信）
デフォルト メトリック
ディスタンス

自動メトリック変換（組み込み）
• 外部ルート アドミニストレーティブ ディスタンス：20（有効
値は 1 ～ 255）
• 内部ルート アドミニストレーティブ ディスタンス：200（有
効値は 1 ～ 255）
• ローカル ルート アドミニストレーティブ ディスタンス：200
（有効値は 1 ～ 255）

ディストリビュート リスト

• 入力（アップデート中に受信されたネットワークをフィルタ
リング）：ディセーブル
• 出力（アップデート中のネットワークのアドバタイズを抑
制）：ディセーブル

内部ルート再配信

ディセーブル

IP プレフィックス リスト

未定義

Multi Exit Discriminator
（MED）

• 常に比較：ディセーブル。異なる自律システム内のネイバー
からのパスに対して、MED を比較しません。
• 最適パスの比較：ディセーブル
• 最悪パスである MED の除外：ディセーブル
• 決定的な MED 比較：ディセーブル
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機能

デフォルト設定

Neighbor

• アドバタイズメント インターバル：外部ピアの場合は 30 秒、
内部ピアの場合は 5 秒
• ロギング変更：イネーブル
• 条件付きアドバタイズ：ディセーブル
• デフォルト送信元：ネイバーに送信されるデフォルト ルート
はなし
• 説明：なし
• ディストリビュート リスト：未定義
• 外部 BGP マルチホップ：直接接続されたネイバーだけを許可
• フィルタ リスト：使用しない
• 受信したプレフィックスの最大数：制限なし
• ネクスト ホップ（BGP ネイバーのネクスト ホップとなるルー
タ）：ディセーブル
• パスワード：ディセーブル
• ピア グループ：定義なし、割り当てメンバーなし
• プレフィックス リスト：指定なし
• リモート AS（ネイバー BGP テーブルへのエントリ追加）：
ピア定義なし
• プライベート AS 番号の削除：ディセーブル
• ルート マップ：ピアへの適用なし
• コミュニティ属性送信：ネイバーへの送信なし。
• シャットダウンまたはソフト再設定：ディセーブル
• タイマー：60 秒、ホールドタイム：180 秒
• アップデート送信元：最適ローカル アドレス
• バージョン：BGP バージョン 4
• 重み：BGP ピアによって学習されたルート：0、ローカル ルー
タから取得されたルート：32768

NSF8 認識

9

イネーブル状態の場合、レイヤ 3 スイッチでは、ハードウェアや
ソフトウェアの変更中に、隣接する NSF 対応ルータからのパケッ
トを転送し続けることができます。
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機能

デフォルト設定

ルート リフレクタ

未設定

同期化（BGP および IGP） ディセーブル
テーブル マップ アップデー ディセーブル
ト
タイマー

キープアライブ：60 秒、ホールドタイム：180 秒

8 Nonstop Forwarding
9
NSF 認識は、グレースフル リスタートをイネーブルにすることにより、IP サービス フィーチャ セット ライセンスを実行するスイッチ上で
IPv4 に対してイネーブルにできます。

BGP ルーティングのイネーブル化
はじめる前に

（注）

BGP をイネーブルにするには、スイッチまたはスタック マスター上で IP サービス フィーチャ
セットが稼働している必要があります。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

ip routing

IP ルーティングをイネーブルにします。

例：
Device(config)# ip routing

ステップ 3

router bgp autonomous-system
例：
Device(config)# router bgp
45000

BGP ルーティング プロセスをイネーブルにして
AS 番号を割り当て、ルータ コンフィギュレー
ション モードを開始します。指定できる AS 番号
は 1～65535 です。64512～65535 は、プライベー
ト AS 番号専用です。
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

network network-number [mask
network-mask] [route-map
route-map-name]

この AS に対してローカルとなるようにネット
ワークを設定し、BGP テーブルにネットワークを
格納します。

例：
Device(config)# network
10.108.0.0

ステップ 5

neighbor {ip-address |
peer-group-name} remote-as
number
例：
Device(config)# neighbor
10.108.1.2 remote-as 65200

BGP ネイバー テーブルに設定を追加し、IP アド
レスによって識別されるネイバーが、指定された
AS に属することを示します。
EBGP の場合、通常ネイバーは直接接続されてお
り、IP アドレスは接続のもう一方の端におけるイ
ンターフェイスのアドレスです。
IBGP の場合、IP アドレスにはルータ インター
フェイス内の任意のアドレスを指定できます。

ステップ 6

neighbor {ip-address |
peer-group-name}
remove-private-as

（任意）発信ルーティング アップデート内の AS
パスからプライベート AS 番号を削除します。

例：
Device(config)# neighbor
172.16.2.33 remove-private-as

ステップ 7

synchronization

（任意）BGP と IGP の同期化をイネーブルにし
ます。

例：
Device(config)#
synchronization

ステップ 8

auto-summary
例：
Device(config)# auto-summary

ステップ 9

bgp graceful-restart
例：

（任意）自動ネットワーク サマライズをイネー
ブルにします。IGP から BGP にサブネットが再
配信された場合、ネットワーク ルートだけが BGP
テーブルに挿入されます。
（任意）NSF 認識をスイッチでイネーブルにしま
す。NSF 認識はデフォルトではディセーブルで
す。

Device(config)# bgp
graceful-start
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ステップ 10

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 11

show ip bgp network
network-number

設定を確認します。

例：
Device# show ip bgp network
10.108.0.0

ステップ 12

show ip bgp neighbor
例：
Device# show ip bgp neighbor

NSF 認識（グレースフル リスタート）がネイバー
でイネーブルにされていることを確認します。
スイッチおよびネイバーで NSF 認識がイネーブ
ルである場合は、次のメッセージが表示されま
す。
グレースフル リスタート機能: アドバタイズおよ
び受信される
スイッチで NSF 認識がイネーブルであり、ネイ
バーでディセーブルである場合は、次のメッセー
ジが表示されます。
グレースフル リスタート機能: アドバタイズされ
る

ステップ 13

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設
定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

ルーティング ポリシー変更の管理
BGP ピアがルート リフレッシュ機能をサポートするかどうかを学習して、BGP セッションをリ
セットするには、次の手順を実行します。
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手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

show ip bgp neighbors
例：

ステップ 2

ネイバーがルート リフレッシュ機能をサポートするか
どうかを表示します。サポートされている場合は、ルー
タに関する次のメッセージが表示されます。

Device# show ip bgp
neighbors

Received route refresh capability from peer

clear ip bgp {* | address |
peer-group-name}

指定された接続上でルーティング テーブルをリセット
します。

例：

• すべての接続をリセットする場合は、アスタリスク
（*）を入力します。

Device# clear ip bgp *

• 特定の接続をリセットする場合は、IP アドレスを
入力します。
• ピア グループをリセットする場合は、ピア グルー
プ名を入力します。
ステップ 3

clear ip bgp {* | address |
peer-group-name} soft out
例：
Device# clear ip bgp *
soft out

（任意）指定された接続上でインバウンド ルーティン
グ テーブルをリセットするには、アウトバウンド ソフ
ト リセットを実行します。このコマンドは、ルート リ
フレッシュがサポートされている場合に使用してくださ
い。
• すべての接続をリセットする場合は、アスタリスク
（*）を入力します。
• 特定の接続をリセットする場合は、IP アドレスを
入力します。
• ピア グループをリセットする場合は、ピア グルー
プ名を入力します。

ステップ 4

show ip bgp

ルーティング テーブルおよび BGP ネイバーに関する情
報をチェックし、リセットされたことを確認します。

例：
Device# show ip bgp

ステップ 5

show ip bgp neighbors

ルーティング テーブルおよび BGP ネイバーに関する情
報をチェックし、リセットされたことを確認します。

例：
Device# show ip bgp
neighbors
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BGP 判断属性の設定
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

router bgp autonomous-system
例：

BGP ルーティング プロセスをイネーブルにして
AS 番号を割り当て、ルータ コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

Device(config)# router bgp
4500

ステップ 3

bgp best-path as-path ignore

（任意）ルート選択中に AS パス長を無視するよ
うにルータを設定します。

例：
Device(config-router)# bgp
bestpath as-path ignore

ステップ 4

neighbor {ip-address |
（任意）ネクストホップ アドレスの代わりに使用
peer-group-name} next-hop-self される特定の IP アドレスを入力し、ネイバーへの
BGP アップデートに関するネクストホップの処理
例：
をディセーブルにします。
Device(config-router)#
neighbor 10.108.1.1
next-hop-self

ステップ 5

neighbor {ip-address |
（任意）ネイバー接続に重みを割り当てます。指
peer-group-name} weight weight 定できる値は 0 ～ 65535 です。最大の重みのルー
トを推奨します。別の BGP ピアから学習された
例：
ルートのデフォルトの重みは 0 です。ローカル
ルータから送信されたルートのデフォルトの重み
Device(config-router)#
neighbor 172.16.12.1 weight は 32768 です。
50

ステップ 6

default-metric number
例：
Device(config-router)#
default-metric 300

（任意）推奨パスを外部ネイバーに設定するよう
に MED メトリックを設定します。MED を持たな
いすべてのルータも、この値に設定されます。指
定できる範囲は 1 ～ 4294967295 です。最小値を推
奨します。
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

bgp bestpath med
missing-as-worst

（任意）MED がない場合は無限の値が指定されて
いると見なし、MED 値を持たないパスが最も望ま
しくないパスになるように、スイッチを設定しま
す。

例：
Device(config-router)# bgp
bestpath med missing-as-worst

ステップ 8

bgp always-compare med
例：
Device(config-router)# bgp
always-compare-med

ステップ 9

bgp bestpath med confed
例：
Device(config-router)# bgp
bestpath med confed

ステップ 10

bgp deterministic med
例：

（任意）異なる AS 内のネイバーからのパスに対
して、MED を比較するようにスイッチを設定しま
す。デフォルトでは、MED は同じ AS 内のパス間
でだけ比較されます。
（任意）連合内の異なるサブ AS によってアドバ
タイズされたパスから特定のパスを選択する場合
に、MED を考慮するようにスイッチを設定しま
す。
（任意）同じ AS 内の異なるピアによってアドバ
タイズされたルートから選択する場合に、MED 変
数を考慮するようにスイッチを設定します。

Device(config-router)# bgp
deterministic med

ステップ 11

bgp default local-preference
value
例：

（任意）デフォルトのローカル プリファレンス値
を変更します。指定できる範囲は 0 ～ 4294967295
で、デフォルト値は 100 です。最大のローカル プ
リファレンス値を推奨します。

Device(config-router)# bgp
default local-preference 200

ステップ 12

maximum-paths number
例：
Device(config-router)#
maximum-paths 8

ステップ 13

end

（任意）IP ルーティング テーブルに追加するパス
の数を設定します。デフォルトでは、最適パスだ
けがルーティング テーブルに追加されます。指定
できる範囲は 1 ～ 16 です。複数の値を指定する
と、パス間のロード バランシングが可能になりま
す。スイッチ ソフトウェア では最大 32 の等コス
ト ルートが許可されていますが、スイッチ ハード
ウェアはルートあたり 17 パス以上は使用しませ
ん。
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end
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ステップ 14

コマンドまたはアクション

目的

show ip bgp

ルーティング テーブルおよび BGP ネイバーに関す
る情報をチェックし、リセットされたことを確認
します。

例：
Device# show ip bgp

ステップ 15

show ip bgp neighbors
例：

ルーティング テーブルおよび BGP ネイバーに関す
る情報をチェックし、リセットされたことを確認
します。

Device# show ip bgp neighbors

ステップ 16

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定
を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

ルート マップによる BGP フィルタリングの設定
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

route-map map-tag [permit | deny] ルート マップを作成し、ルート マップ コンフィ
[sequence-number]
ギュレーション モードを開始します。
例：
Device(config)# route-map
set-peer-address permit 10

ステップ 3

set ip next-hop ip-address
[...ip-address] [peer-address]
例：

（任意）ネクストホップ処理をディセーブルに
するようにルート マップを設定します。
• インバウンド ルート マップの場合は、一致
するルートのネクスト ホップをネイバー ピ

Device(config)# set ip next-hop
10.1.1.3
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コマンドまたはアクション

目的
ア アドレスに設定し、サードパーティのネ
クスト ホップを上書きします。
• BGP ピアのアウトバウンド ルート マップ
の場合は、ネクスト ホップをローカル ルー
タのピア アドレスに設定して、ネクスト
ホップ計算をディセーブルにします。

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 5

show route-map [map-name]
例：

設定を確認するため、設定されたすべてのルー
ト マップ、または指定されたルート マップだけ
を表示します。

Device# show route-map

ステップ 6

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

ネイバーによる BGP フィルタリングの設定
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

router bgp autonomous-system
例：

BGP ルーティング プロセスをイネーブルに
して AS 番号を割り当て、ルータ コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

Device(config)# router bgp 109
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

neighbor {ip-address | peer-group
name}
distribute-list{access-list-number |
name} {in | out}

（任意）アクセス リストの指定に従って、
ネイバーに対して送受信されるBGPルーティ
ングアップデートをフィルタリングします。
（注）

例：
Device(config-router)# neighbor
172.16.4.1 distribute-list 39 in

ステップ 4

neighbor {ip-address | peer-group
name} route-map map-tag {in | out}

neighbor prefix-list ルータ コンフィ
ギュレーション コマンドを使用し
て、アップデートをフィルタリン
グすることもできますが、両方の
コマンドを使用して同じ BGP ピア
を設定することはできません。

（任意）ルート マップを適用し、着信また
は発信ルートをフィルタリングします。

例：
Device(config-router)# neighbor
172.16.70.24 route-map
internal-map in

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 6

show ip bgp neighbors

設定を確認します。

例：
Device# show ip bgp neighbors

ステップ 7

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイル
に設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

アクセス リストおよびネイバーによる BGP フィルタリングの設定
BGP 自律システム パスに基づいて着信および発信の両方のアップデートにアクセス リスト フィ
ルタを指定して、フィルタリングすることもできます。各フィルタは、正規表現を使用するアク
セス リストです。（正規表現の作成方法については、『Cisco IOS Dial Technologies Command
Reference, Release 12.4』の付録「Regular Expressions」を参照してください）。この方法を使用す
るには、自律システムパスのアクセスリストを定義し、特定のネイバーとの間のアップデートに
適用します。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

ip as-path access-list access-list-number
{permit | deny} as-regular-expressions

BGP-related アクセス リストを定義
します。

例：
Device(config)# ip as-path access-list
1 deny _65535_

ステップ 3

router bgp autonomous-system

BGP ルータ コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

例：
Device(config)# router bgp 110

ステップ 4

neighbor {ip-address | peer-group name}
アクセス リストに基づいて、BGP
filter-list {access-list-number | name} {in | out フィルタを確立します。
| weight weight}
例：
Device(config-router)# neighbor
172.16.1.1 filter-list 1 out

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 6

show ip bgp neighbors [paths
regular-expression]

設定を確認します。

例：
Device# show ip bgp neighbors

ステップ 7

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション
ファイルに設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config
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BGP フィルタリング用のプレフィックス リストの設定
コンフィギュレーション エントリを削除する場合は、シーケンス番号を指定する必要はありませ
ん。Show コマンドの出力には、シーケンス番号が含まれます。
コマンド内でプレフィックスリストを使用する場合は、あらかじめプレフィックスリストを設定
しておく必要があります。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

ip prefix-list list-name [seq seq-value] 一致条件に合わせてアクセスを拒否（deny）ま
deny | permit network/len [ge ge-value] たは許可（permit）するプレフィックス リスト
[le le-value]
を作成します。シーケンス 番号を指定すること
もできます。少なくとも 1 つの permit コマン
例：
ドまたは deny コマンドを入力する必要があり
Device(config)# ip prefix-list
ます。
BLUE permit 172.16.1.0/24

• network/len は、ネットワーク番号および
ネットワークマスクの長さ（ビット単位）
です。
• （任意）ge および le の値は、照合するプ
レフィックス長の範囲を指定します。指定
された ge-value および le-value は、次の条
件を満たす必要があります。len < ge-value
< le-value< 32
ステップ 3

ip prefix-list list-nameseq
（任意）プレフィックス リストにエントリを追
seq-valuedeny | permit network/len [ge 加し、そのエントリにシーケンス番号を割り当
ge-value] [le le-value]
てます。
例：
Device(config)# ip prefix-list
BLUE seq 10 permit 172.24.1.0/24

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end
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コマンドまたはアクション
ステップ 5

目的

show ip prefix list [detail | summary] プレフィックス リストまたはプレフィックス
name [network/len] [seq seq-num]
リスト エントリに関する情報を表示して、設定
[longer] [first-match]
を確認します。
例：
Device# show ip prefix list
summary test

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設
定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

BGP コミュニティ フィルタリングの設定
デフォルトでは、COMMUNITIES 属性はネイバーに送信されません。COMMUNITIES 属性が特定
の IP アドレスのネイバーに送信されるように指定するには、neighbor send-community ルータ コ
ンフィギュレーション コマンドを使用します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

ip community-list
community-list-number {permit |
deny} community-number

コミュニティ リストを作成し、番号を割り当て
ます。
• community-list-number は 1 ～ 99 の整数で

例：
Device(config)# ip
community-list 1 permit 50000:10

す。この値は、コミュニティの 1 つ以上の
許可または拒否グループを識別します。
• community-number は、set community ルー
トマップ コンフィギュレーション コマン
ドで設定される番号です。
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

router bgp autonomous-system

BGP ルータ コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device(config)# router bgp 108

ステップ 4

neighbor {ip-address | peer-group
name} send-community

この IP アドレスのネイバーに送信する
COMMUNITIES 属性を指定します。

例：
Device(config-router)# neighbor
172.16.70.23 send-community

ステップ 5

set comm-list list-numdelete
例：
Device(config-router)# set
comm-list 500 delete

ステップ 6

exit

（任意）ルート マップで指定された標準または
拡張コミュニティ リストと一致する着信または
発信アップデートのコミュニティ属性から、コ
ミュニティを削除します。
グローバル コンフィギュレーション モードに
戻ります。

例：
Device(config-router)# end

ステップ 7

ip bgp-community new-format
例：
Device(config)# ip bgp-community
new format

ステップ 8

end

（任意）AA:NN の形式で、BGP コミュニティ
を表示、解析します。
BGP コミュニティは、2 つの部分からなる 2 バ
イト長形式で表示されます。シスコのデフォル
トのコミュニティ形式は、NNAA です。BGP に
関する最新の RFC では、コミュニティは AA:NN
の形式をとります。最初の部分は AS 番号で、
その次の部分は 2 バイトの数値です。
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 9

show ip bgp community

設定を確認します。

例：
Device# show ip bgp community
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コマンドまたはアクション
ステップ 10

目的

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

BGP ネイバーおよびピア グループの設定
各ネイバーに設定オプションを割り当てるには、ネイバーの IP アドレスを使用し、次に示すルー
タ コンフィギュレーション コマンドのいずれかを指定します。ピア グループにオプションを割
り当てるには、ピア グループ名を使用し、いずれかのコマンドを指定します。neighbor shutdown
ルータ コンフィギュレーション コマンドを使用すると、すべての設定情報を削除せずに、BGP ピ
アまたはピア グループをディセーブルにできます。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

router bgp autonomous-system

BGP ルータ コンフィギュレーション モードを
開始します。

ステップ 3

neighbor
peer-group-namepeer-group

BGP ピア グループを作成します。

ステップ 4

neighbor ip-addresspeer-group
peer-group-name

BGP ネイバーをピア グループのメンバにしま
す。

ステップ 5

neighbor {ip-address |
peer-group-name} remote-as
number

BGP ネイバーを指定します。remote-as number
を使用してピア グループが設定されていない場
合は、このコマンドを使用し、EBGP ネイバー
を含むピア グループを作成します。指定できる
範囲は 1 ～ 65535 です。

ステップ 6

neighbor {ip-address |
（任意）ネイバーに説明を関連付けます。
peer-group-name} description text
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 7

neighbor {ip-address |
peer-group-name}
default-originate [route-map
map-name]

（任意）BGP スピーカー（ローカル ルータ）に
ネイバーへのデフォルト ルート 0.0.0.0 の送信を
許可して、このルートがデフォルト ルートとし
て使用されるようにします。

ステップ 8

neighbor {ip-address |
peer-group-name}
send-community

（任意）この IP アドレスのネイバーに送信する
COMMUNITIES 属性を指定します。

ステップ 9

neighbor {ip-address |
（任意）内部 BGP セッションに、TCP 接続に
peer-group-name} update-source 関するすべての操作インターフェイスの使用を
interface
許可します。

ステップ 10

neighbor {ip-address |
（任意）ネイバーがセグメントに直接接続され
peer-group-name} ebgp-multihop ていない場合でも、BGP セッションを使用可能
にします。マルチホップ ピア アドレスへの唯一
のルートがデフォルトルート（0.0.0.0）の場合、
マルチホップ セッションは確立されません。

ステップ 11

neighbor {ip-address |
（任意）ローカル AS として使用する AS 番号
peer-group-name} local-as number を指定します。指定できる範囲は 1 ～ 65535 で
す。

ステップ 12

neighbor {ip-address |
peer-group-name}
advertisement-interval seconds

（任意）BGP ルーティング アップデートを送信
する最小インターバルを設定します。

ステップ 13

neighbor {ip-address |
peer-group-name}
maximum-prefix maximum
[threshold]

（任意）ネイバーから受信できるプレフィック
ス数を制御します。指定できる範囲は 1 ～
4294967295 です。threshold（任意）は、警告
メッセージが生成される基準となる最大値（パー
センテージ）です。デフォルトは 75% です。

ステップ 14

neighbor {ip-address |
peer-group-name} next-hop-self

（任意）ネイバー宛ての BGP アップデートに関
して、ネクストホップでの処理をディセーブル
にします。

ステップ 15

neighbor {ip-address |
（任意）TCP 接続での MD5 認証を BGP ピアに
peer-group-name} password string 設定します。両方の BGP ピアに同じパスワード
を設定する必要があります。そうしないと、BGP
ピア間に接続が作成されません。

ステップ 16

neighbor {ip-address |
peer-group-name} route-map
map-name {in | out}

（任意）着信または発信ルートにルート マップ
を適用します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 17

neighbor {ip-address |
peer-group-name}
send-community

（任意）この IP アドレスのネイバーに送信する
COMMUNITIES 属性を指定します。

ステップ 18

neighbor {ip-address |
（任意）ネイバーまたはピア グループ用のタイ
peer-group-name} timers keepalive マーを設定します。
holdtime
• keepalive インターバルは、キープアライブ
メッセージがピアに送信される間隔です。
指定できる範囲は 1 ～ 4294967295 秒です。
デフォルト値は 60 秒です。
• holdtime は、キープアライブ メッセージを
受信しなかった場合、ピアが非アクティブ
と宣言されるまでのインターバルです。指
定できる範囲は 1 ～ 4294967295 秒です。
デフォルト値は 180 秒です。

ステップ 19

neighbor {ip-address |
peer-group-name} weight weight

（任意）ネイバーからのすべてのルートに関す
る重みを指定します。

ステップ 20

neighbor {ip-address |
peer-group-name} distribute-list
{access-list-number | name} {in |
out}

（任意）アクセス リストの指定に従って、ネイ
バーに対して送受信される BGP ルーティング
アップデートをフィルタリングします。

ステップ 21

neighbor {ip-address |
（任意）BGP フィルタを確立します。
peer-group-name} filter-list
access-list-number {in | out | weight
weight}

ステップ 22

neighbor {ip-address |
peer-group-name} version value

（任意）ネイバーと通信するときに使用する
BGP バージョンを指定します。

ステップ 23

neighbor {ip-address |
peer-group-name}
soft-reconfiguration inbound

（任意）受信したアップデートのストアを開始
するようにソフトウェアを設定します。

ステップ 24

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 25

show ip bgp neighbors

設定を確認します。
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ステップ 26

コマンドまたはアクション

目的

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設
定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

ルーティング テーブルでの集約アドレスの設定
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

router bgp autonomous-system

BGP ルータ コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device(config)# router bgp 106

ステップ 3

aggregate-address address mask
例：
Device(config-router)#
aggregate-address 10.0.0.0 255.0.0.0

ステップ 4

aggregate-address address maskas-set
例：
Device(config-router)#
aggregate-address 10.0.0.0 255.0.0.0
as-set

BGP ルーティング テーブル内に集約エント
リを作成します。集約ルートは AS からの
ルートとしてアドバタイズされます。情報
が失われた可能性があることを示すため、
アトミック集約属性が設定されます。
（任意）AS 設定パス情報を生成します。
このコマンドは、この前のコマンドと同じ
ルールに従う集約エントリを作成します。
ただし、アドバタイズされるパスは、すべ
てのパスに含まれる全要素で構成される
AS_SET です。多くのパスを集約するとき
は、このキーワードを使用しないでくださ
い。このルートは絶えず取り消され、アッ
プデートされます。
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

aggregate-address
address-masksummary-only

（任意）サマリー アドレスだけをアドバタ
イズします。

例：
Device(config-router)#
aggregate-address 10.0.0.0 255.0.0.0
summary-only

ステップ 6

aggregate-address address
masksuppress-map map-name

（任意）選択された、より具体的なルート
を抑制します。

例：
Device(config-router)#
aggregate-address 10.0.0.0 255.0.0.0
suppress-map map1

ステップ 7

aggregate-address address
maskadvertise-map map-name

（任意）ルート マップによって指定された
設定に基づいて集約を生成します。

例：
Device(config-router)#
aggregate-address 10.0.0.0 255.0.0.0
advertise-map map2

ステップ 8

aggregate-address address
maskattribute-map map-name

（任意）ルート マップで指定された属性を
持つ集約を生成します。

例：
Device(config-router)#
aggregate-address 10.0.0.0 255.0.0.0
attribute-map map3

ステップ 9

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 10

show ip bgp neighbors
[advertised-routes]

設定を確認します。

例：
Device# show ip bgp neighbors

ステップ 11

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイル
に設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config
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ルーティング ドメイン連合の設定
自律システムのグループの自律システム番号として機能する連合 ID を指定する必要があります。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

router bgp autonomous-system

BGP ルータ コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
Device(config)# router bgp 100

ステップ 3

bgp confederation identifier
autonomous-system

BGP 連合 ID を設定します。

例：
Device(config)# bgp confederation
identifier 50007

ステップ 4

bgp confederation peers autonomous-system 連合に属する AS、および特殊な
[autonomous-system ...]
EBGP ピアとして処理する AS を指
定します。
例：
Device(config)# bgp confederation peers
51000 51001 51002

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 6

show ip bgp neighbor

設定を確認します。

例：
Device# show ip bgp neighbor
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

show ip bgp network

設定を確認します。

例：
Device# show ip bgp network

ステップ 8

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション
ファイルに設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

BGP ルート リフレクタの設定
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

router bgp autonomous-system

BGP ルータ コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device(config)# router bgp 101

ステップ 3

neighbor {ip-address |
peer-group-name}
route-reflector-client

ローカル ルータを BGP ルート リフレクタと
して、指定されたネイバーをクライアントと
して、それぞれ設定します。

例：
Device(config-router)# neighbor
172.16.70.24
route-reflector-client

ステップ 4

bgp cluster-id cluster-id

（任意）クラスタに複数のルート リフレクタ
が存在する場合、クラスタ ID を設定します。

例：
Device(config-router)# bgp
cluster-id 10.0.1.2
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

no bgp client-to-client reflection

（任意）クライアント間のルート反映をディ
セーブルにします。デフォルトでは、ルート
リフレクタ クライアントからのルートは、他
のクライアントに反映されます。ただし、ク
ライアントが完全メッシュ構造の場合、ルー
ト リフレクタはルートをクライアントに反映
させる必要がありません。

例：
Device(config-router)# no bgp
client-to-client reflection

ステップ 6

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 7

show ip bgp

設定を確認します。送信元 ID およびクラスタ
リスト属性を表示します。

例：
Device# show ip bgp

ステップ 8

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

ルート ダンプニングの設定
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

router bgp autonomous-system

BGP ルータ コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device(config)# router bgp 100
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

bgp dampening

BGP ルート ダンプニングをイネーブルに
します。

例：
Device(config-router)# bgp dampening

ステップ 4

bgp dampening half-life reuse suppress
max-suppress [route-map map]

（任意）ルート ダンプニング係数のデ
フォルト値を変更します。

例：
Device(config-router)# bgp dampening
30 1500 10000 120

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 6

show ip bgp flap-statistics [{regexp
（任意）フラッピングしているすべての
regexp} | {filter-list list} | {address mask パスのフラップを監視します。ルートの
[longer-prefix]}]
抑制が終了し、安定状態になると、統計
情報が削除されます。
例：
Device# show ip bgp flap-statistics

ステップ 7

show ip bgp dampened-paths
例：

（任意）抑制されるまでの時間を含め
て、ダンプニングされたルートを表示し
ます。

Device# show pi bgp dampened-paths

ステップ 8

clear ip bgp flap-statistics [{ regexp} | { （任意）BGP フラップ統計情報を消去し
list} | {address mask
て、ルートがダンプニングされる可能性
[]}regexpfilter-listlonger-prefix
を小さくします。
例：
Device# clear ip bgp flap-statistics

ステップ 9

clear ip bgp dampening

（任意）ルート ダンプニング情報を消去
して、ルートの抑制を解除します。

例：
Device# clear ip bgp dampening

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

1433

BGP のモニタリングおよびメンテナンス

ステップ 10

コマンドまたはアクション

目的

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイ
ルに設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

BGP のモニタリングおよびメンテナンス
特定のキャッシュ、テーブル、またはデータベースのすべての内容を削除できます。この作業は、
特定の構造の内容が無効になる場合、または無効である疑いがある場合に必要となります。
BGP ルーティング テーブル、キャッシュ、データベースの内容など、特定の統計情報を表示でき
ます。さらに、リソースの利用率を取得したり、ネットワーク問題を解決するための情報を使用
することもできます。さらに、ノードの到達可能性に関する情報を表示し、デバイスのパケット
が経由するネットワーク内のルーティング パスを検出することもできます。
下の図に、BGP を消去および表示するために使用する特権 EXEC コマンドを示します。表示され
るフィールドの詳細については、『Cisco IOS IP Command Reference, Volume 2 of 3: Routing Protocols,
Release 12.4』を参照してください。
表 107： IP BGP の clear および show コマンド

clear ip bgp address

特定の BGP 接続をリセットします。

clear ip bgp *

すべての BGP 接続をリセットします。

clear ip bgp peer-group tag

BGPピアグループのすべてのメンバを削除します。

show ip bgp prefix

プレフィックスがアドバタイズされるピア グルー
プ、またはピア グループに含まれないピアを表示
します。ネクスト ホップやローカル プレフィック
スなどのプレフィックス属性も表示されます。

show ip bgp cidr-only

サブネットおよびスーパーネット ネットワーク マ
スクを含むすべての BGP ルートを表示します。

show ip bgp community [community-number]
[exact]

指定されたコミュニティに属するルートを表示し
ます。

show ip bgp community-list
community-list-number [exact-match]

コミュニティ リストで許可されたルートを表示し
ます。
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show ip bgp filter-list access-list-number

指定された AS パス アクセス リストによって照合
されたルートを表示します。

show ip bgp inconsistent-as

送信元の AS と矛盾するルートを表示します。

show ip bgp regexp regular-expression

コマンドラインに入力された特定の正規表現と一
致する AS パスを持つルートを表示します。

show ip bgp

BGP ルーティング テーブルの内容を表示します。

show ip bgp neighbors [address]

各ネイバーとの BGP 接続および TCP 接続に関する
詳細情報を表示します。

show ip bgp neighbors [address]
[advertised-routes | dampened-routes |
flap-statistics | paths regular-expression |
received-routes | routes]

特定の BGP ネイバーから取得されたルートを表示
します。

show ip bgp paths

データベース内のすべてのBGPパスを表示します。

show ip bgp peer-group [tag] [summary]

BGP ピア グループに関する情報を表示します。

show ip bgp summary

BGP 接続すべての状況を表示します。

bgp log-neighbor changes コマンドは、デフォルトでイネーブルです。そのため、BGP ネイバーの
リセット、起動、またはダウン時に生成されるメッセージをログに記録できます。
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BGP の設定例
例：ルータでの BGP の設定
次に、下の図のルータでの BGP の設定例を示します。
図 69：EBGP、IBGP、および複数の自律システム

ルータ A：
Device(config)# router bgp 100
Device(config-router)# neighbor 129.213.1.1 remote-as 200

ルータ B：
Device(config)# router bgp 200
Device(config-router)# neighbor 129.213.1.2 remote-as 100
Device(config-router)# neighbor 175.220.1.2 remote-as 200

ルータ C：
Device(config)# router bgp 200
Device(config-router)# neighbor 175.220.212.1 remote-as 200
Device(config-router)# neighbor 192.208.10.1 remote-as 300

ルータ D：
Device(config)# router bgp 300
Device(config-router)# neighbor 192.208.10.2 remote-as 200

BGP ピアが稼働していることを確認するには、show ip bgp neighbors 特権 EXEC コマンドを使用し
ます。次に、ルータ A にこのコマンドを実行した場合の出力例を示します。
Device# show ip bgp neighbors
BGP neighbor is 129.213.1.1, remote AS 200, external link
BGP version 4, remote router ID 175.220.212.1
BGP state = established, table version = 3, up for 0:10:59
Last read 0:00:29, hold time is 180, keepalive interval is 60 seconds
Minimum time between advertisement runs is 30 seconds
Received 2828 messages, 0 notifications, 0 in queue
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Sent 2826 messages, 0 notifications, 0 in queue
Connections established 11; dropped 10

state = established 以外の情報が出力された場合、ピアは稼働していません。リモート ルータ ID
は、ルータ（または最大のループバック インターフェイス）上の最大の IP アドレスです。テーブ
ルが新規情報でアップデートされるたびに、テーブルのバージョン番号は増加します。継続的に
テーブルバージョン番号が増加している場合は、ルートがフラッピングし、ルーティングアップ
デートが絶えず発生しています。
外部プロトコルの場合、network ルータ コンフィギュレーション コマンドから IP ネットワークへ
の参照によって制御されるのは、アドバタイズされるネットワークだけです。これは、network
コマンドを使用してアップデートの送信先を指定する IGP（EIGRP など）と対照的です。
BGP 設定の詳細については、『Cisco IOS IP Configuration Guide, Release 12.4』の「IP Routing
Protocols」を参照してください。特定コマンドの詳細については、『Cisco IOS IP Command Reference,
Volume 2 of 3: Routing Protocols, Release 12.4』を参照してください。

ISO CLNS ルーティングに関する情報
コネクションレス型ルーティング
国際標準化機構（ISO）コネクションレス型ネットワーク サービス（CLNS）プロトコルとは、
オープン システム インターコネクション（OSI）モデルのネットワーク層の標準の 1 つです。ISO
ネットワーク アーキテクチャ内のアドレスは、ネットワーク サービス アクセス ポイント（NSAP）
アドレスおよび Network Entity Titles（NETs）と呼ばれます。OSI ネットワークの各ノードには、
1 つ以上の NETs が含まれます。さらに、各ノードには、多数の NSAP アドレスが含まれます。
スイッチ上で、clns routing グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用してコネクショ
ンレス型ルーティングをイネーブルにすると、スイッチはルーティング関連の機能を果たさず、
転送の決定だけを行います。ダイナミックルーティングには、ルーティングプロトコルもイネー
ブルにする必要があります。スイッチは、Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）ダイ
ナミック ルーティング プロトコルをサポートします。このプロトコルは、ISO CLNS ネットワー
ク用の OSI ルーティング プロトコルに基づいています。
動的にルーティングを行う場合は、IS-IS を使用します。このルーティング プロトコルは、エリア
の概念をサポートします。1 つのエリア内部では、すべてのルータがすべてのシステム ID に到達
する方法を認識しています。エリア間では、ルータは適切なエリアに到達する方法を認識してい
ます。IS-IS は、ステーション ルーティング（1 つのエリア内）およびエリア ルーティング（エリ
ア間）という 2 つのレベルのルーティングをサポートします。
ISO IGRP と IS-IS NSAP アドレス方式の主な違いは、エリア アドレスの定義にあります。両方と
もレベル 1 ルーティング（1 つのエリア内）にはシステム ID を使用します。ただし、エリア ルー
ティングに関してアドレスが指定される方法が異なります。ISO IGRP NSAP アドレスには、ドメ
イン、エリア、およびシステム ID という 3 つの異なるフィールドが含まれます。IS-IS アドレス
には、単一の連続的エリア フィールド（ドメイン フィールドおよびエリア フィールドから成る）
とシステム ID という 2 つのフィールドが含まれます。
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（注）

ISO CLNS の詳細については、『Cisco IOS Apollo Domain, Banyan VINES, DECnet, ISO CLNS and
XNS Configuration Guide, Release 12.4』を参照してください。この章で使用するコマンドの構文
および使用方法の詳細については、『Cisco IOS Apollo Domain, Banyan VINES, DECnet, ISO CLNS
and XNS Command Reference, Release 12.4』を参照するか、IOS コマンド リファレンス マスター
インデックスを使用するか、オンライン検索を行ってください。

IS-IS Dynamic Routing
IS-IS は、ISO ダイナミック ルーティング プロトコルの 1 つです（ISO 105890 で説明されてい
る）。その他のルーティング プロトコルとは異なり、IS-IS をイネーブルするには、IS-IS ルーティ
ング プロセスを作成し、それをネットワークではなく特定のインターフェイスに割り当てる必要
があります。マルチエリア IS-IS コンフィギュレーション構文を使用することで、レイヤ 3 スイッ
チまたはルータごとに複数の IS-IS ルーティング プロトコルを指定できます。その後、IS-IS ルー
ティング プロセスのインスタンスごとにパラメータを設定します。
小規模の IS-IS ネットワークは、ネットワーク内にすべてのルータが含まれる単一のエリアとして
構築されます。ネットワークの規模が大きくなるに従って、このネットワークは、すべてのエリ
アに属する、接続されたすべてのレベル 2 ルータのセットから構成されるバックボーン エリア内
に再編成され、その後、このネットワークはローカルエリアに接続されます。ローカルエリア内
部では、すべてのルータがすべてのシステム ID に到達する方法を認識しています。エリア間で
は、ルータはバックボーンへの到達方法を認識しており、バックボーン ルータは他のエリアに到
達する方法を認識しています。
ルータは、ローカル エリア内でルーティングを実行するために、レベル 1 の隣接関係を確立しま
す（ステーション ルーティング）。ルータは、レベル 1 のエリア間でルーティングを実行するた
めに、レベル 2 の隣接関係を確立します（エリア ルーティング）。
1 つの Cisco ルータは、最大 29 エリアのルーティングに参加でき、バックボーンでレベル 2 ルー
ティングを実行できます。一般に、ルーティング プロセスごとに 1 つのエリアに対応します。デ
フォルトでは、ルーティング プロセスの最初のインスタンスが、レベル 1 および レベル 2 両方の
ルーティングを実行するように設定されます。追加のルーティング インスタンスを設定できま
す。このインスタンスは、自動的にレベル 1 エリアとして扱われます。IS-IS ルーティング プロセ
スの各インスタンスごとに個別にパラメータを設定する必要があります。
IS-IS マルチエリア ルーティングでは、シスコの各装置に対して最大 29 個の レベル 1 エリアを定
義できますが、レベル 2 ルーティングを実行するプロセスは 1 つだけ設定できます。レベル 2 ルー
ティングが任意のプロセス上に設定されている場合、追加のプロセスは、すべて自動的にレベル
1 に設定されます。同時に、このプロセスがレベル 1 ルーティングを実行するように設定するこ
ともできます。ルータ インスタンスにレベル 2 ルーティングが必要でない場合は、is-type グロー
バル コンフィギュレーション コマンドを使用してレベル 2 の機能を削除します。別のルータ イ
ンスタンスをレベル 2 ルータとして設定する場合にも is-type コマンドを使用します。
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（注）

IS-IS の詳細については、『Cisco IOS IP Configuration Guide, Release 12.4』の「IP Routing
Protocols」を参照してください。ここで使用するコマンドの構文および使用方法の詳細につい
ては、『Cisco IOS IP Command Reference, Release 12.4』を参照してください。

NSF 認識
統合型 IS-IS NSF 認識機能は IPv4G でサポートされています。この機能により、NSF を認識する
顧客宅内装置（CPE）ルータが、NFS 対応ルータによるパケットのノンストップ転送を実現しま
す。ローカル ルータでは、必ずしも NSF を実行している必要はありませんが、このルータが NSF
を認識していると、スイッチオーバープロセス時にルーティングデータベースの整合性と精度、
および隣接 NSF 対応ルータ上のリンクステート データベースが保持されます。
この機能は、自動的にイネーブルにされ、設定は必要ありません。この機能の詳細については、
『Integrated IS-IS Nonstop Forwarding (NSF) Awareness Feature Guide』を参照してください。

IS-IS グローバル パラメータ
設定可能ないくつかのオプションの IS-IS グローバル パラメータを次に示します。
• ルート マップによって制御されるデフォルト ルートを設定することで、デフォルト ルート
を IS-IS ルーティング ドメイン内に強制的に設定できます。ルート マップで設定可能な、そ
の他のフィルタリング オプションも指定できます。
• 内部チェックサム エラーとともに受信された IS-IS LSP を無視したり、破損した LSP を消去
するようにルータを設定できます。これにより、LSP の発信側は、LSP を再生成します。
• エリアおよびドメインにパスワードを割り当てられます。
• サマリー アドレスを使用して、ルーティング テーブル内に表示される集約アドレスを作成
できます（経路集約）。他のルーティング プロトコルから学習したルートも集約できます。
サマリーをアドバタイズするのに使用されるメトリックは、すべての個別ルートにおける最
小のメトリックです。
• 過負荷ビットを設定できます。
• LSP リフレッシュ インターバルおよび LSP がリフレッシュなしでルータ データベース内に
とどまることができる最大時間を設定できます。
• LSP 生成に対するスロットリング タイマー、最短パス優先計算、および部分ルート計算を設
定できます。
• IS-IS 隣接関係がステートを変更（アップまたはダウン）する際に、スイッチがログ メッセー
ジを生成するように設定できます。
• ネットワーク内のリンクが、1500 バイト未満の最大伝送単位（MTU）サイズの場合、それで
もルーティングが行われるように LSP MTU の値を低くできます。
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• パーティション回避ルータ コンフィギュレーション コマンドは、レベル 1-2 境界ルータ、隣
接レベル 1 ルータ、およびエンド ホスト間で完全な接続が失われた場合に、エリアがパー
ティション化されるのを防ぎます。

IS-IS インターフェイス パラメータ
任意で、特定のインターフェイス固有の IS-IS パラメータを、付加されている他のルータとは別に
設定できます。ただし、一部の値（乗数およびタイム インターバルなど）をデフォルトから変更
する場合、複数のルータおよびインターフェイス上でもこれを変更する必要があります。ほとん
どのインターフェイス パラメータは、レベル 1、レベル 2、またはその両方で設定できます。
次に、設定可能なインターフェイス レベル パラメータの一部を示します。
• インターフェイスのデフォルト メトリック：Quality of Service（QoS）ルーティングが実行さ
れない場合に、IS-IS メトリックの値として使用され、割り当てられます。
• hello インターバル（インターフェイスから送信される hello パケットの間隔）またはデフォ
ルトの hello パケット乗数：インターフェイス上で使用されて、IS-IS hello パケットで送信さ
れるホールド タイムを決定します。ホールド タイムは、ネイバーがダウンしていると宣言
するまでに、別の hello パケットを待機する時間を決定します。これにより、障害リンクま
たはネイバーが検出される速さも決定し、ルートを再計算できるようになります。hello パ
ケットが頻繁に失われ、IS-IS 隣接に無用な障害が発生する場合は、hello 乗数を変更してく
ださい。hello 乗数を大きくし、それに対応して hello インターバルを小さくすると、リンク
障害を検出するのに必要な時間を増やすことなく、hello プロトコルの信頼性を高めることが
できます。
• その他のタイム インターバル：
◦ Complete Sequence Number PDU（CSNP）インターバルCSNP は、指定ルータにより送信
され、データベースの同期を維持します。
◦ 再送信インターバルこれは、ポイントツーポイント リンクの IS-IS LSP の再送信間隔で
す。
◦ IS-IS LSP 再送信スロットル インターバルこれは、IS-IS LSP がポイントツーポイント リ
ンクで再送信される最大レート（パケット間のミリ秒数）です。このインターバルは、
同じ LSP が連続する再送信間隔である再送信インターバルとは異なります。
• 指定ルータの選択プライオリティ：マルチアクセス ネットワークで必要な隣接数を削減し、
その代わりに、ルーティング プロトコル トラフィックの量およびトポロジ データベースの
サイズを削減できます。
• インターフェイス回線タイプ：指定されたインターフェイス上のネイバーに必要な隣接タイ
プです。
• インターフェイスのパスワード認証

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
1440

OL-30686-01-J

ISO CLNS ルーティングの設定方法

ISO CLNS ルーティングの設定方法
IS-IS のデフォルト設定
表 108：IS-IS のデフォルト設定

機能

デフォルト設定

リンクステート PDU（LSP）エ
ラーを無視

イネーブル

IS-IS タイプ

従来型の IS-IS：ルータは、レベル 1（ステーション）とレ
ベル 2（エリア） 両方のルータとして機能します。
マルチエリア IS-IS：IS-IS ルーティング プロセスの最初のイ
ンスタンスが レベル 1-2 ルータです。残りのインスタンス
は、レベル 1 ルータです。

デフォルト情報送信元

ディセーブル

IS-IS 隣接関係のステート変更を記 ディセーブル
録
LSP 生成スロットリング タイマー 連続で生成した 2 つの間の最大インターバル：5 秒
初期 LSP 生成遅延：50 ミリ秒
1 番目と 2 番目の LSP 生成間のホールド タイム：5000 ミリ
秒
LSP 最大ライフ タイム（リフレッ LSP パケットが削除されるまで 1200 秒（20 分）
シュなし）
LSP リフレッシュ インターバル

LSP リフレッシュを 900 秒（15 分）ごとに送信

最大 LSP パケット サイズ

1497 バイト

NSF 認識

イネーブルレイヤ 3 スイッチでは、ハードウェアやソフト
ウェアの変更中に、隣接する NSF 対応ルータからのパケッ
トを転送し続けることができます。

部分ルート計算（PRC）スロット
リング タイマー

最大 PRC 待機インターバル：5 秒
トポロジの変更後の初期 PRC 計算遅延：2000 ミリ秒
1 番目と 2 番目の PRC 計算間のホールド タイム：5000 ミリ
秒
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機能

デフォルト設定

パーティション回避

ディセーブル

パスワード

エリアまたはドメインのパスワードが定義されておらず、認
証はディセーブルになっています。

過負荷ビットの設定

ディセーブルイネーブルの際に引数が入力されない場合、過
負荷ビットがただちに設定され、no set-overload-bit コマン
ドが入力されるまで設定されたままになります。

Shortest Path First（SPF）スロット 連続した SFP 間の最大インターバル：10 秒
リング タイマー
トポロジの変更後の初期 SFP 計算：5500 ミリ秒
1 番目と 2 番目の SFP 計算間のホールド タイム：5500 ミリ
秒
サマリー アドレス

ディセーブル

IS-IS ルーティングのイネーブル化
IS-IS をイネーブルにするには、各ルーティング プロセスに名前と NET を指定します。その後、
インターフェイス上で IS-IS ルーティングをイネーブルにし、ルーティング プロセスの各インス
タンスに対してエリアを指定します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

clns routing

スイッチ上でISOコネクションレス型ルーティ
ングをイネーブルに設定します。

例：
Device(config)# clns routing

ステップ 3

router isis [area tag]
例：
Device(config)# router isis tag1

指定したルーティング プロセスに対して IS-IS
ルーティングをイネーブルにし、IS-IS ルー
ティング コンフィギュレーション モードを開
始します。
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コマンドまたはアクション

目的
（任意）area tag 引数を使用して、IS-IS ルー
タが割り当てられているエリアを特定します。
複数の IS-IS エリアを設定する場合は、値を入
力する必要があります。
最初に設定された IS-IS インスタンスは、デ
フォルトでレベル 1-2 です。後のインスタン
スは、自動的にレベル 1 になります。is-type
グローバル コンフィギュレーション コマンド
を使用してルーティングのレベルを変更でき
ます。

ステップ 4

net network-entity-title
例：
Device(config-router)# net
47.0004.004d.0001.0001.0c11.1111.00

ステップ 5

ルーティング プロセスに NET を設定します。
マルチエリア IS-IS を設定する場合、各ルー
ティング プロセスに NET を指定します。NET
およびアドレスの名前を指定できます。

is-type {level-1 | level-1-2 | level-2-only} （任意）レベル 1（ステーション）ルータ、
マルチエリア ルーティング用のレベル 2（エ
例：
リア）ルータ、または両方（デフォルト）と
して機能するようにルータを設定します。
Device(config-router)# is-type
level-2-only

• level-1：ステーション ルータとしてだけ
機能します。
• level-1-2：ステーション ルータおよびエ
リア ルータの両方として機能します。
• level 2：エリア ルータとしてだけ機能し
ます。

ステップ 6

exit

グローバル コンフィギュレーション モードに
戻ります。

例：
Device(config-router)# end

ステップ 7

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

IS-IS をルーティングするインターフェイスを
指定し、インターフェイス コンフィギュレー
ション モードを開始します。インターフェイ
スがまだレイヤ 3 インターフェイスとして設
定されていない場合は、no switchport コマン
ドを入力し、インターフェイスをレイヤ3モー
ドにします。
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

ip router isis [area tag]

インターフェイスに ISO CLNS の IS-IS ルー
ティング プロセスを設定し、エリア指示子を
ルーティング プロセスに割り当てます。

例：
Device(config-if)# ip router isis
tag1

ステップ 9

clns router isis [area tag]

インターフェイス上で ISO CLNS をイネーブ
ルにします。

例：
Device(config-if)# clns router isis
tag1

ステップ 10 ip address ip-address-mask
例：
Device(config-if)# ip address
10.0.0.5 255.255.255.0

ステップ 11 end

インターフェイスの IP アドレスを定義しま
す。インターフェイスのいずれかで IS-IS ルー
ティングが設定されている場合は、IS-IS がイ
ネーブルになっているエリアに含まれるすべ
てのインターフェイスで IP アドレスが必要で
す。
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 12 show isis [area tag] database detail

入力を確認します。

例：
Device# show isis database detail

ステップ 13 copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに
設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config
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IS-IS グローバル パラメータの設定
手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

clns routing

スイッチ上で ISO コネクションレス型ルーティングを
イネーブルに設定します。

例：
Device(config)# clns
routing

ステップ 3

router isis

IS-IS ルーティング プロトコルを指定し、ルータ コン
フィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# router isis

ステップ 4

default-information originate （任意）デフォルト ルートを IS-IS ルーティング ドメ
[route-map map-name]
インに強制的に設定します。route-map map-name を入
力すると、ルート マップが条件に一致している場合に
例：
ルーティング プロセスによってデフォルト ルートが生
成されます。
Device(config-router)#
default-information
originate route-map map1

ステップ 5

ignore-lsp-errors
例：
Device(config-router)#
ignore-lsp-errors

ステップ 6

area-password password

（任意）LSP を消去する代わりに、内部チェックサム
にエラーがある LSP を無視するようにルータを設定し
ます。このコマンドは、デフォルトでイネーブルになっ
ています（破損した LSP はドロップされます）。破損
した LSP を消去するには、no ignore-lsp-errors ルータ
コンフィギュレーション コマンドを入力します。
（任意）レベル 1（ステーション ルータ レベル）LSP
に挿入されるエリア認証パスワードを設定します。

例：
Device(config-router)#
area-password 1password
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コマンドまたはアクション 目的
ステップ 7

domain-password password
例：

（任意）レベル 2（エリア ルータ レベル）LSP に挿入
されるルーティング ドメイン認証パスワードを設定し
ます。

Device(config-router)#
domain-password 2password

ステップ 8

summary-address address
mask [level-1 | level-1-2 |
level-2]

（任意）所定のレベルのアドレスのサマリーを作成し
ます。

例：
Device(config-router)#
summary-address 10.1.0.0
255.255.0.0 level-2

ステップ 9

set-overload-bit [on-startup
{seconds | wait-for-bgp}]
例：
Device(config-router)#
set-overload-bit on-startup
wait-for-bgp

（任意）ルータに問題がある場合に、他のルータが最
短パス優先（SPF）計算でこのルータを無視するように
過負荷ビット（hippity ビット）を設定します。
• （任意）on-startup：起動時だけ過負荷ビットを設
定します。on-startup が指定されない場合、過負
荷ビットが即座に設定され、no set-overload-bit コ
マンドを入力するまで設定されたままになります。
on-startup が指定された場合、秒数または
wait-for-bgp を入力する必要があります。
• seconds：on-startup キーワードが設定されている
場合、システム起動時に過負荷ビットが設定され
て、この秒数の間設定されたままになります。指
定できる範囲は 5 ～ 86400 秒です。
• wait-for-bgp：on-startup キーワードが設定されて
いる場合、システム起動時に過負荷ビットが設定
されて、BGP が収束するまで設定されたままにな
ります。BGP が収束されたことが IS-IS に通知さ
れない場合、IS-IS は 10 分後に過負荷ビットをオ
フにします。

ステップ 10 lsp-refresh-interval seconds
例：

（任意）LSP リフレッシュ インターバル（秒）を設定
します。範囲は 1 ～ 65535 秒です。デフォルトでは、
LSP リフレッシュを 900 秒（15 分）ごとに送信します。

Device(config-router)#
lsp-refresh-interval 1080
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コマンドまたはアクション 目的
ステップ 11 max-lsp-lifetime seconds
例：
Device(config-router)#
max-lsp-lifetime 1000

ステップ 12 lsp-gen-interval [level-1 |
level-2] lsp-max-wait
[lsp-initial-wait
lsp-second-wait]
例：
Device(config-router)#
lsp-gen-interval level-2 2
50 100

（任意）LSP パケットがリフレッシュされずにルータ
データベース内に存続する最大時間を設定します。範
囲は 1 ～ 65535 秒です。デフォルト値は 1200 秒（20
分）です。指定されたタイムインターバルのあと、LSP
パケットは削除されます。
（任意）IS-IS 生成スロットリング タイマーを設定しま
す。
• lsp-max-wait：2 つの連続する LSP 生成間の最大イ
ンターバル（秒）。指定できる範囲は 1 ～ 120 秒
です。デフォルト値は 5 秒です。
• lsp-initial-wait：最初の LSP 生成遅延（ミリ秒）。
指定できる範囲は 1 ～ 10000 ミリ秒です。デフォ
ルト値は 50 ミリ秒です。
• lsp-second-wait：最初と 2 番目の LSP 生成間（ミ
リ秒）のホールド タイム。指定できる範囲は 1 ～
10000 ミリ秒です。デフォルト値は 5000 ミリ秒で
す。

ステップ 13 spf-interval [level-1 | level-2] （任意）IS-IS SPF スロットリング タイマーを設定しま
spf-max-wait [spf-initial-wait す。
spf-second-wait]
• spf-max-wait：連続する SFP 間（秒）の最大イン
ターバル。指定できる範囲は 1 ～ 120 で、デフォ
例：
ルトは 10 です。
Device(config-router)#
spf-interval level-2 5 10
20

• spf-initial-wait：トポロジ変更後の最初の SFP 計算
（ミリ秒）。指定できる値の範囲は 1 ～ 10000 で
す。デフォルトは 5500 です。
• spf-second-wait：最初と 2 番目の SFP 計算間（ミリ
秒）のホールド タイム。指定できる値の範囲は 1
～ 10000 です。デフォルトは 5500 です。

ステップ 14 prc-interval prc-max-wait
[prc-initial-wait
prc-second-wait]

（任意）IS-IS PRC スロットリング タイマーを設定し
ます。
• prc-max-wait：2 つの連続する PRC 計算間の最大

例：
Device(config-router)#
prc-interval 5 10 20

インターバル（秒）。指定できる範囲は 1 ～ 120
秒です。デフォルト値は 5 秒です。
• prc-initial-wait：トポロジ変更後の最初の PRC 計算
遅延（ミリ秒）。指定できる範囲は 1 ～ 10,000 ミ
リ秒です。デフォルト値は 2000 ミリ秒です。
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コマンドまたはアクション 目的
• prc-second-wait：最初と 2 番目の PRC 計算間（ミ
リ秒）のホールド タイム。指定できる範囲は 1 ～
10,000 ミリ秒です。デフォルト値は 5000 ミリ秒で
す。
ステップ 15 log-adjacency-changes [all]
例：
Device(config-router)#
log-adjacency-changes all

ステップ 16 lsp-mtu size
例：

（任意）IS-IS 隣接ステート変更をログするようルータ
を設定します。End System-to-Intermediate System PDU
およびリンクステート パケット（LSP）など、IS-IS
Hello に関連しないイベントにより生成されたすべての
変更をログに含めるには、all を入力します。
（任意）最大 LSP パケット サイズ（バイト）を指定し
ます。指定できる範囲は 128 ～ 4352 バイトです。デ
フォルト値は 1497 バイトです。

Device(config-router)# lsp （注）
mtu 1560

ステップ 17 partition avoidance
例：
Device(config-router)#
partition avoidance

ステップ 18 end

ネットワーク内の任意のリンクで MTU サイ
ズが縮小された場合、ネットワーク内のすべ
てのルータで LSP MTU サイズを変更する必
要があります。

（任意）境界ルータ、すべての隣接レベル 1 ルータ、
およびエンド ホスト間で、フル接続が切断された場
合、IS-IS レベル 1-2 境界ルータがレベル 1 エリア プレ
フィックスをレベル 2 バックボーンにアドバタイズし
ないようにします。
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 19 show clns

入力を確認します。

例：
Device# show clns

ステップ 20 copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保
存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config
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IS-IS インターフェイス パラメータの設定
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

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

ステップ 3

設定するインターフェイスを指定して、インターフェ
イス コンフィギュレーション モードを開始します。
インターフェイスがまだレイヤ3インターフェイスと
して設定されていない場合は、no switchport コマンド
を入力し、インターフェイスをレイヤ3モードにしま
す。

isis metric default-metric [level-1 （任意）指定したインターフェイスにメトリック（ま
| level-2]
たはコスト）を設定します。範囲は 0 ～ 63 です。デ
フォルトは 10 です。レベルが入力されない場合は、
例：
レベル 1 およびレベル 2 ルータの両方にデフォルト値
が適用されます。
Device(config-if)# isis
metric 15

ステップ 4

isis hello-interval {seconds |
minimal} [level-1 | level-2]
例：
Device(config-if)# isis
hello-interval minimal

（任意）スイッチが hello パケットを送信する間隔を
指定します。デフォルトでは、hello インターバル
seconds の 3 倍の値が、送信される hello パケットの
holdtime としてアドバタイズされます。hello インター
バルが狭まると、トポロジ変更の検出も速くなります
が、ルーティング トラフィック量は増大します。
• minimal：ホールド タイムが 1 秒になるように、
システムが hello 乗数に基づいて hello インター
バルを計算するようにします。
• seconds：範囲は 1 ～ 65535 秒です。デフォルト
は 10 秒です。

ステップ 5

isis hello-multiplier multiplier
[level-1 | level-2]
例：
Device(config-if)# isis
hello-multiplier 5

（任意）ルータが隣接装置のダウンを宣言するまで
に、ネイバーが損失する IS-IS hello パケット数を指定
します。指定できる範囲は 3 ～ 1000 です。デフォル
トは 3 です。hello 乗数を小さくすると、高速コンバー
ジェンスとなりますが、ルーティングが不安定になる
場合があります。
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

isis csnp-interval seconds
[level-1 | level-2]

（任意）インターフェイスに IS-IS CSNP を設定しま
す。範囲は 0 ～ 65535 です。デフォルトは 10 秒です。

例：
Device(config-if)# isis
csnp-interval 15

ステップ 7

isis retransmit-interval seconds （任意）ポイントツーポイント リンクの IS-IS LSP の
再送信間隔（秒）を設定します。指定する値は、ネッ
例：
トワーク上の任意の2つのルータ間の予測ラウンドト
リップ遅延よりも大きい整数である必要があります。
Device(config-if)# isis
retransmit-interval 7
範囲は 0 ～ 65535 です。デフォルトは 5 秒です。

ステップ 8

isis retransmit-throttle-interval （任意）IS-IS LSP 再送信スロットル インターバルを
milliseconds
設定します。これは、IS-IS LSP がポイントツーポイ
ント リンク上で再送信される最大レート（パケット
例：
間のミリ秒数）です。範囲は 0 ～ 65535 です。デフォ
ルト値は、isis lsp-interval コマンドにより決定しま
Device(config-if)# isis
retransmit-throttle-interval す。
4000

ステップ 9

isis priority value [level-1 |
level-2]

（任意）指定ルータ選択で使用するプライオリティを
設定します。指定できる範囲は 0 ～ 127 です。デフォ
ルトは 64 です。

例：
Device(config-if)# isis
priority 50

ステッ
プ 10

isis circuit-type {level-1 |
level-1-2 | level-2-only}
例：
Device(config-if)# isis
circuit-type level-1-2

（任意）指定されたインターフェイス上のネイバーで
必要な隣接タイプを設定します（インターフェイスの
回線タイプを指定します）。
• level-1：このノードとネイバーの両方に共通のエ
リア アドレスが少なくとも 1 つある場合、レベ
ル 1 隣接関係が確立されます。
• level-1-2：ネイバーもレベル 1 およびレベル 2 の
両方として設定されていて、少なくとも 1 つの
共通のエリアがある場合、レベル 1 およびレベ
ル 2 隣接関係が確立されます。共通のエリアが
ない場合は、レベル 2 隣接関係が確立されます。
これはデフォルト設定です。これはデフォルト
です。
• level 2：レベル 2 隣接関係が確立されます。ネイ
バー ルータがレベル 1 ルータである場合、隣接
関係は確立されません。
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コマンドまたはアクション

目的

ステッ
プ 11

isis password password [level-1 （任意）インターフェイスの認証パスワードを設定し
| level-2]
ます。デフォルトでは、認証はディセーブルに設定さ
れています。レベル 1 またはレベル 2 を指定すると、
例：
それぞれレベル 1 またはレベル 2 ルーティング用のパ
スワードだけがイネーブルになります。レベルを指定
Device(config-if)# isis
password secret
しない場合、デフォルトはレベル 1 およびレベル 2 で
す。

ステッ
プ 12

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステッ
プ 13

show clns interface interface-id 入力を確認します。
例：
Device# show clns interface
gigabitethernet 1/0/1

ステッ
プ 14

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を
保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

ISO IGRP と IS-IS のモニタリングおよびメンテナンス
CLNS キャッシュのすべての内容または特定のネイバーまたはルートの情報を削除できます。ルー
ティング テーブル、キャッシュ、およびデータベースの内容など、特定の CLNS または IS-IS の
統計情報を表示できます。また、特定のインターフェイス、フィルタ、またはネイバーに関する
情報も表示できます。
次の表に、ISO CLNS および IS-IS ルーティングを消去および表示するために使用する特権 EXEC
コマンドを示します。出力フィールドの詳細については、『Cisco IOS Apollo Domain, Banyan VINES,
DECnet, ISO CLNS and XNS Command Reference, 』を参照するか、Cisco IOS コマンド リファレンス
マスター インデックスを使用するか、オンライン検索を行ってください。
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表 109：ISO CLNS と IS-IS の clear および show コマンド

コマンド

目的

clear clns cache

CLNS ルーティング キャッ
シュをクリアおよび再初期
化します。

clear clns es-neighbors

隣接データベースから End
System（ES）ネイバー情
報を削除します。

clear clns is-neighbors

隣接データベースから
Intermediate System（IS）
ネイバー情報を削除しま
す。

clear clns neighbors

隣接データベースから
CLNS ネイバー情報を削除
します。

clear clns route

動的に派生した CLNS ルー
ティング情報を削除しま
す。

show clns

CLNS ネットワークに関す
る情報を表示します。

show clns cache

CLNS ルーティング キャッ
シュ内のエントリを表示し
ます。

show clns es-neighbors

ES ネイバー エントリ（関
連のあるエリアなど）を表
示します。

show clns filter-expr

フィルタ式を表示します。

show clns filter-set

フィルタ セットを表示し
ます。

show clns interface [interface-id]

各インターフェイスの
CLNS 固有の情報または
ES-IS 情報を表示します。
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コマンド

目的

show clns neighbor

IS-IS ネイバーに関する情
報を表示します。

show clns protocol

このルータの IS-IS または
ISO IGRP ルーティング プ
ロセスごとにプロトコル固
有の情報を表示します。

show clns route

このルータが CLNS パケッ
トをルーティングする方法
を把握している宛先をすべ
て表示します。

show clns traffic

このルータで確認された
CLNS パケットに関する情
報を表示します。

show ip route isis

ISIS IP ルーティング テー
ブルの現在のステートを表
示します。

show isis database

IS-IS リンクステート デー
タベースを表示します。

show isis routes

IS-IS レベル 1 ルーティン
グ テーブルを表示しま
す。

show isis spf-log

IS-IS の Shortest Path First
（SPF）計算の履歴を表示
します。

show isis topology

すべてのエリアで接続済み
ルータのリストを表示しま
す。

show route-map

設定されたすべてのルート
マップ、または指定した1
つのルート マップだけを
表示します。

trace clns destination

ネットワークのパケットが
指定された宛先までに経由
するパスを検出します。
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コマンド

目的

which-route {nsap-address | clns-name}

指定された CLNS の宛先が
見つかったルーティング
テーブルを表示します。

ISO CLNS ルーティングの設定例
例：IS-IS ルーティングの設定
次に、従来型の IS-IS を IP ルーティング プロトコルとして実行するために 3 つのルータを設定す
る方法を示します。従来型の IS-IS では、すべてのルータはレベル 1 およびレベル 2 のルータとし
て機能します（デフォルト）。
ルータ A：
Device(config)# clns routing
Device(config)# router isis
Device(config-router)# net 49.0001.0000.0000.000a.00
Device(config-router)# exit
Device(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Device(config-if)# ip router isis
Device(config-if)# clns router isis
Device(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Device(config-if)# ip router isis
Device(config-if)# clns router isis
Device(config-router)# exit

ルータ B：
Device(config)# clns routing
Device(config)# router isis
Device(config-router)# net 49.0001.0000.0000.000b.00
Device(config-router)# exit
Device(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Device(config-if)# ip router isis
Device(config-if)# clns router isis
Device(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Device(config-if)# ip router isis
Device(config-if)# clns router isis
Device(config-router)# exit

ルータ C：
Device(config)# clns routing
Device(config)# router isis
Device(config-router)# net 49.0001.0000.0000.000c.00
Device(config-router)# exit
Device(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Device(config-if)# ip router isis
Device(config-if)# clns router isis
Device(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Device(config-if)# ip router isis
Device(config-if)# clns router isis
Device(config-router)# exit
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Multi-VRF CE に関する情報
バーチャル プライベート ネットワーク（VPN）は、ISP バックボーン ネットワーク上でお客様に
セキュアな帯域幅共有を提供します。VPNは、共通ルーティングテーブルを共有するサイトの集
合です。カスタマー サイトは、1 つまたは複数のインターフェイスでサービス プロバイダー ネッ
トワークに接続され、サービス プロバイダーは、VRF テーブルと呼ばれる VPN ルーティング テー
ブルと各インターフェイスを関連付けます。
スイッチ上で IP サービスまたは拡張 IP サービス フィーチャ セットが稼働している場合、スイッ
チはカスタマー エッジ（CE）デバイスの複数の VRF ルーティング/転送（Multi-VRF）インスタ
ンスをサポートします（Multi-VRF CE）。サービス プロバイダーは、Multi-VRF CE により、重複
する IP アドレスで複数の VPN をサポートできます。

（注）

スイッチでは、VPN のサポートのためにマルチプロトコル ラベル スイッチング（MPLS）が
使用されません。

Multi-VRF CE の概要
Multi-VRF CE は、サービス プロバイダーが複数の VPN をサポートし、VPN 間で IP アドレスを重
複して使用できるようにする機能です。Multi-VRF CE は入力インターフェイスを使用して、さま
ざまな VPN のルートを区別し、1 つまたは複数のレイヤ 3 インターフェイスと各 VRF を関連付け
て仮想パケット転送テーブルを形成します。VRF 内のインターフェイスは、イーサネット ポート
のように物理的なもの、または VLAN SVI のように論理的なものにもできますが、複数の VRF に
属すことはできません。

（注）

Multi-VRF CE インターフェイスは、レイヤ 3 インターフェイスである必要があります。
Multi-VRF CE には、次のデバイスが含まれます。
• お客様は、CE デバイスにより、1 つまたは複数のプロバイダー エッジ（PE）ルータへのデー
タ リンクを介してサービス プロバイダー ネットワークにアクセスできます。CE デバイス
は、サイトのローカル ルートをルータにアドバタイズし、リモート VPN ルートをそこから
学習します。スイッチを CE に設定することができます。
• PE ルータは、スタティック ルーティング、または BGP、RIPv2、OSPF、EIGRP などのルー
ティング プロトコルを使用して、CE デバイスとルーティング情報を交換します。PE は、直
接接続している VPN に対する VPN ルートのみを保守する必要があります。そのため、すべ
てのサービス プロバイダー VPN ルートを PE が保守する必要はありません。各 PE ルータ
は、直接接続しているサイトごとに VRF を維持します。すべてのサイトが同じ VPN に存在
する場合は、PE ルータの複数のインターフェイスを 1 つの VRF に関連付けることができま
す。各 VPN は、指定された VRF にマッピングされます。PE ルータは、ローカル VPN ルー
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トを CE から学習したあとで、IBGP を使用して別の PE ルータと VPN ルーティング情報を交
換します。
• CE デバイスに接続していないサービス プロバイダー ネットワークのルータは、プロバイ
ダー ルータやコア ルータになります。
Multi-VRF CE では、複数のお客様が 1 つの CE を共有でき、CE と PE の間で 1 つの物理リンクだ
けが使用されます。共有 CE は、お客様ごとに別々の VRF テーブルを維持し、独自のルーティン
グ テーブルに基づいて、お客様ごとにパケットをスイッチングまたはルーティングします。
Multi-VRF CE は、制限付きの PE 機能を CE デバイスに拡張して、別々の VRF テーブルを維持し、
VPN のプライバシーおよびセキュリティをブランチ オフィスに拡張します。

ネットワーク トポロジ
次の図に、スイッチを複数の仮想 CE として使用した構成例を示します。このシナリオは、中小
企業など、VPN サービスの帯域幅要件の低いお客様に適しています。この場合、スイッチにはマ
ルチ VRF CE のサポートが必要です。Multi-VRF CE はレイヤ 3 機能なので、VRF のそれぞれのイ
ンターフェイスはレイヤ 3 インターフェイスである必要があります。
図 70：複数の仮想 CE として機能するスイッチ

CE スイッチは、レイヤ 3 インターフェイスを VRF に追加するコマンドを受信すると、Multi-VRF
CE 関連のデータ構造で VLAN ID と Policy Label（PL）の間に適切なマッピングを設定し、VLAN
ID と PL を VLAN データベースに追加します。
Multi-VRF CE を設定すると、レイヤ 3 フォワーディング テーブルは、次の 2 つのセクションに概
念的に分割されます。
• Multi-VRF CE ルーティング セクションには、さまざまな VPN からのルートが含まれます。
• グローバル ルーティング セクションには、インターネットなど、VPN 以外のネットワーク
へのルートが含まれます。
さまざまな VRF の VLAN ID はさまざまな PL にマッピングされ、処理中に VRF を区別するため
に使用されます。レイヤ 3 設定機能では、学習した新しい VPN ルートごとに、入力ポートの VLAN
ID を使用して PL を取得し、Multi-VRF CE ルーティング セクションに PL および新しいルートを
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挿入します。ルーテッド ポートからパケットを受信した場合は、ポート内部 VLAN ID 番号が使
用されます。SVI からパケットを受信した場合は、VLAN 番号が使用されます。

パケット転送処理
Multi-VRF CE 対応ネットワークのパケット転送処理は次のとおりです。
• スイッチは、VPN からパケットを受信すると、入力 PL 番号に基づいてルーティング テーブ
ルを検索します。ルートが見つかると、スイッチはパケットを PE に転送します。
• 入力 PE は、CE からパケットを受信すると、VRF 検索を実行します。ルートが見つかると、
ルータは対応する MPLS ラベルをパケットに追加し、MPLS ネットワークに送信します。
• 出力 PE は、ネットワークからパケットを受信すると、ラベルを除去してそのラベルを使用
し、正しい VPN ルーティング テーブルを識別します。次に、通常のルート検索を実行しま
す。ルートが見つかると、パケットを正しい隣接デバイスに転送します。
• CE は、出力 PE からパケットを受信すると、入力 PL を使用して正しい VPN ルーティング
テーブルを検索します。ルートが見つかると、パケットを VPN 内で転送します。

ネットワーク コンポーネント
VRF を設定するには、VRF テーブルを作成し、VRF に関連するレイヤ 3 インターフェイスを指定
します。次に、VPN、および CE と PE 間でルーティング プロトコルを設定します。プロバイダー
のバックボーンで VPN ルーティング情報を配信する場合は、BGP が優先ルーティング プロトコ
ルです。Multi-VRF CE ネットワークには、次の 3 つの主要コンポーネントがあります。
• VPN ルート ターゲット コミュニティ：VPN コミュニティのその他すべてのメンバのリス
ト。VPN コミュニティ メンバーごとに VPN ルート ターゲットを設定する必要があります。
• VPN コミュニティ PE ルータのマルチプロトコル BGP ピアリング：VPN コミュニティのす
べてのメンバーに VRF 到達可能性情報を伝播します。VPN コミュニティのすべての PE ルー
タで BGP ピアリングを設定する必要があります。
• VPN 転送：VPN サービス プロバイダー ネットワークを介し、全 VPN コミュニティ メンバー
間で、全トラフィックを伝送します。

VRF 認識サービス
IP サービスはグローバル インターフェイスに設定可能で、グローバル ルーティング インスタン
スで稼働します。IP サービスは複数のルーティング インスタンス上で稼働するように拡張されま
す。これが、VRF 認識です。システム内の任意の設定済み VRF であればいずれも、VRF 認識サー
ビス用に指定できます。
VRF 認識サービスは、プラットフォームに依存しないモジュールに実装されます。VRF とは、
Cisco IOS 内の複数のルーティング インスタンスを意味します。各プラットフォームには、サポー
トする VRF 数に関して独自の制限があります。
VRF 認識サービスには、次の特性があります。
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• ユーザは、ユーザ指定の VRF 内のホストに ping を実行できます。
• ARP エントリは、個別の VRF で学習されます。ユーザは、特定の VRF の ARP エントリを
表示できます。

Multi-VRF CE の設定方法
Multi-VRF CE のデフォルト設定
表 110：VRF のデフォルト設定

機能

デフォルト設定

VRF

ディセーブルVRF は定義されていません。

マップ

インポート マップ、エクスポート マップ、ルート マップは定義さ
れていません。

VRF 最大ルート数

ファスト イーサネット スイッチ：8000 ギガビット イーサネット
スイッチ：12000

転送テーブル

インターフェイスのデフォルトは、グローバル ルーティング テー
ブルです。
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Multi-VRF CE の設定時の注意事項
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（注）

Multi-VRF CE を使用するには、スイッチで IP サービスまたは拡張 IP サービス フィーチャ セッ
トをイネーブルにする必要があります。
• Multi-VRF CE を含むスイッチは複数のお客様によって共有され、各お客様には独自のルー
ティング テーブルがあります。
• お客様は別々の VRF テーブルを使用するので、同じ IP アドレスを再利用できます。別々
の VPN では IP アドレスの重複が許可されます。
• Multi-VRF CE では、複数のお客様が、PE と CE の間で同じ物理リンクを共有できます。
複数の VLAN を持つトランク ポートでは、パケットがお客様間で分離されます。それぞ
れのお客様には独自の VLAN があります。
• Multi-VRF CE ではサポートされない MPLS-VRF 機能があります。ラベル交換、LDP 隣接
関係、ラベル付きパケットはサポートされません。
• PE ルータの場合、Multi-VRF CE の使用と複数の CE の使用に違いはありません。図 41-6
では、複数の仮想レイヤ 3 インターフェイスが Multi-VRF CE デバイスに接続されていま
す。
• スイッチでは、物理ポートか VLAN SVI、またはその両方の組み合わせを使用して、VRF
を設定できます。SVI は、アクセス ポートまたはトランク ポートで接続できます。
• お客様は、別のお客様と重複しないかぎり、複数の VLAN を使用できます。お客様の
VLAN は、スイッチに保存されている適切なルーティング テーブルの識別に使用される
特定のルーティング テーブル ID にマッピングされます。
• スイッチは、1 つのグローバル ネットワークおよび最大 26 の VRF をサポートします。
• CE と PE の間では、ほとんどのルーティング プロトコル（BGP、OSPF、RIP、およびス
タティック ルーティング）を使用できます。ただし、次の理由から External BGP（EBGP）
を使用することを推奨します。
◦ BGP では、複数の CE とのやり取りに複数のアルゴリズムを必要としません。
◦ BGP は、さまざまな管理者によって稼働するシステム間でルーティング情報を渡す
ように設計されています。
◦ BGP では、ルートの属性を CE に簡単に渡すことができます。
• Multi-VRF CE は、パケットのスイッチング レートに影響しません。
• VPN マルチキャストはサポートされません。
• プライベート VLAN で VRF をイネーブルにできます（逆も同様です）。
• インターフェイスでポリシーベース ルーティング（PBR）がイネーブルになっている場
合は、VRF をイネーブルにできません（逆も同様です）。
• インターフェイスで Web Cache Communication Protocol（WCCP）がイネーブルになって
いる場合は、VRF をイネーブルにできません（逆も同様です）。
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VRF の設定
コマンドの完全な構文と使用方法については、このリリースに対応するスイッチコマンドリファ
レンスおよび『Cisco IOS Switching Services Command Reference』を参照してください。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

ip routing

IP ルーティングをイネーブルにします。

例：
Device(config)# ip routing

ステップ 3

ip vrf vrf-name

VRF 名を指定し、VRF コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
Device(config)# ip vrf vpn1

ステップ 4

rd route-distinguisher
例：
Device(config-vrf)# rd 100:2

ステップ 5

route-target {export | import |
both} route-target-ext-community
例：
Device(config-vrf)#
route-target both 100:2

ステップ 6

import map ルート マップ

ルート識別子を指定して VRF テーブルを作成
します。AS 番号と任意の番号（xxx:y）または
IP アドレスと任意の番号（A.B.C.D:y）を入力し
ます。
指定された VRF のインポート、エクスポート、
またはインポートおよびエクスポート ルート
ターゲット コミュニティのリストを作成しま
す。AS システム番号と任意の番号（xxx:y）ま
たは IP アドレスと任意の番号（A.B.C.D:y）を
入力します。route-target-ext-community は、ス
テップ 4 で入力した route-distinguisher と同一に
する必要があります。
（任意）VRF にルート マップを対応付けます。

例：
Device(config-vrf)# import map
importmap1
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

interface interface-id

VRF に関連付けるレイヤ 3 インターフェイスを
指定し、インターフェイス コンフィギュレー
ション モードを開始します。インターフェイス
にはルーテッド ポートまたは SVI を設定できま
す。

例：
Device(config-vrf)# interface
gigabitethernet 1/0/1

ステップ 8

ip vrf forwarding vrf-name
例：
Device(config-if)# ip vrf
forwarding vpn1

ステップ 9

end

VRF をレイヤ 3 インターフェイスに対応付けま
す。
ip vrf forwarding が管理インターフェ
イスで有効になっている場合、アク
セス ポイントは加入しません。
特権 EXEC モードに戻ります。
（注）

例：
Device(config)# end

ステップ 10

show ip vrf [brief | detail |
interfaces] [vrf-name]

設定を確認します。設定した VRF に関する情
報を表示します。

例：
Device# show ip vrf interfaces
vpn1

ステップ 11

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

VRF 認識サービスの設定
次のサービスは、VRF 認識です。
• 『ARP』
• ping
• 簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）
• ユニキャスト RPF（uRPF）
• Syslog
• traceroute
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• FTP および TFTP

（注）

このスイッチでは、ユニキャスト RPF（uRPF）およびネットワーク タイム プ
ロトコル（NTP）に対して VRF 認識のサービスはサポートされません。

ARP 用 VRF 認識サービスの設定
コマンドの完全な構文と使用方法については、このリリースに対応するスイッチコマンドリファ
レンスおよび『Cisco IOS Switching Services Command Reference, Release 12.4』を参照してください。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

show ip arp vrf vrf-name

指定された VRF 内の ARP テーブル
を表示します。

例：
Device# show ip arp vrf vpn1

ping 用 VRF 認識サービスの設定
コマンドの完全な構文と使用方法については、このリリースに対応するスイッチコマンドリファ
レンスおよび『Cisco IOS Switching Services Command Reference, Release 12.4』を参照してください。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

ping vrfvrf-nameip-host

指定された VRF 内の ARP テーブル
を表示します。

例：
Device# ping vrf vpn1 ip-host

SNMP 用 VRF 認識サービスの設定
コマンドの完全な構文と使用方法については、このリリースに対応するスイッチコマンドリファ
レンスおよび『Cisco IOS Switching Services Command Reference, Release 12.4』を参照してください。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

snmp-server trap authentication vrf

VRF で、パケットに対して SNMP ト
ラップをイネーブルにします。

例：
Device(config)# snmp-server trap
authentication vrf

ステップ 3

snmp-server engineID remote hostvrf
vpn-instance engine-id string

スイッチ上で、リモート SNMP エンジ
ンの名前を設定します。

例：
Device(config)# snmp-server engineID
remote 172.16.20.3 vrf vpn1
80000009030000B064EFE100

ステップ 4

snmp-server host hostvrf vpn-instancetraps SNMP トラップ動作の受信側、および
community
SNMP トラップの送信に使用される
VRF テーブルを指定します。
例：
Device(config)# snmp-server host
172.16.20.3 vrf vpn1 traps comaccess

ステップ 5

snmp-server host hostvrf
vpn-instanceinforms community

SNMP 通知動作の受信先を指定し、
SNMP 通知の送信に使用される VRF
テーブルを指定します。

例：
Device(config)# snmp-server host
172.16.20.3 vrf vpn1 informs comaccess

ステップ 6

snmp-server user user groupremote hostvrf SNMP アクセス用に、VRF 上にあるリ
vpn-instance security model
モート ホストの SNMP グループにユー
ザを追加します。
例：
Device(config)# snmp-server user abcd
remote 172.16.20.3 vrf vpn1 priv v2c
3des secure3des

ステップ 7

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end
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uRPF 用 VRF 認識サービスの設定
uRPF は、VRF に割り当てられたインターフェイス上で設定でき、送信元検索が VRF テーブルで
実行されます。
コマンドの完全な構文と使用方法については、このリリースに対応するスイッチコマンドリファ
レンスおよび『Cisco IOS Switching Services Command Reference, Release 12.4』を参照してください。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id
例：

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

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

ステップ 3

no switchport
例：

レイヤ 2 コンフィギュレーション モード
からインターフェイスを削除します（物
理インターフェイスの場合）。

Device(config-if)# no switchport

ステップ 4

ip vrf forwarding vrf-name

インターフェイス上で VRF を設定しま
す。

例：
Device(config-if)# ip vrf
forwarding vpn2

ステップ 5

ip address ip-address

インターフェイスの IP アドレスを入力し
ます。

例：
Device(config-if)# ip address
10.1.5.1

ステップ 6

ip verify unicast reverse-path

インターフェイス上で uRPF をイネーブル
にします。

例：
Device(config-if)# ip verify
unicast reverse-path
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

VRF 認識 RADIUS の設定
VRF 認識 RADIUS を設定するには、まず RADIUS サーバ上で AAA をイネーブルにする必要があ
ります。『Per VRF AAA Feature Guide』で説明されているとおり、スイッチで ip vrf forwarding
vrf-name サーバグループ コンフィギュレーション コマンドと ip radius source-interface グローバ
ル コンフィギュレーション コマンドがサポートされます。

syslog 用 VRF 認識サービスの設定
コマンドの完全な構文と使用方法については、このリリースに対応するスイッチコマンドリファ
レンスおよび『Cisco IOS Switching Services Command Reference, Release 12.4』を参照してください。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

logging on
例：

ストレージ ルータ イベント メッセージの
ロギングを、イネーブルまたは一時的に
ディセーブルにします。

Device(config)# logging on

ステップ 3

logging host ip-addressvrf vrf-name

ロギング メッセージが送信される Syslog
サーバのホスト アドレスを指定します。

例：
Device(config)# logging host
10.10.1.0 vrf vpn1
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

logging buffered logging buffered
sizedebugging

メッセージを内部バッファにロギングし
ます。

例：
Device(config)# logging buffered
critical 6000 debugging

ステップ 5

logging trap debugging

Syslog サーバに送信されるロギング メッ
セージを制限します。

例：
Device(config)# logging trap
debugging

ステップ 6

logging facility facility

ロギング ファシリティにシステム ロギン
グ メッセージを送信します。

例：
Device(config)# logging facility
user

ステップ 7

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

traceroute 用 VRF 認識サービスの設定
コマンドの完全な構文と使用方法については、このリリースに対応するスイッチコマンドリファ
レンスおよび『Cisco IOS Switching Services Command Reference, Release 12.4』を参照してくださ
い。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

traceroute vrf vrf-name ipaddress

宛先アドレスを取得する VPN VRF
の名前を指定します。

例：
Device(config)# traceroute vrf vpn2
10.10.1.1
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FTP および TFTP 用 VRF 認識サービスの設定
FTP および TFTP を VRF 認識とするには、いくつかの FTP/TFTP CLI を設定する必要があります。
たとえば、インターフェイスに付加される VRF テーブルを使用する場合、E1/0 であれば、ip tftp
source-interface E1/0 コマンドまたは ip ftp source-interface E1/0 コマンドを設定して、特定のルー
ティング テーブルを使用するように TFTP または FTP サーバに通知する必要があります。この例
では、VRF テーブルが宛先 IP アドレスを検索するのに使用されます。これらの変更には下位互換
性があり、既存の動作には影響を及ぼしません。つまり、VRF がそのインターフェイスに設定さ
れていない場合でも、送信元インターフェイス CLI を使用して、特定のインターフェイスにパケッ
トを送信できます。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

ip ftp source-interface interface-type
interface-number

FTP 接続の発信元 IP アドレスを指定
します。

例：
Device(config)# ip ftp
source-interface gigabitethernet 1/0/2

ステップ 3

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)#end

ステップ 4

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 5

ip tftp source-interface interface-type
interface-number

TFTP 接続用の送信元 IP アドレスを
指定します。

例：
Device(config)# ip tftp
source-interface gigabitethernet 1/0/2
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

マルチキャスト VRF の設定
コマンドの完全な構文と使用方法については、このリリースに対応するスイッチコマンドリファ
レンスおよび『Cisco IOS IP Multicast Command Reference』を参照してください。
Multi-VRF CE 内でのマルチキャスト設定の詳細については、『IP Routing: Protocol-Independent
Configuration Guide, Cisco IOS Release 15S』を参照してください。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

ip routing

IP ルーティング モードをイネーブルにします

例：
Device(config)# ip routing

ステップ 3

ip vrf vrf-name

VRF 名を指定し、VRF コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

例：
Device(config)# ip vrf vpn1

ステップ 4

rd route-distinguisher
例：
Device(config-vrf)# rd 100:2

ルート識別子を指定して VRF テーブルを作成
します。AS 番号と任意の番号（xxx:y）また
は IP アドレスと任意の番号（A.B.C.D:y）を
入力します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 5

route-target {export | import | both} 指定された VRF のインポート、エクスポー
route-target-ext-community
ト、またはインポートおよびエクスポート
ルート ターゲット コミュニティのリストを
例：
作成します。AS システム番号と任意の番号
Device(config-vrf)# route-target （xxx:y）または IP アドレスと任意の番号
import 100:2
（A.B.C.D:y）を入力します。
route-target-ext-community は、ステップ 4 で入
力した route-distinguisher と同一にする必要が
あります。

ステップ 6

import map ルート マップ

（任意）VRF にルート マップを対応付けま
す。

例：
Device(config-vrf)# import map
importmap1

ステップ 7

ip multicast-routing vrf
vrf-namedistributed

（任意）VRF テーブルでグローバル マルチ
キャスト ルーティングをイネーブルにしま
す。

例：
Device(config-vrf)# ip
multicast-routing vrf vpn1
distributed

ステップ 8

interface interface-id
例：
Device(config-vrf)# interface
gigabitethernet 1/0/2

ステップ 9

ip vrf forwarding vrf-name

VRF に関連付けるレイヤ 3 インターフェイス
を指定し、インターフェイス コンフィギュ
レーション モードを開始します。インター
フェイスはルーテッド ポートまたは SVI に設
定できます。
VRF をレイヤ 3 インターフェイスに対応付け
ます。

例：
Device(config-if)# ip vrf
forwarding vpn1

ステップ 10

ip address ip-addressmask

レイヤ 3 インターフェイスの IP アドレスを設
定します。

例：
Device(config-if)# ip address
10.1.5.1 255.255.255.0

ステップ 11

ip pim sparse-dense mode

VRF に関連付けられているレイヤ 3 インター
フェイス上で、PIM をイネーブルにします。

例：
Device(config-if)# ip pim
sparse-dense mode
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ステップ 12

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 13

show ip vrf [brief | detail | interfaces] 設定を確認します。設定した VRF に関する情
[vrf-name]
報を表示します。
例：
Device# show ip vrf detail vpn1

ステップ 14

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

VPN ルーティング セッションの設定
VPN 内のルーティングは、サポートされている任意のルーティング プロトコル（RIP、OSPF、
EIGRP、BGP）、またはスタティック ルーティングで設定できます。ここで説明する設定は OSPF
のものですが、その他のプロトコルでも手順は同じです。

（注）

VRF インスタンス内で EIGRP ルーティング プロセスが実行されるように設定するには、
autonomous-system autonomous-system-number アドレス ファミリ コンフィギュレーション モー
ド コマンドを入力して、自律システム番号を設定する必要があります。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

router ospf process-idvrf vrf-name

OSPF ルーティングをイネーブルにして
VPN 転送テーブルを指定し、ルータ コン
フィギュレーションモードを開始します。

例：
Device(config)# router ospf 1 vrf
vpn1

ステップ 3

log-adjacency-changes

（任意）隣接ステートの変更を記録しま
す。これは、デフォルトの状態です。

例：
Device(config-router)#
log-adjacency-changes

ステップ 4

redistribute bgp
autonomous-system-numbersubnets

BGP ネットワークから OSPF ネットワーク
に情報を再配布するようにスイッチを設定
します。

例：
Device(config-router)#
redistribute bgp 10 subnets

ステップ 5

network network-numberarea area-id
例：

OSPF が動作するネットワーク アドレスと
マスク、およびそのネットワークアドレス
のエリア ID を定義します。

Device(config-router)# network 1
area 2

ステップ 6

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-router)# end

ステップ 7

show ip ospf process-id

OSPF ネットワークの設定を確認します。

例：
Device# show ip ospf 1

ステップ 8

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーションファイル
に設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config
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BGP PE/CE ルーティング セッションの設定
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

router bgp autonomous-system-number

Device(config)# router bgp 2

その他の BGP ルータに AS 番号を渡す
BGP ルーティング プロセスを設定し、
ルータ コンフィギュレーション モードを
開始します。

network network-numbermask
network-mask

BGP を使用してアナウンスするネット
ワークおよびマスクを指定します。

例：

ステップ 3

例：
Device(config-router)# network 5
mask 255.255.255.0

ステップ 4

redistribute ospf process-idmatch
internal

OSPF 内部ルートを再配布するようにス
イッチを設定します。

例：
Device(config-router)# redistribute
ospf 1 match internal

ステップ 5

network network-numberarea area-id
例：

OSPF が動作するネットワーク アドレス
とマスク、およびそのネットワーク アド
レスのエリア ID を定義します。

Device(config-router)# network 5
area 2

ステップ 6

address-family ipv4 vrf vrf-name
例：

PE/CE ルーティング セッションの BGP
パラメータを定義し、VRF アドレス ファ
ミリ モードを開始します。

Device(config-router)#
address-family ipv4 vrf vpn1

ステップ 7

neighbor addressremote-as as-number

PE と CE ルータの間の BGP セッション
を定義します。

例：
Device(config-router)# neighbor
10.1.1.2 remote-as 2
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

neighbor addressactivate

IPv4 アドレス ファミリのアドバタイズメ
ントをアクティブ化します。

例：
Device(config-router)# neighbor
10.2.1.1 activate

ステップ 9

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-router)# end

ステップ 10

show ip bgp [ipv4] [neighbors]

BGP 設定を確認します。

例：
Device# show ip bgp ipv4 neighbors

ステップ 11

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイ
ルに設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

Multi-VRF CE のモニタリング
表 111：Multi-VRF CE 情報を表示するコマンド

show ip protocols vrf vrf-name

VRF に対応付けられたルーティング プ
ロトコル情報を表示します。

show ip route vrf vrf-name [connected] [protocol
VRF に対応付けられた IP ルーティング
[as-number]] [list] [mobile] [odr] [profile] [static] [summary] テーブル情報を表示します。
[supernets-only]
show ip vrf [brief | detail | interfaces] [vrf-name]

定義された VRF インスタンスに関する
情報を表示します。

表示される情報の詳細については、『Cisco IOS Switching Services Command Reference, Release 12.4』
を参照してください。
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Multi-VRF CE の設定例
Multi-VRF CE の設定例
VPN1、VPN2、およびグローバル ネットワークで使用されるプロトコルは OSPF です。CE/PE 接
続には BGP が使用されます。図のあとに続く出力は、スイッチを CE スイッチ A として設定する
例、およびカスタマー スイッチ D と F の VRF 設定を示しています。CE スイッチ C とその他のカ
スタマー スイッチを設定するコマンドは含まれていませんが、内容は同様です。この例には、PE
ルータとして動作する Catalyst 6000 スイッチまたは Catalyst 6500 スイッチのスイッチ A へのトラ
フィックを設定するコマンドも含まれています。
図 71：Multi-VRF CE の設定例

スイッチ A では、ルーティングをイネーブルにして VRF を設定します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# ip routing
Device(config)# ip vrf v11
Device(config-vrf)# rd 800:1
Device(config-vrf)# route-target export 800:1
Device(config-vrf)# route-target import 800:1
Device(config-vrf)# exit
Device(config)# ip vrf v12
Device(config-vrf)# rd 800:2
Device(config-vrf)# route-target export 800:2
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Device(config-vrf)# route-target import 800:2
Device(config-vrf)# exit

スイッチ A のループバックおよび物理インターフェイスを設定します。ギガビット イーサネット
ポート 1 は PE へのトランク接続です。ギガビット イーサネット ポート 8 と 11 は VPN に接続さ
れます。
Device(config)# interface loopback1
Device(config-if)# ip vrf forwarding v11
Device(config-if)# ip address 8.8.1.8 255.255.255.0
Device(config-if)# exit
Device(config)# interface loopback2
Device(config-if)# ip vrf forwarding v12
Device(config-if)# ip address 8.8.2.8 255.255.255.0
Device(config-if)# exit
Device(config)# interface gigabitethernet1/0/5
Device(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Device(config-if)# switchport mode trunk
Device(config-if)# no ip address
Device(config-if)# exit
Device(config)# interface gigabitethernet1/0/8
Device(config-if)# switchport access vlan 208
Device(config-if)# no ip address
Device(config-if)# exit
Device(config)# interface gigabitethernet1/0/11
Device(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Device(config-if)# switchport mode trunk
Device(config-if)# no ip address
Device(config-if)# exit

スイッチ A で使用する VLAN を設定します。VLAN 10 は、CE と PE 間の VRF 11 によって使用さ
れます。VLAN 20 は、CE と PE 間の VRF 12 によって使用されます。VLAN 118 と 208 は、それ
ぞれスイッチ F とスイッチ D を含む VPN に使用されます。
Device(config)# interface vlan10
Device(config-if)# ip vrf forwarding v11
Device(config-if)# ip address 38.0.0.8 255.255.255.0
Device(config-if)# exit
Device(config)# interface vlan20
Device(config-if)# ip vrf forwarding v12
Device(config-if)# ip address 83.0.0.8 255.255.255.0
Device(config-if)# exit
Device(config)# interface vlan118
Device(config-if)# ip vrf forwarding v12
Device(config-if)# ip address 118.0.0.8 255.255.255.0
Device(config-if)# exit
Device(config)# interface vlan208
Device(config-if)# ip vrf forwarding v11
Device(config-if)# ip address 208.0.0.8 255.255.255.0
Device(config-if)# exit

VPN1 と VPN2 で OSPF ルーティングを設定します。
Device(config)# router
Device(config-router)#
Device(config-router)#
Device(config-router)#
Device(config)# router
Device(config-router)#
Device(config-router)#
Device(config-router)#

ospf 1 vrf vl1
redistribute bgp 800 subnets
network 208.0.0.0 0.0.0.255 area 0
exit
ospf 2 vrf vl2
redistribute bgp 800 subnets
network 118.0.0.0 0.0.0.255 area 0
exit

CE/PE ルーティングに BGP を設定します。
Device(config)# router bgp 800
Device(config-router)# address-family ipv4 vrf vl2
Device(config-router-af)# redistribute ospf 2 match internal
Device(config-router-af)# neighbor 83.0.0.3 remote-as 100
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Device(config-router-af)# neighbor 83.0.0.3 activate
Device(config-router-af)# network 8.8.2.0 mask 255.255.255.0
Device(config-router-af)# exit
Device(config-router)# address-family ipv4 vrf vl1
Device(config-router-af)# redistribute ospf 1 match internal
Device(config-router-af)# neighbor 38.0.0.3 remote-as 100
Device(config-router-af)# neighbor 38.0.0.3 activate
Device(config-router-af)# network 8.8.1.0 mask 255.255.255.0
Device(config-router-af)# end

スイッチ D は VPN 1 に属します。次のコマンドを使用して、スイッチ A への接続を設定します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# ip routing
Device(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Device(config-if)# no switchport
Device(config-if)# ip address 208.0.0.20 255.255.255.0
Device(config-if)# exit
Device(config)# router ospf 101
Device(config-router)# network 208.0.0.0 0.0.0.255 area 0
Device(config-router)# end

スイッチ F は VPN 2 に属します。次のコマンドを使用して、スイッチ A への接続を設定します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# ip routing
Device(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Device(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Device(config-if)# switchport mode trunk
Device(config-if)# no ip address
Device(config-if)# exit
Device(config)# interface vlan118
Device(config-if)# ip address 118.0.0.11 255.255.255.0
Device(config-if)# exit
Device(config)# router ospf 101
Device(config-router)# network 118.0.0.0 0.0.0.255 area 0
Device(config-router)# end

このコマンドをスイッチ B（PE ルータ）で使用すると、CE デバイス、スイッチ A に対する接続
だけが設定されます。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# ip vrf v1
Router(config-vrf)# rd 100:1
Router(config-vrf)# route-target export 100:1
Router(config-vrf)# route-target import 100:1
Router(config-vrf)# exit
Router(config)# ip vrf v2
Router(config-vrf)# rd 100:2
Router(config-vrf)# route-target export 100:2
Router(config-vrf)# route-target import 100:2
Router(config-vrf)# exit
Router(config)# ip cef
Router(config)# interface Loopback1
Router(config-if)# ip vrf forwarding v1
Router(config-if)# ip address 3.3.1.3 255.255.255.0
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface Loopback2
Router(config-if)# ip vrf forwarding v2
Router(config-if)# ip address 3.3.2.3 255.255.255.0
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface gigabitethernet1/1/0.10
Router(config-if)# encapsulation dot1q 10
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Router(config-if)# ip vrf forwarding v1
Router(config-if)# ip address 38.0.0.3 255.255.255.0
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface gigabitethernet1/1/0.20
Router(config-if)# encapsulation dot1q 20
Router(config-if)# ip vrf forwarding v2
Router(config-if)# ip address 83.0.0.3 255.255.255.0
Router(config-if)# exit
Router(config)# router bgp 100
Router(config-router)# address-family ipv4 vrf v2
Router(config-router-af)# neighbor 83.0.0.8 remote-as 800
Router(config-router-af)# neighbor 83.0.0.8 activate
Router(config-router-af)# network 3.3.2.0 mask 255.255.255.0
Router(config-router-af)# exit
Router(config-router)# address-family ipv4 vrf vl
Router(config-router-af)# neighbor 38.0.0.8 remote-as 800
Router(config-router-af)# neighbor 38.0.0.8 activate
Router(config-router-af)# network 3.3.1.0 mask 255.255.255.0
Router(config-router-af)# end

ユニキャスト リバース パス転送の設定
uRPF 機能は、検証可能な送信元 IP アドレスが不足している IP パケットを廃棄することで、間
違ったまたは偽造（スプーフィングされた）送信元 IP アドレスがネットワークに流れて発生する
問題を軽減するのに役立ちます。たとえば、Smurf や Tribal Flood Network（TFN）など、多くの一
般的なタイプの DoS 攻撃は、偽造された、または次々に変わる送信元 IP アドレスを使用して、攻
撃を突き止めたりフィルタすることを攻撃者が阻止できるようにします。パブリック アクセスを
提供するインターネット サービス プロバイダー（ISP）の場合、uRPF が IP ルーティング テーブ
ルと整合性の取れた有効な送信元アドレスを持つパケットだけを転送することによって、そのよ
うな攻撃をそらします。この処理により、ISP のネットワーク、その顧客、および残りのインター
ネットが保護されます。

（注）

• uRPF は、IP サービス でサポートされます。
• スイッチが複数のスイッチ タイプが混在する混合ハードウェア スタック内にある場合
は、uRPF を設定しないでください。たとえば、Catalyst 3750-X、Catalyst 3750-E、Catalyst
3750 スイッチです。
IP uRPF 設定の詳細については、『Cisco IOS Security Configuration Guide』の「Other Security
Features」の章を参照してください。

プロトコル独立機能
この項では、IP ルーティング プロトコルに依存しない機能について説明します。これらの機能
は、IP Base または IP Services フィーチャ セットが稼働するスイッチ上で使用できますが、IP Base
フィーチャ セット付属のプロトコル関連機能は RIP でだけ使用できます。この章の IP ルーティン
グ プロトコル独立コマンドの詳細については、『Cisco IOS IP Command Reference, Volume 2 of 3:
Routing Protocols』の「IP Routing Protocol-Independent Commands」の章を参照してください。
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分散型シスコ エクスプレス フォワーディング
シスコ エクスプレス フォワーディングに関する情報
シスコ エクスプレス フォワーディング（CEF）は、ネットワーク パフォーマンスを最適化するた
めに使用されるレイヤ 3 IP スイッチング技術です。CEF には高度な IP 検索および転送アルゴリズ
ムが実装されているため、レイヤ 3 スイッチングのパフォーマンスを最大化できます。高速スイッ
チング ルート キャッシュよりも CPU にかかる負担が少ないため、CEF はより多くの CPU 処理能
力をパケット転送に割り当てることができます。スイッチ スタックでは、ハードウェアによって
distributed CEF（dCEF）が使用されます。動的なネットワークでは、ルーティングの変更によっ
て、高速スイッチング キャッシュ エントリが頻繁に無効になります。高速スイッチング キャッ
シュエントリが無効になると、トラフィックがルートキャッシュによって高速スイッチングされ
ずに、ルーティング テーブルによってプロセス スイッチングされることがあります。CEF および
dCEF は転送情報ベース（FIB）検索テーブルを使用して、宛先ベースの IP パケット スイッチン
グを実行します。
CEF および dCEF での 2 つの主要なコンポーネントは、分散 FIB と分散隣接テーブルです。
• FIB はルーティング テーブルや情報ベースと同様、IP ルーティング テーブルに転送情報のミ
ラー イメージが保持されます。ネットワーク内でルーティングまたはトポロジが変更される
と、IP ルーティング テーブルがアップデートされ、これらの変更が FIB に反映されます。
FIB には、IP ルーティング テーブル内の情報に基づいて、ネクストホップのアドレス情報が
保持されます。FIB にはルーティング テーブル内の既知のルートがすべて格納されているた
め、CEF はルート キャッシュをメンテナンスする必要がなく、トラフィックのスイッチング
がより効率化され、トラフィック パターンの影響も受けません。
• リンク層上でネットワーク内のノードが 1 ホップで相互に到達可能な場合、これらのノード
は隣接関係にあると見なされます。CEF は隣接テーブルを使用し、レイヤ 2 アドレッシング
情報を付加します。隣接テーブルには、すべての FIB エントリに対する、レイヤ 2 のネクス
トホップのアドレスが保持されます。
スイッチまたはスイッチスタックは、ギガビット速度の回線レート IP トラフィックを達成するた
め特定用途向け集積回路（ASIC）を使用しているので、CEF または dCEF 転送はソフトウェア転
送パス（CPU により転送されるトラフィック）にだけ適用されます。

シスコ エクスプレス フォワーディングの設定方法
デフォルトで、CEF または dCEF はグローバルにイネーブルに設定されています。何らかの理由
でこれがディセーブルになった場合は、ip cef または ip cef distributed グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用し、再度イネーブルに設定できます。
デフォルト設定では、すべてのレイヤ 3 インターフェイスで CEF または dCEF がイネーブルです。
no ip route-cache cef インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力すると、ソフト
ウェアが転送するトラフィックに対して CEF がディセーブルになります。このコマンドは、ハー
ドウェア転送パスには影響しません。CEF をディセーブルにして debug ip packet detail 特権 EXEC
コマンドを使用すると、ソフトウェア転送トラフィックをデバッグするのに便利です。ソフトウェ
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ア転送パス用のインターフェイスで CEF をイネーブルにするには、ip route-cache cef インターフェ
イス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

注意

CLI には、インターフェイス上で CEF をディセーブルにする no ip route-cache cef インターフェ
イス コンフィギュレーション コマンドが表示されますが、デバッグ以外の目的でインターフェ
イス上で CEF または dCEF をディセーブルにしないようにしてください。
ディセーブルである CEF または dCEF をグローバルにイネーブルにしたり、ソフトウェア転送ト
ラフィックのインターフェイス上でイネーブルにするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

ip cef
例：

非スタッキング スイッチで CEF の動作をイ
ネーブルにします。
ステップ 4 に進みます。

Device(config)# ip cef

ステップ 3

ip cef distributed

アクティブ スイッチで CEF の動作をイネー
ブルにします。

例：
Device(config)# ip cef
distributed

ステップ 4

interface interface-id
例：

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

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

ステップ 5

ip route-cache cef

ソフトウェア転送トラフィック用のインター
フェイスで CEF をイネーブルにします。

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

ステップ 6

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

show ip cef

すべてのインターフェイスの CEF ステータス
を表示します。

例：
Device# show ip cef

ステップ 8

show cef linecard [detail]

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

例：
Device# show cef linecard
detail

ステップ 9

show cef linecard [slot-number]
[detail]
例：

ステップ 10

（任意）スタック内のすべてのスイッチ、ま
たは指定されたスイッチに対して、スイッチ
の CEF 関連インターフェイス情報をスタック
メンバ別に表示します。

Device# show cef linecard 5
detail

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

show cef interface [interface-id]

すべてのインターフェイスまたは指定された
インターフェイスの詳細な CEF 情報を表示し
ます。

例：
Device# show cef interface
gigabitethernet 1/0/1

ステップ 11

show adjacency

CEF の隣接テーブル情報を表示します。

例：
Device# show adjacency

ステップ 12

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

等コスト ルーティング パスの個数
等コスト ルーティング パスに関する情報
同じネットワークへ向かう同じメトリックのルートが複数ルータに格納されている場合、これら
のルートは等価コストを保有していると見なされます。ルーティング テーブルに複数の等コスト
ルートが含まれる場合は、これらをパラレル パスと呼ぶこともあります。ネットワークへの等コ
スト パスがルータに複数格納されている場合、ルータはこれらを同時に使用できます。パラレル
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パスを使用すると、パスに障害が発生した場合に冗長性を確保できます。また、使用可能なパス
にパケットの負荷を分散し、使用可能な帯域幅を有効利用することもできます。等コスト ルート
は、スタック内の各スイッチでサポートされます。
等コスト ルートはルータによって自動的に取得、設定されますが、ルーティング テーブルの IP
ルーティング プロトコルでサポートされるパラレル パスの最大数は制御可能です。スイッチ ソ
フトウェア では最大 32 の等コスト ルーティングが許可されていますが、スイッチ ハードウェア
はルートあたり 17 パス以上は使用しません。

等コスト ルーティング パスの設定方法
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

router {bgp | rip | ospf | eigrp}

ルータ コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device(config)# router eigrp

ステップ 3

maximum-paths maximum

Device(config-router)#
maximum-paths 2

プロトコル ルーティング テーブルのパラレ
ル パスの最大数を設定します。指定できる
範囲は 1 ～ 16 です。ほとんどの IP ルーティ
ング プロトコルでデフォルトは 4 ですが、
BGP の場合だけ 1 です。

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：

ステップ 4

例：
Device(config-router)# end

ステップ 5

show ip protocols

Maximum path フィールドの設定を確認しま
す。

例：
Device# show ip protocols

ステップ 6

copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイル
に設定を保存します。
例：
Device# copy running-config
startup-config
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スタティック ユニキャスト ルート
スタティック ユニキャスト ルートに関する情報
スタティックユニキャストルートは、特定のパスを通過して送信元と宛先間でパケットを送受信
するユーザ定義のルートです。ルータが特定の宛先へのルートを構築できない場合、スタティッ
ク ルートは重要で、到達不能なすべてのパケットが送信される最終ゲートウェイを指定する場合
に有効です。
ユーザによって削除されるまで、スタティック ルートはスイッチに保持されます。ただし、アド
ミニストレーティブ ディスタンスの値を割り当て、スタティック ルートをダイナミック ルーティ
ング情報で上書きできます。各ダイナミックルーティングプロトコルには、デフォルトのアドミ
ニストレーティブ ディスタンスが設定されています（表 10 を参照）。ダイナミック ルーティン
グ プロトコルの情報でスタティック ルートを上書きする場合は、スタティック ルートのアドミ
ニストレーティブ ディスタンスがダイナミック プロトコルのアドミニストレーティブ ディスタ
ンスよりも大きな値になるように設定します。
表 112： ダイナミック ルーティング プロトコルのデフォルトのアドミニストレーティブ ディスタンス

ルートの送信元

デフォルト距離

接続されているインターフェイス

0

スタティック ルート

1

EIGRP サマリー ルート

5

外部 BGP

20

内部 EIGRP

90

IGRP

100

OSPF

110

内部 BGP

200

不明（Unknown）

225

インターフェイスを指し示すスタティック ルートは、RIP、IGRP、およびその他のダイナミック
ルーティング プロトコルを通してアドバタイズされます。redistribute スタティック ルータ コン
フィギュレーションコマンドが、これらのルーティングプロトコルに対して指定されているかど
うかは関係ありません。これらのスタティック ルートがアドバタイズされるのは、インターフェ
イスを指し示すスタティックルートが接続された結果、静的な性質を失ったとルーティングテー
ブルで見なされるためです。ただし、network コマンドで定義されたネットワーク以外のインター
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フェイスに対してスタティック ルートを定義する場合は、ダイナミック ルーティング プロトコ
ルに redistribute スタティック コマンドを指定しない限り、ルートはアドバタイズされません。
インターフェイスがダウンすると、ダウンしたインターフェイスを経由するすべてのスタティッ
ク ルートが IP ルーティング テーブルから削除されます。転送ルータのアドレスとして指定され
たアドレスへ向かう有効なネクスト ホップがスタティック ルート内に見つからない場合は、IP
ルーティング テーブルからそのスタティック ルートも削除されます。

スタティック ユニキャスト ルートの設定
スタティックユニキャストルートは、特定のパスを通過して送信元と宛先間でパケットを送受信
するユーザ定義のルートです。ルータが特定の宛先へのルートを構築できない場合、スタティッ
ク ルートは重要で、到達不能なすべてのパケットが送信される最終ゲートウェイを指定する場合
に有効です。
スタティック ルートを設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにしま
す。パスワードを入力します（要求され
た場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ip route prefix mask {address |
interface} [distance]

スタティック ルートを確立します。

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

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 5

show ip route

設定を確認するため、ルーティング テー
ブルの現在の状態を表示します。

例：
Device# show ip route
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイ
ルに設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

次の作業
スタティック ルートを削除するには、no ip route prefix mask {address| interface} グローバル コン
フィギュレーションコマンドを使用します。ユーザによって削除されるまで、スタティックルー
トはスイッチに保持されます。

デフォルトのルートおよびネットワーク
デフォルトのルートおよびネットワークに関する情報
ルータは、他のすべてのネットワークへのルートを学習できません。完全なルーティング機能を
実現するには、一部のルータをスマート ルータとして使用し、それ以外のルータのデフォルト
ルートをスマート ルータ宛てに指定します（スマート ルータにはインターネットワーク全体の
ルーティングテーブルに関する情報が格納されます）。これらのデフォルトルートは動的に学習
できますが、ルータごとに設定することもできます。ほとんどのダイナミックな内部ルーティン
グプロトコルには、スマートルータを使用してデフォルト情報を動的に生成し、他のルータに転
送するメカニズムがあります。
指定されたデフォルト ネットワークに直接接続されたインターフェイスがルータに存在する場合
は、そのデバイス上で動作するダイナミック ルーティング プロトコルによってデフォルト ルー
トが生成されます。RIP の場合は、疑似ネットワーク 0.0.0.0 がアドバタイズされます。
ネットワークのデフォルトを生成しているルータには、そのルータ自身のデフォルト ルートも指
定する必要があります。ルータが自身のデフォルト ルートを生成する方法の 1 つは、適切なデバ
イスを経由してネットワーク 0.0.0.0 に至るスタティック ルートを指定することです。
ダイナミックルーティングプロトコルによってデフォルト情報を送信するときは、特に設定する
必要はありません。ルーティングテーブルは定期的にスキャンされ、デフォルトルートとして最
適なデフォルト ネットワークが選択されます。IGRP ネットワークでは、システムのデフォルト
ネットワークの候補が複数存在する場合もあります。Cisco ルータでは、デフォルト ルートまた
は最終ゲートウェイを設定するため、アドミニストレーティブ ディスタンスおよびメトリック情
報を使用します。
ダイナミックなデフォルト情報がシステムに送信されない場合は、ip default-network グローバル
コンフィギュレーションコマンドを使用し、デフォルトルートの候補を指定します。このネット
ワークが任意の送信元のルーティングテーブルに格納されている場合は、デフォルトルートの候
補としてフラグ付けされます。ルータにデフォルト ネットワークのインターフェイスが存在しな

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
1486

OL-30686-01-J

プロトコル独立機能

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

デフォルトのルートおよびネットワークの設定方法
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

ip default-network network number

デフォルトネットワークを指定します。

例：
Device(config)# ip default-network
1

ステップ 3

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 4

show ip route

最終ゲートウェイで選択されたデフォル
ト ルートを表示します。

例：
Device# show ip route

ステップ 5

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファ
イルに設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

ルーティング情報を再配信するためのルート マップ
ルート マップの概要
スイッチでは複数のルーティングプロトコルを同時に実行し、ルーティングプロトコル間で情報
を再配信できます。ルーティング プロトコル間での情報の再配信は、サポートされているすべて
の IP ベース ルーティング プロトコルに適用されます。
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2 つのドメイン間で拡張パケット フィルタまたはルート マップを定義することにより、ルーティ
ング ドメイン間でルートの再配信を条件付きで制御することもできます。match および set ルー
ト マップ コンフィギュレーション コマンドは、ルート マップの条件部を定義します。match コ
マンドは、条件が一致する必要があることを指定しています。set コマンドは、ルーティング アッ
プデートが match コマンドで定義した条件を満たす場合に行われる処理を指定します。再配信は
プロトコルに依存しない機能ですが、match および set ルート マップ コンフィギュレーション コ
マンドの一部は特定のプロトコル固有のものです。
match コマンドのあとに、set コマンドおよび route-map コマンドをそれぞれ 1 つまたは複数指定
します。match コマンドを指定しない場合は、すべて一致すると見なされます。set コマンドを指
定しない場合、一致以外の処理はすべて実行されません。このため、少なくとも 1 つの match ま
たは set コマンドを指定する必要があります。

（注）

set ルート マップ コンフィギュレーション コマンドを使用しないルート マップは、CPU に送
信されるので、CPU の使用率が高くなります。
ルートマップ ステートメントは、permit または deny として識別することもできます。ステート
メントが拒否としてマークされている場合、一致基準を満たすパケットは通常の転送チャネルを
通じて送り返されます（宛先ベース ルーティング）、ステートメントが許可としてマークされて
いる場合は、一致基準を満たすパケットに set コマンドが適用されます。一致基準を満たさないパ
ケットは、通常のルーティング チャネルを通じて転送されます。

ルート マップの設定方法
次に示すステップ 3 ～ 14 はそれぞれ任意ですが、少なくとも 1 つの match ルート マップ コンフィ
ギュレーション コマンド、および 1 つの set ルート マップ コンフィギュレーション コマンドを入
力する必要があります。

（注）

キーワードは、ルート配信を制御する手順で定義されているものと同じです。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

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

再配信を制御するために使用するルート マップ
を定義し、ルート マップ コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

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

map-tag：ルート マップ用のわかりやすい名前
を指定します。redistribute ルータ コンフィギュ
レーション コマンドはこの名前を使用して、こ
のルート マップを参照します。複数のルート
マップで同じマップ タグ名を共有できます。
（任意）permit が指定され、このルート マッ
プの一致条件が満たされている場合は、set アク
ションの制御に従ってルートが再配信されま
す。deny が指定されている場合、ルートは再配
信されません。
sequence number（任意）：同じ名前によってす
でに設定されているルート マップのリスト内
で、新しいルート マップの位置を指定する番号
です。

ステップ 3

match as-path path-list-number

BGP AS パス アクセス リストと照合します。

例：
Device(config-route-map)#match
as-path 10

ステップ 4

match community-list
community-list-number [exact]

BGP コミュニティ リストのマッチングを行い
ます。

例：
Device(config-route-map)# match
community-list 150

ステップ 5

match ip address {access-list-number 名前または番号を指定し、標準アクセス リスト
| access-list-name}
と照合します。1 ～ 199 の整数を指定できます。
[...access-list-number |
...access-list-name]
例：
Device(config-route-map)# match
ip address 5 80

ステップ 6

match metric metric-value
例：

指定されたルート メトリックと一致させます。
metric-value には、0 ～ 4294967295 の値が指定
された、EIGRP のメトリックを指定できます。

Device(config-route-map)# match
metric 2000
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

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

指定されたアクセス リスト（番号 1 ～ 199）の
いずれかで送信される、ネクストホップのルー
タ アドレスと一致させます。

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

ステップ 8

match tag tag value [...tag-value]
例：

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

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

ステップ 9

match interfacetype number
[...type-number]

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

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

ステップ 10

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

アドバタイズされた指定のアクセス リストに
よって指定したアドレスに一致します。

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

ステップ 11

match route-type {local | internal | 指定された route-type と一致させます。
external [type-1 | type-2]}
• local：ローカルに生成された BGP ルート。
例：
Device(config-route-map)# match
route-type local

• internal：OSPF エリア内およびエリア間
ルート、または EIGRP 内部ルート。
• external：OSPF 外部ルート（タイプ 1 また
はタイプ 2）または EIGRP 外部ルート。

ステップ 12

set dampening halflife reuse suppress BGP ルート ダンプニング係数を設定します。
max-suppress-time
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コマンドまたはアクション

目的

例：
Device(config-route-map)# set
dampening 30 1500 10000 120

ステップ 13

set local-preference value

ローカル BGP パスに値を割り当てます。

例：
Device(config-route-map)# set
local-preference 100

ステップ 14

set origin {igp | egp as | incomplete} BGP 送信元コードを設定します。
例：
Device(config-route-map)#set
origin igp

ステップ 15

set as-path {tag | prepend
as-path-string}

BGP の自律システム パスを変更します。

例：
Device(config-route-map)# set
as-path tag

ステップ 16

set level {level-1 | level-2 | level-1-2 | ルーティング ドメインの指定エリアにアドバタ
stub-area | backbone}
イズされるルートのレベルを設定します。
stub-area および backbone は、OSPF NSSA およ
例：
びバックボーン エリアです。
Device(config-route-map)# set
level level-1-2

ステップ 17

set metric metric value
例：

再配布されるルートを指定するためのメトリッ
ク値を設定します（EIGRP のみ）。metric value
は -294967295 ～ 294967295 の整数です。

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

ステップ 18

set metricbandwidth delay reliability 再配布されるルートを指定するためのメトリッ
loading mtu
ク値を設定します（EIGRP のみ）。
例：
Device(config-route-map)# set
metric 10000 10 255 1 1500

• bandwidth：0 ～ 4294967295 の範囲のルー
トのメトリック値または IGRP 帯域幅（キ
ロビット/秒単位）。
• delay：0 ～ 4294967295 の範囲のルート遅
延（10 マイクロ秒単位）。
• reliability：0 ～ 255 の数値で表されるパ
ケット伝送の成功可能性。255 は信頼性が
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コマンドまたはアクション

目的
100% であること、0 は信頼性がないこと
を意味します。
• loading：0 ～ 255 の数値で表されるルート
の有効帯域幅（255 は 100% の負荷）。
• mtu：ルートの MTU の最小サイズ（バイ
ト単位）。範囲は 0 ～ 4294967295 です。

ステップ 19

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

再配信されるルートに OSPF 外部メトリック タ
イプを設定します。

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

ステップ 20

set metric-type internal
例：
Device(config-route-map)# set
metric-type internal

ステップ 21

set weight number

ネクスト ホップの IGP メトリックと一致するよ
うに、EBGP ネイバーにアドバタイズされるプ
レフィックスの Multi-Exit 識別子（MED）値を
設定します。
ルーティング テーブルの BGP 重みを設定しま
す。指定できる値は 1 ～ 65535 です。

例：
Device(config-route-map)# set
weight 100

ステップ 22

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-route-map)# end

ステップ 23

show route-map
例：

設定を確認するため、設定されたすべてのルー
ト マップ、または指定されたルート マップだ
けを表示します。

Device# show route-map

ステップ 24

copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設
定を保存します。
例：
Device# copy running-config
startup-config
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ルート配信の制御方法
次に示すステップ 3 ～ 14 はそれぞれ任意ですが、少なくとも 1 つの match ルート マップ コンフィ
ギュレーション コマンド、および 1 つの set ルート マップ コンフィギュレーション コマンドを入
力する必要があります。

（注）

キーワードは、再配信用にルート マップを設定する手順で定義されているものと同じです。
ルーティングプロトコルのメトリックを、必ずしも別のルーティングプロトコルのメトリックに
変換する必要はありません。たとえば、RIP メトリックはホップ カウントで、IGRP メトリックは
5 つの特性の組み合わせです。このような場合は、メトリックを独自に設定し、再配信されたルー
トに割り当てます。ルーティング情報を制御せずにさまざまなルーティング プロトコル間で交換
するとルーティング ループが発生し、ネットワーク動作が著しく低下することがあります。
メトリック変換の代わりに使用されるデフォルトの再配信メトリックが定義されていない場合は、
ルーティング プロトコル間で自動的にメトリック変換が発生することがあります。
• RIP はスタティック ルートを自動的に再配信できます。スタティック ルートにはメトリック
1（直接接続）が割り当てられます。
• デフォルト モードになっている場合、どのプロトコルも他のルーティング プロトコルを再
配信できます。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバルコンフィギュレーションモード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

router {rip | ospf | eigrp}

ルータコンフィギュレーションモードを開
始します。

例：
Device(config)# router eigrp 10

ステップ 3

redistribute protocol [process-id]
{level-1 | level-1-2 | level-2} [metric
metric-value] [metric-type type-value]
[match internal | external type-value]
[tag tag-value] [route-map map-tag]
[weight weight] [subnets]

ルーティング プロトコル間でルートを再配
信します。route-map を指定しないと、すべ
てのルートが再配信されます。キーワード
route-map に map-tag を指定しないと、ルー
トは配信されません。

例：
Device(config-router)# redistribute
eigrp 1

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

1493

プロトコル独立機能

ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

default-metric number

現在のルーティング プロトコルが、再配信
されたすべてのルートに対して同じメトリッ
ク値を使用するように設定します（RIP、
OSPF）。

例：
Device(config-router)#
default-metric 1024

ステップ 5

default-metric bandwidth delay reliability EIGRP ルーティング プロトコルが、EIGRP
loading mtu
以外で再配信されたすべてのルートに対し
て同じメトリック値を使用するように設定
例：
します。
Device(config-router)#
default-metric 1000 100 250 100
1500

ステップ 6

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-router)# end

ステップ 7

show route-map
例：

設定を確認するため、設定されたすべての
ルート マップ、または指定されたルート
マップだけを表示します。

Device# show route-map

ステップ 8

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイル
に設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

Policy-Based Routing：ポリシーベース ルーティング
ポリシーベース ルーティングの概要
PBR を使用すると、トラフィック フローに定義済みポリシーを設定できます。PBR を使用して
ルーティングをより細かく制御するには、ルーティング プロトコルから取得したルートの信頼度
を小さくします。PBR は、次の基準に基づいて、パスを許可または拒否するルーティング ポリ
シーを設定したり、実装したりできます。
• 特定のエンド システムの ID
• アプリケーション
• プロトコル
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PBR を使用すると、等価アクセスや送信元依存ルーティング、インタラクティブ対バッチ トラ
フィックに基づくルーティング、専用リンクに基づくルーティングを実現できます。たとえば、
在庫記録を本社に送信する場合は高帯域で高コストのリンクを短時間使用し、電子メールなど日
常的に使用するアプリケーション データは低帯域で低コストのリンクで送信できます。
PBR がイネーブルの場合は、アクセス コントロール リスト（ACL）を使用してトラフィックを分
類し、各トラフィックがそれぞれ異なるパスを経由するようにします。PBR は着信パケットに適
用されます。PBR がイネーブルのインターフェイスで受信されたすべてのパケットは、ルート
マップを通過します。ルート マップで定義された基準に基づいて、パケットは適切なネクスト
ホップに転送（ルーティング）されます。
• 許可とマークされているルート マップ文は次のように処理されます。
◦ match コマンドは長さまたは複数の ACL で照合できます。ルート マップ文には複数の
match コマンドを含めることができます。論理関数またはアルゴリズム関数は、許可ま
たは拒否の決定がされるまで、すべての match コマンドで実行されます。
次に例を示します。
match length A B
match ip address acl1 acl2
match ip address acl3
パケットは、match length A B または acl1 または acl2 または acl3 により許可される場合に許
可されます。
◦ 決定が許可の場合は、set コマンドで指定されたアクションがパケットで適用されます。
◦ 下された決定が拒否の場合は、PBR アクション（set コマンドで指定された）が適用さ
れません。代わりに、処理ロジックが、シーケンス内の次のルート マップ文（シーケン
ス番号が次に高い文）に移動します。次の文が存在しない場合は、PBR 処理が終了し、
パケットがデフォルトの IP ルーティング テーブルを使用してルーティングされます。
• PBR では、拒否としてマークされているルートマップ ステートメントはサポートされませ
ん。
標準 IP ACL を使用すると、アプリケーション、プロトコル タイプ、またはエンド ステーション
に基づいて一致基準を指定するように、送信元アドレスまたは拡張 IP ACL の一致基準を指定でき
ます。一致が見つかるまで、ルート マップにこのプロセスが行われます。一致が見つからない場
合、通常の宛先ベース ルーティングが行われます。match ステートメント リストの末尾には、暗
黙の拒否ステートメントがあります。
match 句が満たされた場合は、set 句を使用して、パス内のネクスト ホップ ルータを識別する IP
アドレスを指定できます。
PBR コマンドおよびキーワードの詳細については、『Cisco IOS IP Command Reference, Volume 2 of
3: Routing Protocols』を参照してください。
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PBR の設定方法
• PBR を使用するには、スイッチまたはスタック マスター上で IP Base フィーチャ セットをイ
ネーブルにしておく必要があります。
• マルチキャスト トラフィックには、ポリシーによるルーティングが行われません。PBR が適
用されるのはユニキャスト トラフィックだけです。
• ルーテッド ポートまたは SVI 上で、PBR をイネーブルにできます。
• スイッチは一致長に基づき PBR をサポートします。
• レイヤ 3 モードの EtherChannel ポート チャネルにはポリシー ルート マップを適用できます
が、EtherChannel のメンバーである物理インターフェイスには適用できません。適用しよう
とすると、コマンドが拒否されます。ポリシー ルート マップが適用されている物理インター
フェイスは、EtherChannel のメンバーになることができません。
• スイッチまたはスイッチ スタックには最大 128 個の IP ポリシー ルート マップを定義できま
す。
• スイッチまたはスイッチ スタックには、PBR 用として最大 512 個のアクセス コントロール
エントリ（ACE）を定義できます。
• ルート マップに一致基準を設定する場合は、次の注意事項に従ってください。
◦ ローカル アドレス宛てのパケットを許可する ACL と照合させないでください。
• VRF と PBR は、スイッチ インターフェイス上で相互に排他的です。PBR がインターフェイ
スでイネーブルになっているときは、VRF をイネーブルにはできません。その反対の場合も
同じで、VRF がインターフェイスでイネーブルになっているときは、PBR をイネーブルにで
きません。
• WCCP と PBR は、スイッチ インターフェイスで相互に排他的です。PBR がインターフェイ
スでイネーブルになっているときは、WCCP をイネーブルにできません。その反対の場合も
同じで、WCCP がインターフェイスでイネーブルになっているときは、PBR をイネーブルに
できません。
• PBR で使用されるハードウェア エントリ数は、ルート マップ自体、使用される ACL、ACL
およびルート マップ エントリの順序によって異なります。
• TOS、DSCP、および IP Precedence に基づく PBR はサポートされません。
• set interface、set default next-hop、および set default interface はサポートされません。
• ip next-hop recursive および ip next-hop verify availability 機能は使用できません。next-hop
は、直接接続される必要があります。
• set アクションのないポリシー マップはサポートされます。一致パケットは通常どおりにルー
ティングされます。
• match 句のないポリシー マップはサポートされます。set アクションはすべてのパケットに適
用されます。
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デフォルトでは、PBR はスイッチ上でディセーブルです。PBR をイネーブルにするには、一致基
準および結果アクションを指定するルート マップを作成する必要があります。次に、特定のイン
ターフェイスでそのルート マップ用の PBR をイネーブルにします。指定したインターフェイスに
着信したパケットのうち、match 句と一致したものはすべて PBR の対象になります。
スイッチで生成されたパケットまたはローカルパケットは、通常どおりにポリシールーティング
されません。スイッチ上でローカル PBR をグローバルにイネーブルにすると、そのスイッチから
送信されたすべてのパケットがローカル PBR の影響を受けます。ローカル PBR は、デフォルト
でディセーブルに設定されています。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

route-map map-tag [permit]
[sequence number]
例：
Device(config)# route-map
pbr-map permit

パケットの出力場所を制御するために使用するルー
ト マップを定義し、ルート マップのコンフィギュ
レーション モードを開始します。
• map-tag — ルート マップ用のわかりやすい名
前。 ip policy route-map インターフェイス コン
フィギュレーション コマンドは、この名前を使
用して、このルート マップを参照します。同じ
map-tag がある複数の route-map 文は、1 つの
route-map を定義します。
• （任意） permit — permit が指定され、この
ルート マップの一致条件が満たされている場合
は、set アクションの制御に従ってルートがポリ
シー ルーティングされます。
• （任意） sequence number — シーケンス番号は、
特定のルート マップ内の route-map ステートメ
ントの位置を示します。

ステップ 3

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

1 つ以上の標準または拡張アクセス リストで許可さ
れている送信元および宛先 IP アドレスを照合しま
す。ACL は、複数の送信元および宛先 IP アドレスで
も照合できます。
match コマンドを指定しない場合、ルート マップは
すべてのパケットに適用されます。

Device(config-route-map)#
match ip address 110 140
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

match length min max

パケット長と照合します。

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

ステップ 5

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

基準と一致するパケットの動作を指定します。パケッ
トのルーティング先となるネクスト ホップを設定し
ます（ネクスト ホップは隣接している必要がありま
す）。

Device(config-route-map)#
set ip next-hop 10.1.6.2

ステップ 6

exit

グローバル コンフィギュレーション モードに戻りま
す。

例：
Device(config-route-map)#
exit

ステップ 7

interface interface-id

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

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

ステップ 8

ip policy route-map map-tag
例：
Device(config-if)# ip policy
route-map pbr-map

ステップ 9

ip route-cache policy
例：

レイヤ 3 インターフェイス上で PBR をイネーブルに
し、使用するルート マップを識別します。1 つのイ
ンターフェイスに設定できるルート マップは、1 つ
だけです。ただし、異なるシーケンス番号を持つ複
数のルート マップ エントリを設定できます。これら
のエントリは、最初の一致が見つかるまで、シーケ
ンス番号順に評価されます。一致が見つからない場
合、パケットは通常どおりにルーティングされます。
（任意）PBR の高速スイッチングをイネーブルにし
ます。PBR の高速スイッチングをイネーブルにする
には、PBR をイネーブルにする必要があります。

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

ステップ 10

exit

グローバル コンフィギュレーション モードに戻りま
す。

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 11

ip local policy route-map
map-tag
例：
Device(config)# ip local
policy route-map local-pbr

（任意）ローカル PBR をイネーブルにして、スイッ
チから送信されるパケットに PBR を実行します。
ローカル PBR は、スイッチによって生成されるパ
ケットに適用されます。着信パケットには適用され
ません。
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ステップ 12

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 13

show route-map [map-name]
例：

（任意）設定を確認するため、設定されたすべての
ルート マップ、または指定されたルート マップだけ
を表示します。

Device# show route-map

ステップ 14

show ip policy

（任意）インターフェイスに付加されたポリシー
ルート マップを表示します。

例：
Device# show ip policy

ステップ 15

show ip local policy
例：

（任意）ローカル PBR がイネーブルであるかどう
か、およびイネーブルである場合は使用されている
ルート マップを表示します。

Device# show ip local policy

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

（注）

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

受動インターフェイスの設定
ローカル ネットワーク上の他のルータが動的にルートを取得しないようにするには、
passive-interface ルータ コンフィギュレーション コマンドを使用し、ルーティング アップデート
メッセージがルータ インターフェイスから送信されないようにします。OSPF プロトコルでこの
コマンドを使用すると、パッシブに指定したインターフェイス アドレスが OSPF ドメインのスタ
ブ ネットワークとして表示されます。OSPF ルーティング情報は、指定されたルータ インターフェ
イスから送受信されません。
多数のインターフェイスが存在するネットワークで、インターフェイスを手動でパッシブに設定
する作業を回避するには、passive-interface default ルータ コンフィギュレーション コマンドを使
用し、すべてのインターフェイスをデフォルトでパッシブになるように設定します。このあとで、
隣接関係が必要なインターフェイスを手動で設定します。
パッシブとしてイネーブルにしたインターフェイスを確認するには、show ip ospf interface などの
ネットワーク モニタリング用特権 EXEC コマンドを使用します。アクティブとしてイネーブルに
したインターフェイスを確認するには、show ip interface 特権 EXEC コマンドを使用します。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

router {rip | ospf | eigrp}

ルータ コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device(config)# router ospf

ステップ 3

passive-interface interface-id
例：

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

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

ステップ 4

passive-interface default
例：

（任意）すべてのインターフェイスを、
デフォルトでパッシブとなるように設定
します。

Device(config-router)#
passive-interface default

ステップ 5

no passive-interface interface type
例：

（任意）隣接関係を送信する必要がある
インターフェイスだけをアクティブにし
ます。

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

ステップ 6

network network-address
例：

（任意）ルーティング プロセス用のネッ
トワーク リストを指定します。
network-address は IP アドレスです。

Device(config-router)# network
10.1.1.1

ステップ 7

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-router)# end

ステップ 8

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイ
ルに設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config
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ルーティング アップデートのアドバタイズおよび処理の制御
アクセス コントロール リストと distribute-list ルータ コンフィギュレーション コマンドを組み合
わせて使用すると、ルーティング アップデート中にルートのアドバタイズを抑制し、他のルータ
が 1 つまたは複数のルートを取得しないようにできます。この機能を OSPF で使用した場合は外
部ルートにだけ適用されるため、インターフェイス名を指定できません。
distribute-list ルータ コンフィギュレーション コマンドを使用し、着信したアップデートのリスト
のうち特定のルートを処理しないようにすることもできます。（OSPF にこの機能は適用されませ
ん）。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

router {rip | eigrp}

ルータ コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device(config)# router eigrp 10

ステップ 3

distribute-list {access-list-number |
アクセスリスト内のアクションに応じ
access-list-name} out [interface-name |
て、ルーティング アップデート内の
routing process | autonomous-system-number] ルートのアドバタイズを許可または拒
否します。
例：

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

ステップ 4

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

アップデートにリストされたルートの
処理を抑制します。

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

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-router)# end
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーションファ
イルに設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

ルーティング情報の送信元のフィルタリング
一部のルーティング情報が他の情報よりも正確な場合があるため、フィルタリングを使用して、
さまざまな送信元から送られる情報にプライオリティを設定できます。「アドミニストレーティ
ブ ディスタンス」は、ルータやルータのグループなど、ルーティング情報の送信元の信頼性を示
す数値です。大規模ネットワークでは、他のルーティング プロトコルよりも信頼できるルーティ
ングプロトコルが存在する場合があります。アドミニストレーティブディスタンスの値を指定す
ると、ルータはルーティング情報の送信元をインテリジェントに区別できるようになります。常
にルーティング プロトコルのアドミニストレーティブ ディスタンスが最短（値が最小）である
ルートが選択されます。
各ネットワークには独自の要件があるため、アドミニストレーティブ ディスタンスを割り当てる
一般的な注意事項はありません。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

router {rip | ospf | eigrp}

ルータ コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device(config)# router eigrp
10

ステップ 3

distance weight {ip-address
アドミニストレーティブ ディスタンスを定義しま
{ip-address mask}} [ip access list] す。
例：
Device(config-router)#
distance 50 10.1.5.1

weight：アドミニストレーティブ ディスタンスは
10 ～ 255 の整数です。単独で使用した場合、weight
はデフォルトのアドミニストレーティブ ディスタ
ンスを指定します。ルーティング情報の送信元に
他の指定がない場合に使用されます。アドミニス
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コマンドまたはアクション

目的
トレーティブ ディスタンスが 255 のルートはルー
ティング テーブルに格納されません。
（任意）ip access list：着信ルーティング アップ
デートに適用される IP 標準または IP 拡張アクセ
ス リストです。

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-router)# end

ステップ 5

show ip protocols
例：

指定されたルーティング プロセス用のデフォルト
のアドミニストレーティブ ディスタンスを表示し
ます。

Device# show ip protocols

ステップ 6

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定
を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

認証キーの管理
キー管理を使用すると、ルーティング プロトコルで使用される認証キーを制御できます。一部の
プロトコルでは、キー管理を使用できません。認証キーは EIGRP および RIP バージョン 2 で使用
できます。

前提条件
認証キーを管理する前に、認証をイネーブルにする必要があります。プロトコルに対して認証を
イネーブルにする方法については、該当するプロトコルについての説明を参照してください。認
証キーを管理するには、キー チェーンを定義してそのキー チェーンに属するキーを識別し、各
キーの有効期間を指定します。各キーには、ローカルにストアされる独自のキー ID（key number
キー チェーン コンフィギュレーション コマンドで指定）があります。キー ID、およびメッセー
ジに関連付けられたインターフェイスの組み合わせにより、使用中の認証アルゴリズムおよび
Message Digest 5（MD5）認証キーが一意に識別されます。
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認証キーの設定方法
有効期間が指定された複数のキーを設定できます。存在する有効なキーの数にかかわらず、送信
される認証パケットは 1 つだけです。最小の番号から順にキー番号が調べられ、最初に見つかっ
た有効なキーが使用されます。キー変更中は、有効期間が重なっても問題ありません。これらの
有効期間は、ルータに通知する必要があります。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

key chain name-of-chain

キー チェーンを識別し、キーチェーン コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# key chain key10

ステップ 3

key number

キー番号を識別します。指定できる範囲は 0 ～
2147483647 です。

例：
Device(config-keychain)# key
2000

ステップ 4

key-string text
例：
Device(config-keychain)# Room
20, 10th floor

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

ステップ 5

accept-lifetime start-time {infinite （任意）キーを受信できる期間を指定します。
| end-time | duration seconds}
start-time および end-time 構文には、hh:mm:ss
Month date year または hh:mm:ss date Month year
例：
のいずれかを使用できます。デフォルトは、デ
Device(config-keychain)#
フォルトの start-time 以降、無制限です。指定で
accept-lifetime 12:30:00 Jan
25 1009 infinite
きる最初の日付は 1993 年 1 月 1 日です。デフォ
ルトの end-time および duration は infinite です。

ステップ 6

send-lifetime start-time {infinite |
end-time | duration seconds}
例：
Device(config-keychain)#
accept-lifetime 23:30:00 Jan
25 1019 infinite

（任意）キーを送信できる期間を指定します。
start-time および end-time 構文には、hh:mm:ss
Month date year または hh:mm:ss date Month year
のいずれかを使用できます。デフォルトは、デ
フォルトの start-time 以降、無制限です。指定で
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コマンドまたはアクション

目的
きる最初の日付は 1993 年 1 月 1 日です。デフォ
ルトの end-time および duration は infinite です。

ステップ 7

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Device(config-keychain)# end

ステップ 8

認証キーの情報を表示します。

show key chain
例：
Device# show key chain

ステップ 9

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

IP ネットワークのモニタリングおよびメンテナンス
特定のキャッシュ、テーブル、またはデータベースのすべての内容を削除できます。特定の統計
情報を表示することもできます。
表 113：IP ルートの削除またはルート ステータスの表示を行うコマンド

コマンド

目的

clear ip route {network [mask | *]}

1 つまたは複数のルートを IP ルーティング テーブル
から消去します。

show ip protocols

アクティブなルーティング プロトコル プロセスのパ
ラメータおよびステートを表示します。

show ip route [address [mask]
[longer-prefixes]] | [protocol [process-id]]

ルーティング テーブルの現在の状態を表示します。

show ip route summary

サマリー形式でルーティングテーブルの現在のステー
タスを表示します。

show ip route supernets-only

スーパーネットを表示します。
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コマンド

目的

show ip cache

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

show route-map [map-name]

設定されたすべてのルート マップ、または指定した
1 つのルート マップだけを表示します。
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不正アクセスの防止
• 機能情報の確認, 1509 ページ
• 不正アクセスの防止, 1509 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

不正アクセスの防止
不正ユーザによる、スイッチの再設定や設定情報の閲覧を防止できます。一般的には、ネットワー
ク管理者からスイッチへのアクセスを許可する一方、非同期ポートを用いてネットワーク外から
ダイヤルアップ接続するユーザや、シリアル ポートを通じてネットワーク外から接続するユー
ザ、またはローカル ネットワーク内の端末またはワークステーションから接続するユーザによる
アクセスを制限します。
スイッチへの不正アクセスを防止するには、次のセキュリティ機能を 1 つまたは複数設定します。
• 最低限のセキュリティとして、各スイッチ ポートでパスワードおよび権限を設定します。こ
のパスワードは、スイッチにローカルに保存されます。ユーザがポートまたは回線を通じて
スイッチにアクセスしようとするとき、ポートまたは回線に指定されたパスワードを入力し
てからでなければ、スイッチにアクセスできません。
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• 追加のセキュリティ レイヤとして、ユーザ名とパスワードをペアで設定できます。このペア
はスイッチでローカルに保存されます。このペアは回線またはポートに割り当てられ、各
ユーザを認証します。ユーザは認証後、スイッチにアクセスできます。権限レベルを定義し
ている場合は、ユーザ名とパスワードの各ペアに特定の権限レベルを、対応する権利および
権限とともに割り当てることもできます。
• ユーザ名とパスワードのペアを使用したいが、そのペアをローカルではなく中央のサーバに
保存したい場合は、セキュリティ サーバ上のデータベースに保存できます。これにより、複
数のネットワーキング デバイスが同じデータベースを使用してユーザ認証情報を（必要に応
じて許可情報も）得ることができます。
• また、失敗したログイン試行をログに記録するログイン拡張機能もイネーブルにすることも
できます。ログイン拡張は、設定した回数のログインが失敗したあとに、それ以降のログイ
ン試行をブロックするために設定することもできます。詳細については、『Cisco IOS Login
Enhancements』マニュアルを参照してください。
関連トピック
ユーザ名とパスワードのペアの設定, （1521 ページ）
TACACS+ およびスイッチ アクセス, （1533 ページ）
端末回線に対する Telnet パスワードの設定, （1520 ページ）
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パスワードおよび権限レベルによるスイッ
チ アクセスの制御
• 機能情報の確認, 1511 ページ
• パスワードおよび権限によるスイッチ アクセスの制御の制約事項, 1511 ページ
• パスワードおよび権限レベルに関する情報, 1512 ページ
• パスワードおよび権限レベルでスイッチ アクセスを制御する方法, 1515 ページ
• スイッチ アクセスのモニタリング, 1527 ページ
• パスワードおよび権限レベルの設定例, 1527 ページ
• その他の参考資料, 1529 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

パスワードおよび権限によるスイッチ アクセスの制御の制約事項
パスワードおよび権限によるスイッチ アクセスの制御の制約事項は、次のとおりです。
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• パスワード回復のディセーブル化は、boot manual グローバル コンフィギュレーション コマ
ンドを使用して手動でブートするようにスイッチを設定している場合は無効です。このコマ
ンドは、スイッチの電源の再投入後、ブートローダ プロンプト（switch:）を表示させます。
関連トピック
パスワード回復のディセーブル化, （1518 ページ）
パスワードの回復, （1513 ページ）

パスワードおよび権限レベルに関する情報
デフォルトのパスワードおよび権限レベル設定
ネットワークで端末のアクセス コントロールを行う簡単な方法は、パスワードを使用して権限レ
ベルを割り当てることです。パスワード保護によって、ネットワークまたはネットワーク デバイ
スへのアクセスが制限されます。権限レベルによって、ネットワーク デバイスにログイン後、
ユーザがどのようなコマンドを使用できるかが定義されます。
次の表に、デフォルトのパスワードおよび権限レベル設定を示します。
表 114：デフォルトのパスワードおよび権限レベル設定

機能

デフォルト設定

イネーブル パスワードおよび権限レベル

パスワードは定義されていません。デフォルト
はレベル 15 です（特権 EXEC レベル）。パス
ワードは、コンフィギュレーション ファイル内
では暗号化されていない状態です。

イネーブル シークレット パスワードおよび権
限レベル

パスワードは定義されていません。デフォルト
はレベル 15 です（特権 EXEC レベル）。パス
ワードは、暗号化されてからコンフィギュレー
ション ファイルに書き込まれます。

回線パスワード

パスワードは定義されていません。

追加のパスワード セキュリティ
追加のセキュリティ レイヤを、特にネットワークを越えるパスワードや Trivial File Transfer Protocol
（TFTP）サーバに保存されているパスワードに対して設定する場合には、enable password または
enable secret グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用できます。コマンドの作用はど
ちらも同じです。このコマンドにより、暗号化されたパスワードを設定できます。特権 EXEC モー
ド（デフォルト設定）または特定の権限レベルにアクセスするユーザは、このパスワードを入力
する必要があります。
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より高度な暗号化アルゴリズムが使用されるので、enable secret コマンドを使用することを推奨
します。
enable secret コマンドを設定した場合、このコマンドは enable password コマンドよりも優先され
ます。同時に 2 つのコマンドを有効にはできません。
パスワードの暗号化をイネーブルにすると、ユーザ名パスワード、認証キー パスワード、イネー
ブルコマンドパスワード、コンソールおよび仮想端末回線パスワードなど、すべてのパスワード
に適用されます。
関連トピック
暗号化によるイネーブルおよびイネーブル シークレット パスワードの保護, （1516 ページ）
例：暗号化によるイネーブルおよびイネーブル シークレット パスワードの保護, （1528 ペー
ジ）

パスワードの回復
スイッチに物理的にアクセスできるエンド ユーザは、デフォルトで、スイッチの電源投入時に
ブート プロセスに割り込み、新しいパスワードを入力することによって、失われたパスワードを
回復できます。
パスワード回復ディセーブル化機能では、この機能の一部をディセーブルにすることによりスイッ
チのパスワードへのアクセスを保護できます。この機能がイネーブルの場合、エンド ユーザは、
システムをデフォルト設定に戻すことに同意した場合に限り、ブート プロセスに割り込むことが
できます。パスワード回復をディセーブルにしても、ブート プロセスに割り込んでパスワードを
変更できますが、コンフィギュレーション ファイル（config.text）および VLAN データベース ファ
イル（vlan.dat）は削除されます。
パスワード回復をディセーブルにする場合は、エンドユーザがブートプロセスに割り込んでシス
テムをデフォルトの状態に戻すような場合に備え、セキュア サーバにコンフィギュレーション
ファイルのバックアップ コピーを保存しておくことを推奨します。スイッチ上でコンフィギュ
レーション ファイルのバックアップ コピーを保存しないでください。VTP（VLAN トランキング
プロトコル）トランスペアレント モードでスイッチが動作している場合は、VLAN データベース
ファイルのバックアップコピーも同様にセキュアサーバに保存してください。スイッチがシステ
ムのデフォルト設定に戻ったときに、XMODEM プロトコルを使用して、保存したファイルをス
イッチにダウンロードできます。
パスワードの回復を再びイネーブルにするには、service password-recoveryservice password-recovery
グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。
関連トピック
パスワード回復のディセーブル化, （1518 ページ）
パスワードおよび権限によるスイッチ アクセスの制御の制約事項, （1511 ページ）
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端末回線の Telnet 設定
初めてスイッチに電源を投入すると、自動セットアップ プログラムが起動して IP 情報を割り当
て、この後続けて使用できるようにデフォルト設定を作成します。さらに、セットアップ プログ
ラムは、パスワードによる Telnet アクセス用にスイッチを設定することを要求します。セットアッ
プ プログラムの実行中にこのパスワードを設定しなかった場合は、端末回線に対する Telnet パス
ワードを設定するときに設定できます。
関連トピック
端末回線に対する Telnet パスワードの設定, （1520 ページ）
例：端末回線に対する Telnet パスワードの設定, （1528 ページ）

ユーザ名とパスワードのペア
ユーザ名とパスワードのペアを設定できます。このペアはスイッチ上でローカルに保存されます。
このペアは回線またはポートに割り当てられ、各ユーザを認証します。ユーザは認証後、スイッ
チにアクセスできます。権限レベルを定義している場合は、ユーザ名とパスワードの各ペアに特
定の権限レベルを、対応する権利および権限とともに割り当てることもできます。
関連トピック
ユーザ名とパスワードのペアの設定, （1521 ページ）

権限レベル
Cisco スイッチ（および他のデバイス）では、権限レベルを使用して、スイッチ動作の異なるレベ
ルに対してパスワード セキュリティを提供します。デフォルトでは、Cisco IOS ソフトウェアは、
パスワード セキュリティの 2 つのモード（権限レベル）で動作します。ユーザ EXEC（レベル 1）
および特権 EXEC（レベル 15）です。各モードに、最大 16 個の階層レベルからなるコマンドを設
定できます。複数のパスワードを設定することにより、ユーザ グループ別に特定のコマンドへの
アクセスを許可することができます。
回線の権限レベル
ユーザは、回線にログインし、別の権限レベルをイネーブルに設定することにより、privilege level
ラインコンフィギュレーションコマンドを使用して設定された権限レベルを上書きできます。ま
た、disable コマンドを使用することにより、権限レベルを引き下げることができます。上位の権
限レベルのパスワードがわかっていれば、ユーザはそのパスワードを使用して上位の権限レベル
をイネーブルにできます。回線の使用を制限するには、コンソール回線に高いレベルまたは権限
レベルを指定してください。
たとえば、多くのユーザに clear line コマンドへのアクセスを許可する場合、レベル 2 のセキュリ
ティを割り当て、レベル 2 のパスワードを広範囲のユーザに配布できます。また、configure コマ
ンドへのアクセス制限を強化する場合は、レベル 3 のセキュリティを割り当て、そのパスワード
を限られたユーザ グループに配布することもできます。
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コマンド権限レベル
コマンドをある権限レベルに設定すると、構文がそのコマンドのサブセットであるコマンドはす
べて、そのレベルに設定されます。たとえば、show ip traffic コマンドをレベル 15 に設定すると、
show コマンドおよび show ip コマンドは、それぞれ別のレベルに設定しない限り、自動的にレベ
ル 15 に設定されます。
関連トピック
コマンドの特権レベルの設定, （1523 ページ）
例：コマンドの権限レベルの設定, （1528 ページ）
回線のデフォルト特権レベルの変更, （1525 ページ）
権限レベルへのログインおよび終了, （1526 ページ）

パスワードおよび権限レベルでスイッチ アクセスを制御する方法
スタティック イネーブル パスワードの設定または変更
イネーブル パスワードは、特権 EXEC モードへのアクセスを制御します。スタティック イネーブ
ル パスワードを設定または変更するには、次の手順を実行します。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

enable password password
例：
Device(config)# enable
password secret321

特権 EXEC モードにアクセスするための新しいパス
ワードを定義するか、既存のパスワードを変更しま
す。
デフォルトでは、パスワードは定義されません。
password には、1 ～ 25 文字の英数字のストリングを指
定します。ストリングを数字で始めることはできませ
ん。大文字と小文字を区別し、スペースを使用できま
すが、先行スペースは無視されます。疑問符（?）は、
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コマンドまたはアクション 目的
パスワードを作成する場合に、疑問符の前に Ctrl+v を
入力すれば使用できます。たとえば、パスワード
abc?123 を作成するときは、次のようにします。
1 abc を入力します。
2 Ctrl+v を入力します。
3 ?123 を入力します。
システムからイネーブル パスワードを入力するように
求められた場合、疑問符の前に Ctrl+v を入力する必要
はなく、パスワードのプロンプトにそのまま abc?123
と入力できます。
ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 5

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show
running-config

ステップ 6

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保
存します。

例：
Device# copy
running-config
startup-config

関連トピック
例：スタティック イネーブル パスワードの設定または変更, （1527 ページ）

暗号化によるイネーブルおよびイネーブル シークレット パスワードの保護
特権 EXEC モード（デフォルト）または指定された特権レベルにアクセスするためにユーザが入
力する必要がある暗号化パスワードを確立するには、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

次のいずれかを使用します。
• enable password [level
level]
{password | encryption-type
encrypted-password}
• enable secret [level level]
{password | encryption-type
encrypted-password}

例：
Device(config)# enable
password example102

または
Device(config)# enable
secret level 1 password
secret123sample

• 特権 EXEC モードにアクセスするための新しい
パスワードを定義するか、既存のパスワードを
変更します。
• シークレット パスワードを定義します。これは
非可逆的な暗号化方式を使用して保存されます。
◦ （任意）level に指定できる範囲は 0 ～ 15
です。レベル 1 が通常のユーザ EXEC モー
ド権限です。デフォルト レベルは 15 です
（特権 EXEC モード権限）。
◦ password には、1 ～ 25 文字の英数字のスト
リングを指定します。ストリングを数字で
始めることはできません。大文字と小文字
を区別し、スペースを使用できますが、先
行スペースは無視されます。デフォルトで
は、パスワードは定義されません。
◦ （任意）encryption-type には、シスコ独自の
暗号化アルゴリズムであるタイプ 5 しか使
用できません。暗号化タイプを指定する場
合は、暗号化されたパスワードを使用する
必要があります。この暗号化パスワードは、
別のスイッチの設定からコピーします。
（注）

暗号化タイプを指定してクリア テキス
ト パスワードを入力した場合は、再び
特権 EXEC モードを開始することはで
きません。暗号化されたパスワードが
失われた場合は、どのような方法でも
回復することはできません。
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

service password-encryption

（任意）パスワードの定義時または設定の書き込み時
に、パスワードを暗号化します。

例：
Device(config)# service
password-encryption

ステップ 5

end

暗号化を行うと、コンフィギュレーション ファイル
内でパスワードが読み取り可能な形式になるのを防止
できます。
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 6

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 7

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を
保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

関連トピック
追加のパスワード セキュリティ, （1512 ページ）
例：暗号化によるイネーブルおよびイネーブル シークレット パスワードの保護, （1528 ペー
ジ）

パスワード回復のディセーブル化
パスワードの回復をディセーブルにしてスイッチのセキュリティを保護するには、次の手順を実
行します。

はじめる前に
パスワード回復をディセーブルにする場合は、エンドユーザがブートプロセスに割り込んでシス
テムをデフォルトの状態に戻すような場合に備え、セキュア サーバにコンフィギュレーション
ファイルのバックアップ コピーを保存しておくことを推奨します。スイッチ上でコンフィギュ
レーション ファイルのバックアップ コピーを保存しないでください。VTP（VLAN トランキング
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プロトコル）トランスペアレント モードでスイッチが動作している場合は、VLAN データベース
ファイルのバックアップコピーも同様にセキュアサーバに保存してください。スイッチがシステ
ムのデフォルト設定に戻ったときに、XMODEM プロトコルを使用して、保存したファイルをス
イッチにダウンロードできます。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権EXECモードをイネーブルにします。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

system disable password
recovery switch {all | <1-9>}
例：
Device(config)# system
disable password recovery
switch all

パスワード回復をディセーブルにします。
• all：スタック内のスイッチで設定を行いま
す。
• <1-9>：選択したスイッチ番号で設定を行い
ます。
この設定は、フラッシュメモリの中で、ブートロー
ダおよび Cisco IOS イメージがアクセスできる領域
に保存されますが、ファイル システムには含まれ
ません。また、ユーザがアクセスすることはでき
ません。

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

次の作業
disable password recovery を削除するには、no system disable password recovery switch all グロー
バル コンフィギュレーション コマンドを使用します。
関連トピック
パスワードの回復, （1513 ページ）

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

1519

パスワードおよび権限レベルでスイッチ アクセスを制御する方法

パスワードおよび権限によるスイッチ アクセスの制御の制約事項, （1511 ページ）

端末回線に対する Telnet パスワードの設定
接続された端末回線に対する Telnet パスワードを設定するには、ユーザ EXEC モードで次の手順
を実行します。

はじめる前に
• エミュレーション ソフトウェアを備えた PC またはワークステーションをスイッチ コンソー
ル ポートに接続するか、または PC をイーサネット管理ポートに接続します。
• コンソール ポートのデフォルトのデータ特性は、9600 ボー、8 データ ビット、1 ストップ
ビット、パリティなしです。コマンドライン プロンプトが表示されるまで、Return キーを何
回か押す必要があります。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

（注）

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

パスワードが特権 EXEC モードへのアク
セスに必要な場合は、その入力が求めら
れます。
特権 EXEC モードを開始します。
グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

line vty 0 15
例：
Device(config)# line vty 0
15

ステップ 4

password password
例：
Device(config-line)#
password abcxyz543

Telnet セッション（回線）の数を設定し、ライン
コンフィギュレーション モードを開始します。
コマンド対応Deviceでは、最大 16 のセッションが
可能です。0 および 15 を指定すると、使用できる
16 の Telnet セッションすべてを設定することにな
ります。
1 つまたは複数の回線に対応する Telnet パスワード
を設定します。
password には、1 ～ 25 文字の英数字のストリング
を指定します。ストリングを数字で始めることは
できません。大文字と小文字を区別し、スペース
を使用できますが、先行スペースは無視されます。
デフォルトでは、パスワードは定義されません。
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-line)# end

ステップ 6

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 7

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定
を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

関連トピック
不正アクセスの防止, （1509 ページ）
端末回線の Telnet 設定, （1514 ページ）
例：端末回線に対する Telnet パスワードの設定, （1528 ページ）

ユーザ名とパスワードのペアの設定
ユーザ名とパスワードのペアを設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

username name [privilege level] 各ユーザのユーザ名、権限レベル、パスワードを設
{password encryption-type
定します。
password}
• name には、ユーザ ID を 1 ワードで指定する
か、または MAC アドレスを指定します。ス
例：
ペースと引用符は使用できません。
Device(config)# username
adamsample privilege 1
password secret456

• ユーザ名と MAC フィルタの両方に対し、最大

Device(config)# username
111111111111 mac attribute

• （任意）level には、アクセス権を得たユーザに

12000 のクライアントを個別に設定できます。
設定する権限レベルを指定します。指定できる
範囲は 0 ～ 15 です。レベル 15 では特権 EXEC
モードでのアクセスが可能です。レベル 1 で
は、ユーザ EXEC モードでのアクセスとなりま
す。
• encryption-type には、暗号化されていないパス
ワードが後ろに続く場合は 0 を入力します。暗
号化されたパスワードが後ろに続く場合は 7 を
指定します。
• password には、Deviceにアクセスするために
ユーザが入力しなければならないパスワードを
指定します。パスワードは 1 ～ 25 文字で、埋
め込みスペースを使用でき、username コマン
ドの最後のオプションとして指定します。

ステップ 4

次のいずれかを使用します。 ライン コンフィギュレーション モードを開始し、
コンソール ポート（回線 0）または VTY 回線（回
• line console 0
線 0 ～ 15）を設定します。
• line vty 0 15

例：
Device(config)# line console
0

または
Device(config)# line vty 15
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

login local

ログイン時のローカル パスワード チェックをイネー
ブルにします。認証は、ステップ 3 で指定された
ユーザ名に基づきます。

例：
Device(config-line)# login
local

ステップ 6

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 7

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 8

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を
保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

関連トピック
不正アクセスの防止, （1509 ページ）
ユーザ名とパスワードのペア, （1514 ページ）

コマンドの特権レベルの設定
コマンドの権限レベルを設定するには、次の手順を実行します。
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手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

privilege modelevel level
command
例：
Device(config)# privilege
exec level 14 configure

コマンドの特権レベルを設定します。
• mode には、グローバル コンフィギュレーション
モードの場合は configure を、EXEC モードの場
合は exec を、インターフェイス コンフィギュレー
ション モードの場合は interface を、ライン コン
フィギュレーション モードの場合は line をそれ
ぞれ入力します。
• level の範囲は 0 ～ 15 です。レベル 1 が通常のユー
ザ EXEC モード権限です。レベル 15 は、enable
パスワードによって許可されるアクセス レベルで
す。
• command には、アクセスを制限したいコマンドを
指定します。

ステップ 4

enable password level level
password

権限レベルをイネーブルにするためのパスワードを指
定します。

例：

• level の範囲は 0 ～ 15 です。レベル 1 が通常のユー

Device(config)# enable
password level 14
SecretPswd14

• password には、1 ～ 25 文字の英数字のストリン

ザ EXEC モード権限です。
グを指定します。ストリングを数字で始めること
はできません。大文字と小文字を区別し、スペー
スを使用できますが、先行スペースは無視されま
す。デフォルトでは、パスワードは定義されませ
ん。
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コマンドまたはアクション 目的
ステップ 5

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Device(config)# end

ステップ 6

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保
存します。

例：
Device# copy
running-config
startup-config

関連トピック
権限レベル, （1514 ページ）
例：コマンドの権限レベルの設定, （1528 ページ）

回線のデフォルト特権レベルの変更
指定した回線のデフォルトの権限レベルを変更するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パ
スワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

line vty line

アクセスを制限する仮想端末回線を選択しま
す。

例：
Device(config)# line vty 10
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

privilege level level

回線のデフォルト特権レベルを変更します。

例：
Device(config)# privilege
level 15

ステップ 5

end

level の範囲は 0 ～ 15 です。レベル 1 が通常の
ユーザ EXEC モード権限です。レベル 15 は、
enable パスワードによって許可されるアクセ
ス レベルです。
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 6

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに
設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

次の作業
ユーザは、回線にログインし、別の権限レベルをイネーブルに設定することにより、privilege level
ラインコンフィギュレーションコマンドを使用して設定された権限レベルを上書きできます。ま
た、disable コマンドを使用することにより、権限レベルを引き下げることができます。上位の権
限レベルのパスワードがわかっていれば、ユーザはそのパスワードを使用して上位の権限レベル
をイネーブルにできます。回線の使用を制限するには、コンソール回線に高いレベルまたは権限
レベルを指定してください。
関連トピック
権限レベル, （1514 ページ）

権限レベルへのログインおよび終了
指定した権限レベルにログインする、または指定した権限レベルを終了するには、ユーザ EXEC
モードで次の手順を実行します。
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手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

enable level

指定された特権レベルにログインします。
この例で、レベル 15 は特権 EXEC モードです。

例：
Device> enable 15

ステップ 2

disable level

level に指定できる範囲は 0 ～ 15 です。
指定した特権レベルを終了します。
この例で、レベル 1 はユーザ EXEC モードです。

例：
Device# disable 1

level に指定できる範囲は 0 ～ 15 です。

関連トピック
権限レベル, （1514 ページ）

スイッチ アクセスのモニタリング
表 115：DHCP 情報を表示するためのコマンド

show privilege

権限レベルの設定を表示します。

パスワードおよび権限レベルの設定例
例：スタティック イネーブル パスワードの設定または変更
次に、イネーブル パスワードをl1u2c3k4y5 に変更する例を示します。パスワードは暗号化されて
おらず、レベル 15 のアクセスが与えられます（従来の特権 EXEC モード アクセス）。
Device(config)# enable password l1u2c3k4y5

関連トピック
スタティック イネーブル パスワードの設定または変更, （1515 ページ）
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例：暗号化によるイネーブルおよびイネーブル シークレット パスワードの保護
次に、権限レベル 2 に対して暗号化パスワード $1$FaD0$Xyti5Rkls3LoyxzS8 を設定する例を示しま
す。
Device(config)# enable secret level 2 5 $1$FaD0$Xyti5Rkls3LoyxzS8

関連トピック
暗号化によるイネーブルおよびイネーブル シークレット パスワードの保護, （1516 ページ）
追加のパスワード セキュリティ, （1512 ページ）

例：端末回線に対する Telnet パスワードの設定
次に、Telnet パスワードを let45me67in89 に設定する例を示します。
Device(config)# line vty 10
Device(config-line)# password let45me67in89

関連トピック
端末回線に対する Telnet パスワードの設定, （1520 ページ）
端末回線の Telnet 設定, （1514 ページ）

例：コマンドの権限レベルの設定
configure コマンドを権限レベル 14 に設定し、レベル 14 のコマンドを使用する場合にユーザが入
力するパスワードとして SecretPswd14 を定義する例を示します。
Device(config)# privilege exec level 14 configure
Device(config)# enable password level 14 SecretPswd14

関連トピック
コマンドの特権レベルの設定, （1523 ページ）
権限レベル, （1514 ページ）
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その他の参考資料
エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

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

MIB
MIB

MIB のリンク
選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

シスコのテクニカル サポート
Link

説明

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

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

1529

その他の参考資料

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
1530

OL-30686-01-J

第

64

章

「Configuring TACACS+」
• 機能情報の確認, 1531 ページ
• TACACS+ の前提条件, 1531 ページ
• TACACS+ の概要, 1533 ページ
• TACACS+ とスイッチ アクセスを設定する方法, 1538 ページ
• TACACS+ のモニタリング, 1546 ページ
• セキュア シェルの設定に関するその他の参考資料, 1546 ページ
• TACACS+ の機能情報, 1547 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

TACACS+ の前提条件
TACACS+ によるスイッチ アクセスのセット アップと設定の前提条件は、次のとおりです（示さ
れている順序で実行する必要があります）。
1 スイッチに TACACS+ サーバ アドレスとスイッチを設定します。
2 認証キーを設定します。
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3 TACACS+ サーバでステップ 2 からキーを設定します。
4 認証、許可、アカウンティング（AAA）をイネーブルにする。
5 ログイン認証方式リストを作成します。
6 端末回線にリストを適用します。
7 認証およびアカウンティング方式のリストを作成します。
TACACS+ によるスイッチ アクセスの制御の前提条件は、次のとおりです。
• スイッチ上で TACACS+ 機能を設定するには、設定済みの TACACS+ サーバにアクセスする
必要があります。また、通常 LINUX または Windows ワークステーション上で稼働する
TACACS+ デーモンのデータベースで管理されている TACACS+ サービスにもアクセスする
必要があります。
• スイッチ スタックと TACACS+ サーバとの間に冗長接続を設定することを推奨します。これ
によって、接続済みのスタック メンバの 1 つがスイッチ スタックから削除された場合でも、
TACACS+ サーバにアクセスできます。
• スイッチで TACACS+ を使用するには、TACACS+ デーモン ソフトウェアが稼働するシステ
ムが必要です。
• TACACS+ を使用するには、それをイネーブルにする必要があります。
• 許可は、使用するスイッチでイネーブルにする必要があります。
• ユーザは TACACS+ 許可に進む前に、まず TACACS+ 認証を正常に完了する必要がありま
す。
• この項または他の項で示す AAA コマンドを使用するには、まず aaa new-model コマンドを
使用して AAA をイネーブルにする必要があります。
• 最低限、TACACS+ デーモンを維持するホスト（1 つまたは複数）を特定し、TACACS+ 認証
の方式リストを定義する必要があります。また、任意で TACACS+ 許可およびアカウンティ
ングの方式リストを定義できます。
• 方式リストは実行される認証のタイプと実行順序を定義します。このリストを特定のポート
に適用してから、定義済み認証方式を実行する必要があります。唯一の例外はデフォルトの
方式リスト（偶然に default と名前が付けられている）です。デフォルトの方式リストは、名
前付き方式リストを明示的に定義されたインターフェイスを除いて、自動的にすべてのポー
トに適用されます。定義済みの方式リストは、デフォルトの方式リストに優先します。
• TACACS+ を使用して認証を行った場合は、TACACS+ を使用して特権 EXEC アクセスを許
可します。
• 認証に TACACS+ を使用しなかった場合は、ローカル データベースを使用します。
関連トピック
TACACS+ の概要, （1533 ページ）
TACACS+ の動作, （1535 ページ）
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TACACS+ とスイッチ アクセスを設定する方法, （1538 ページ）
方式リスト, （1536 ページ）
TACACS+ ログイン認証の設定, （1539 ページ）
TACACS+ ログイン認証, （1536 ページ）
特権 EXEC アクセスおよびネットワーク サービス用の TACACS+ 許可の設定, （1542 ページ）
特権 EXEC アクセスおよびネットワーク サービス用の TACACS+ 許可, （1537 ページ）

TACACS+ の概要
TACACS+ およびスイッチ アクセス
ここでは、TACACS+ について説明します。TACACS+ は詳細なアカウンティング情報を提供し、
認証と許可のプロセスを柔軟に管理します。TACACS+は、認証、許可、アカウンティング（AAA）
機能により拡張されており、TACACS+ をイネーブルにするには AAA コマンドを使用する必要が
あります。
関連トピック
不正アクセスの防止, （1509 ページ）
スイッチのローカル認証および許可の設定, （1613 ページ）
SSH サーバ、統合クライアント、およびサポートされているバージョン, （1621 ページ）

TACACS+ の概要
TACACS+ は、スイッチにアクセスしようとするユーザの検証を集中的に行うセキュリティ アプ
リケーションです。
TACACS+ では、独立したモジュラ型の認証、許可、アカウンティング機能が提供されます。
TACACS+ では、単一のアクセス コントロール サーバ（TACACS+ デーモン）が各サービス（認
証、許可、およびアカウンティング）を別個に提供します。各サービスを固有のデータベースに
結合し、デーモンの機能に応じてそのサーバまたはネットワークで使用できる他のサービスを使
用できます。
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TACACS+ の目的は、1 つの管理サービスから複数のネットワーク アクセス ポイントを管理する
方式を提供することです。スイッチは、他の Cisco ルータやアクセス サーバとともにネットワー
ク アクセス サーバにできます。
図 72：一般的な TACACS+ ネットワーク構成

TACACS+ は、AAA セキュリティ サービスによって管理され、次のようなサービスを提供しま
す。
• 認証：ログインおよびパスワード ダイアログ、チャレンジおよび応答、メッセージ サポー
トによって認証の完全制御を行います。
認証機能は、ユーザとの対話を実行できます（たとえば、ユーザ名とパスワードが入力され
た後、自宅の住所、母親の旧姓、サービス タイプ、社会保険番号などのいくつかの質問をす
ることによりユーザを試します）。TACACS+ 認証サービスは、ユーザ画面にメッセージを
送信することもできます。たとえば、会社のパスワード有効期間ポリシーに従い、パスワー
ドの変更の必要があることをユーザに通知することもできます。
• 許可：autocommand、アクセス コントロール、セッション期間、プロトコル サポートの設定
といった、ユーザセッション時のユーザ機能についてきめ細かく制御します。また、TACACS+
許可機能によって、ユーザが実行できるコマンドを制限することもできます。
• アカウンティング：課金、監査、およびレポートに使用する情報を収集して TACACS+ デー
モンに送信します。ネットワークの管理者は、アカウンティング機能を使用して、セキュリ
ティ監査のためにユーザの活動状況をトラッキングしたり、ユーザ課金用の情報を提供した
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りできます。アカウンティング レコードには、ユーザ ID、開始時刻および終了時刻、実行
されたコマンド（PPP など）、パケット数、およびバイト数が含まれます。
TACACS+ プロトコルは、スイッチと TACACS+ デーモン間の認証を行い、スイッチと TACACS+
デーモン間のプロトコル交換をすべて暗号化することによって機密保持を実現します。
関連トピック
TACACS+ の前提条件, （1531 ページ）

TACACS+ の動作
ユーザが、TACACS+ を使用しているスイッチに対して簡易 ASCII ログインを試行し、認証が必
要になると、次のプロセスが発生します。
1 接続が確立されると、スイッチは TACACS+ デーモンに接続してユーザ名プロンプトを取得
し、これをユーザに表示します。ユーザがユーザ名を入力すると、スイッチは TACACS+ デー
モンに接続してパスワード プロンプトを取得します。スイッチによってパスワード プロンプ
トが表示され、ユーザがパスワードを入力すると、そのパスワードが TACACS+ デーモンに送
信されます。
TACACS+ によって、デーモンとユーザとの間の対話が可能になり、デーモンはユーザを認証
できるだけの情報を取得できるようになります。デーモンは、ユーザ名とパスワードの組み合
わせを入力するよう求めますが、ユーザの母親の旧姓など、その他の項目を含めることもでき
ます。
2 スイッチは、最終的に TACACS+ デーモンから次のいずれかの応答を得ます。
• ACCEPT：ユーザが認証され、サービスを開始できます。許可を必要とするようにスイッ
チが設定されている場合は、この時点で許可処理が開始されます。
• REJECT：ユーザは認証されません。TACACS+ デーモンに応じて、ユーザはアクセスを
拒否されるか、ログイン シーケンスを再試行するように求められます。
• ERROR：デーモンによる認証サービスのある時点で、またはデーモンとスイッチの間の
ネットワーク接続においてエラーが発生しました。ERROR 応答が表示された場合は、ス
イッチは、通常別の方法でユーザを認証しようとします。
• CONTINUE：ユーザは、さらに認証情報の入力を求められます。
認証後、スイッチで許可がイネーブルになっている場合、ユーザは追加の許可フェーズに入り
ます。ユーザは TACACS+ 許可に進む前に、まず TACACS+ 認証を正常に完了する必要があり
ます。
3 TACACS+ 許可が必要な場合は、再び TACACS+ デーモンに接続し、デーモンが ACCEPT また
は REJECT の許可応答を返します。ACCEPT 応答が返された場合は、その応答に、そのユーザ
およびそのユーザがアクセスできるサービスの、EXEC または NETWORK セッション宛ての
属性の形式でデータが含まれています。
• Telnet、セキュア シェル（SSH）、rlogin、または特権 EXEC サービス
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• 接続パラメータ（ホストまたはクライアントの IP アドレス、アクセス リスト、および
ユーザ タイムアウトを含む）

関連トピック
TACACS+ の前提条件, （1531 ページ）

方式リスト
方式リストによって、ユーザの認証、許可、またはアカウント維持のための順序と方式を定義し
ます。方式リストを使用して、使用するセキュリティ プロトコルを 1 つまたは複数指定できるの
で、最初の方式が失敗した場合のバックアップ システムが確保されます。ソフトウェアは、リス
ト内の最初の方式を使用してユーザの認証、許可、アカウントの維持を行います。その方式で応
答が得られなかった場合、ソフトウェアはそのリストから次の方式を選択します。このプロセス
は、リスト内の方式による通信が成功するか、方式リストの方式をすべて試し終わるまで続きま
す。
関連トピック
TACACS+ とスイッチ アクセスを設定する方法, （1538 ページ）
TACACS+ の前提条件, （1531 ページ）

TACACS+ 設定オプション
認証用に 1 つのサーバを使用することも、また、既存のサーバ ホストをグループ化するために
AAA サーバ グループを使用するように設定することもできます。サーバをグループ化して設定済
みサーバホストのサブセットを選択し、特定のサービスにそのサーバを使用できます。サーバグ
ループは、グローバル サーバ ホスト リストとともに使用され、選択されたサーバ ホストの IP ア
ドレスのリストが含まれています。
関連トピック
TACACS+ サーバ ホストの指定および認証キーの設定, （1538 ページ）

TACACS+ ログイン認証
方式リストは、ユーザ認証のためクエリ送信を行う手順と認証方式を記述したものです。認証に
使用する 1 つまたは複数のセキュリティ プロトコルを指定できるので、最初の方式が失敗した場
合のバックアップ システムが確保されます。ソフトウェアは、リスト内の最初の方式を使用して
ユーザを認証します。その方式で応答が得られなかった場合、ソフトウェアはそのリストから次
の認証方式を選択します。このプロセスは、リスト内の認証方式による通信が成功するか、定義
された方式をすべて試し終わるまで繰り返されます。この処理のある時点で認証が失敗した場合
（つまり、セキュリティサーバまたはローカルのユーザ名データベースがユーザアクセスを拒否
すると応答した場合）、認証プロセスは停止し、それ以上認証方式が試行されることはありませ
ん。
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関連トピック
TACACS+ ログイン認証の設定, （1539 ページ）
TACACS+ の前提条件, （1531 ページ）

特権 EXEC アクセスおよびネットワーク サービス用の TACACS+ 許可
AAA 許可によってユーザが使用できるサービスが制限されます。AAA 許可がイネーブルに設定
されていると、スイッチはユーザのプロファイルから取得した情報を使用します。このプロファ
イルは、ローカルのユーザデータベースまたはセキュリティサーバ上にあり、ユーザのセッショ
ンを設定します。ユーザは、ユーザ プロファイル内の情報で認められている場合に限り、要求し
たサービスのアクセスが認可されます。
関連トピック
特権 EXEC アクセスおよびネットワーク サービス用の TACACS+ 許可の設定, （1542 ページ）
TACACS+ の前提条件, （1531 ページ）

TACACS+ Accounting
AAA アカウンティング機能は、ユーザがアクセスしたサービスと、消費したネットワーク リソー
ス量をトラッキングします。AAA アカウンティングをイネーブルにすると、スイッチはユーザの
活動状況をアカウンティング レコードの形式で TACACS+ セキュリティ サーバに報告します。各
アカウンティング レコードにはアカウンティングの Attribute-Value（AV）ペアが含まれ、レコー
ドはセキュリティ サーバに格納されます。このデータを、ネットワーク管理、クライアント請
求、または監査のために分析できます。
関連トピック
TACACS+ アカウンティングの起動, （1544 ページ）

TACACS+ のデフォルト設定
TACACS+ および AAA は、デフォルトではディセーブルに設定されています。
セキュリティの失効を防止するため、ネットワーク管理アプリケーションを使用して TACACS+
を設定することはできません。TACACS+ をイネーブルに設定した場合、CLI を通じてスイッチに
アクセスするユーザを認証できます。

（注）

TACACS+ の設定は CLI を使用して行いますが、TACACS+ サーバは権限レベル 15 に設定され
た HTTP 接続を許可します。
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TACACS+ とスイッチ アクセスを設定する方法
ここでは、TACACS+ をサポートするようにスイッチを設定する方法について説明します。
関連トピック
方式リスト, （1536 ページ）
TACACS+ の前提条件, （1531 ページ）

TACACS+ サーバ ホストの指定および認証キーの設定
TACACS+ サーバ ホストを特定し、認証キーを設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

tacacs-server host hostname
例：
Device(config)# tacacs-server
host yourserver

ステップ 4

aaa new-model

TACACS+ サーバを維持する IP ホストを特定し
ます。このコマンドを複数回入力して、優先ホ
ストのリストを作成します。ソフトウェアは、
指定された順序でホストを検索します。
hostname には、ホストの名前または IP アドレス
を指定します。
AAA をイネーブルにします。

例：
Device(config)# aaa new-model

ステップ 5

aaa group server tacacs+
group-name
例：
Device(config)# aaa group

（任意）グループ名で AAA サーバグループを
定義します。
このコマンドによって、Deviceをサーバ グルー
プ サブコンフィギュレーション モードにしま
す。
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コマンドまたはアクション

目的

server tacacs+
your_server_group

ステップ 6

server ip-address
例：
Device(config)# server
10.1.2.3

ステップ 7

end

（任意）特定のTACACS+サーバを定義済みサー
バグループに関連付けます。AAAサーバグルー
プの TACACS+ サーバごとに、このステップを
繰り返します。
グループの各サーバは、ステップ 3 で定義済み
のものでなければなりません。
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 8

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 9

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設
定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

関連トピック
TACACS+ 設定オプション, （1536 ページ）

TACACS+ ログイン認証の設定
TACACS+ ログイン認証を設定するには、次の手順を実行します。

はじめる前に
AAA 認証を設定するには、認証方式の名前付きリストを作成してから、各種ポートにそのリスト
を適用します。
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（注）

AAA 方式を使用して HTTP アクセスに対しスイッチのセキュリティを確保するには、ip http
authentication aaa グローバル コンフィギュレーション コマンドでスイッチを設定する必要が
あります。AAA 認証を設定しても、AAA 方式を使用した HTTP アクセスに対しスイッチのセ
キュリティは確保しません。
ip http authentication コマンドの詳細については、『Cisco IOS Security Command Reference, Release
12.4』を参照してください。

手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワードを
入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。

例：
Device# configure
terminal

ステップ 3

aaa new-model

AAA をイネーブルにします。

例：
Device(config)# aaa
new-model

ステップ 4

aaa authentication login
{default | list-name}
method1 [method2...]
例：
Device(config)# aaa
authentication login
default tacacs+ local

ログイン認証方式リストを作成します。
• login authentication コマンドに名前付きリストが指定
されなかった場合に使用されるデフォルトのリスト
を作成するには、default キーワードの後ろにデフォ
ルト状況で使用する方式を指定します。デフォルト
の方式リストは、自動的にすべてのポートに適用さ
れます。
• list-name には、作成するリストの名前として使用す
る文字列を指定します。
• method1... には、認証アルゴリズムが試行する実際の
方式を指定します。追加の認証方式は、その前の方
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
式でエラーが返された場合に限り使用されます。前
の方式が失敗した場合は使用されません。
次のいずれかの方式を選択します。
• enable：イネーブル パスワードを認証に使用します。
この認証方式を使用するには、あらかじめ enable
password グローバル コンフィギュレーション コマン
ドを使用してイネーブル パスワードを定義しておく
必要があります。
• group tacacs+：TACACS+ 認証を使用します。この認
証方式を使用するには、あらかじめ TACACS+ サー
バを設定しておく必要があります。詳細については、
TACACS+ サーバ ホストの指定および認証キーの設
定, （1538 ページ）を参照してください。
• line：回線パスワードを認証に使用します。この認証
方式を使用するには、あらかじめ回線パスワードを
定義しておく必要があります。password password ラ
イン コンフィギュレーション コマンドを使用しま
す。
• local：ローカル ユーザ名データベースを認証に使用
します。データベースにユーザ名情報を入力してお
く必要があります。username password グローバル コ
ンフィギュレーション コマンドを使用します。
• local-case：大文字と小文字が区別されるローカル
ユーザ名データベースを認証に使用します。username
namepassword グローバル コンフィギュレーション
コマンドを使用して、ユーザ名情報をデータベース
に入力する必要があります。
• none：ログインに認証を使用しません。
ステップ 5

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

ライン コンフィギュレーション モードを開始し、認証リ
ストを適用する回線を設定します。

例：
Device(config)# line 2 4
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 6

login authentication
{default | list-name}

1 つの回線または複数回線に認証リストを適用します。
• default を指定する場合は、aaa authentication login コ
マンドで作成したデフォルトのリストを使用します。

例：
Device(config-line)#
login authentication
default

ステップ 7

end

• list-name には、aaa authentication login コマンドで作
成したリストを指定します。
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-line)# end

ステップ 8

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show
running-config

ステップ 9

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存
します。

例：
Device# copy
running-config
startup-config

関連トピック
TACACS+ ログイン認証, （1536 ページ）
TACACS+ の前提条件, （1531 ページ）

特権 EXEC アクセスおよびネットワーク サービス用の TACACS+ 許可の設定
aaa authorization グローバル コンフィギュレーション コマンドと tacacs+ キーワードを使用する
と、ユーザのネットワーク アクセスを特権 EXEC モードに制限するパラメータを設定できます。
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（注）

許可が設定されていても、CLI を使用してログインし、認証されたユーザに対しては、許可は
省略されます。
特権 EXEC アクセスおよびネットワーク サービスに関する TACACS+ 許可を指定するには、次の
手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
パスワードを入力します（要求された場
合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

aaa authorization network tacacs+ ネットワーク関連のすべてのサービス要求に
対してユーザ TACACS+ 認可を行うことを設
例：
定します。
Device(config)# aaa
authorization network tacacs+

ステップ 4

aaa authorization exec tacacs+
例：
Device(config)# aaa
authorization exec tacacs+

ステップ 5

end

ユーザの特権 EXEC アクセスに対してユー
ザ TACACS+ 認可を行うことを設定します。
exec キーワードを指定すると、ユーザ プロ
ファイル情報（autocommand 情報など）が
返される場合があります。
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 6

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

1543

TACACS+ とスイッチ アクセスを設定する方法

コマンドまたはアクション
ステップ 7

目的

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

関連トピック
特権 EXEC アクセスおよびネットワーク サービス用の TACACS+ 許可, （1537 ページ）
TACACS+ の前提条件, （1531 ページ）

TACACS+ アカウンティングの起動
TACACS+ アカウンティングを開始するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
パスワードを入力します（要求された場
合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

aaa accounting network start-stop
tacacs+

ネットワーク関連のすべてのサービス要求
について、TACACS+ アカウンティングを
イネーブルにします。

例：
Device(config)# aaa accounting
network start-stop tacacs+

ステップ 4

aaa accounting exec start-stop tacacs+ TACACS+ アカウンティングをイネーブル
にして、特権 EXEC プロセスの最初に記録
例：
開始アカウンティング通知、最後に記録停
止通知を送信します。
Device(config)# aaa accounting
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コマンドまたはアクション

目的

exec start-stop tacacs+

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 6

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 7

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイル
に設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

次の作業
AAA サーバが到達不能の場合に、ルータとのセッションを確立するには、aaa accounting system
guarantee-first コマンドを使用します。これは、最初のレコードとしてシステム アカウンティン
グを保証します（これがデフォルトの条件です）。場合によっては、システムがリロードされる
までコンソールまたは端末接続でセッションを開始できない場合があります。システムのリロー
ドにかかる時間は 3 分を超えることがあります。
ルータのリロード時に AAA サーバが到達不能な場合、ルータとのコンソールまたは Telnet セッ
ションを確立するには、no aaa accounting system guarantee-first コマンドを使用します。
関連トピック
TACACS+ Accounting, （1537 ページ）

AAA サーバが到達不能な場合のルータとのセッションの確立
AAA サーバが到達不能の場合に、ルータとのセッションを確立するには、aaa accounting system
guarantee-first コマンドを使用します。これは、最初のレコードとしてシステム アカウンティン
グを保証します（これがデフォルトの条件です）。場合によっては、システムがリロードされる
までコンソールまたは端末接続でセッションを開始できない場合があります。システムのリロー
ドにかかる時間は 3 分を超えることがあります。
ルータのリロード時に AAA サーバが到達不能な場合、ルータとのコンソールまたは Telnet セッ
ションを確立するには、no aaa accounting system guarantee-first コマンドを使用します。
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TACACS+ のモニタリング
表 116：TACACS+ 情報を表示するためのコマンド

コマンド

目的

show tacacs

TACACS+ サーバの統計情報を表示します。

セキュア シェルの設定に関するその他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

セッション アウェアなネットワーキングに対す 『Session Aware Networking Configuration Guide,
るアイデンティティ コントロール ポリシーお Cisco IOS XE Release 3SE (Catalyst 3850
よびアイデンティティ サービス テンプレート Switches)』
の設定。
RADIUS、TACACS+、Secure Shell、802.1x およ 『Securing User Services Configuration Guide
Library, Cisco IOS XE Release 3SE (Catalyst 3850
び AAA の設定。
Switches)』

エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

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

標準および RFC
標準/RFC

Title

なし
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MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

シスコのテクニカル サポート
Link

説明

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

TACACS+ の機能情報
リリース

機能情報

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。

Cisco IOS 12.2（54）SG

TACACS+ サーバの Per VRF 機能により、
TACACS+ サーバで Per Virtual ルーティングお
よび転送（Per VRF）の認証、認可、アカウン
ティング（AAA）を設定できます。

Cisco IOS 15.2(1)E

次のコマンドが導入または変更されました。ip
tacacs source-interface、 ip vrf forwarding
(server-group)、server-private (TACACS+)
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

RADIUS を設定するための前提条件
ここでは、RADIUS による Device アクセスの制御の前提条件を示します。
General:
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• この章のいずれかのコンフィギュレーション コマンドを使用するには、RADIUS および認
証、許可、ならびにアカウンティング（AAA）をイネーブルにする必要があります。
• RADIUS は、AAA を介して実装され、AAA コマンドを使用してのみイネーブルにできます。
• aaa new-model グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、AAA をイネーブ
ルにします。
• aaa authentication グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、RADIUS 認証
の方式リストを定義します。
• line および interface コマンドを使用して、使用する定義済みの方式リストをイネーブルにし
ます。
• 最低限、RADIUSサーバソフトウェアが稼働するホスト（1つまたは複数）を特定し、RADIUS
認証の方式リストを定義する必要があります。また、任意で RADIUS 許可およびアカウン
ティングの方式リストを定義できます。
• Device 上で RADIUS 機能の設定を行う前に、RADIUS サーバにアクセスし、サーバを設定す
る必要があります。
• RADIUS ホストは、通常、シスコ（Cisco Secure Access Control Server バージョン 3.0）、
Livingston、Merit、Microsoft、または他のソフトウェア プロバイダーの RADIUS サーバ ソフ
トウェアが稼働しているマルチユーザ システムです。詳細については、RADIUS サーバのマ
ニュアルを参照してください。
• Change-of-Authorization（CoA）インターフェイスを使用するには、スイッチにセッションが
すでに存在している必要があります。CoAを使用すると、セッションの識別と接続解除要求
を実行できます。アップデートは、指定されたセッションにだけ作用します。
• スイッチ スタックと RADIUS サーバとの間に冗長接続を設定することを推奨します。これに
よって、接続済みのスタック メンバの 1 つがスイッチ スタックから削除された場合でも、
RADIUS サーバにアクセスできます。
RADIUS 操作の場合：
• ユーザは RADIUS 許可に進む前に、まず RADIUS 認証を正常に完了する必要があります（イ
ネーブルに設定されている場合）。
関連トピック
RADIUS およびスイッチ アクセス, （1551 ページ）
RADIUS の動作, （1553 ページ）

RADIUS の設定に関する制約事項
ここでは、RADIUS による Device アクセスの制御の制約事項について説明します。
General:
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• セキュリティの失効を防止するため、ネットワーク管理アプリケーションを使用してRADIUS
を設定することはできません。
RADIUS は次のネットワーク セキュリティ状況には適していません。
• マルチプロトコル アクセス環境。RADIUS は、AppleTalk Remote Access（ARA）、NetBIOS
Frame Control Protocol（NBFCP）、NetWare Asynchronous Services Interface（NASI）、または
X.25 PAD 接続をサポートしません。
• スイッチ間またはルータ間状態。RADIUS は、双方向認証を行いません。RADIUS は、他社
製のデバイスが認証を必要とする場合に、あるデバイスから他社製のデバイスへの認証に使
用できます。
• 各種のサービスを使用するネットワーク。RADIUS は、一般に 1 人のユーザを 1 つのサービ
ス モデルにバインドします。
関連トピック
RADIUS の概要, （1551 ページ）

RADIUS に関する情報
RADIUS およびスイッチ アクセス
この項では、RADIUS をイネーブルにし、設定する方法について説明します。RADIUS を使用す
ると、アカウンティングの詳細を取得したり、認証および許可プロセスの柔軟な管理制御を実現
できます。
関連トピック
RADIUS を設定するための前提条件, （1549 ページ）
スイッチのローカル認証および許可の設定, （1613 ページ）
SSH サーバ、統合クライアント、およびサポートされているバージョン, （1621 ページ）

RADIUS の概要
RADIUS は、不正なアクセスからネットワークのセキュリティを保護する分散クライアント/サー
バ システムです。RADIUS クライアントは、サポート対象の Cisco ルータおよびスイッチ上で稼
働します。クライアントは中央の RADIUS サーバに認証要求を送ります。中央の RADIUS サーバ
にはすべてのユーザ認証情報、ネットワーク サービス アクセス情報が登録されています。
RADIUS は、アクセスのセキュリティが必要な、次のネットワーク環境で使用します。
• それぞれが RADIUS をサポートする、マルチベンダー アクセス サーバによるネットワーク。
たとえば、複数のベンダーのアクセス サーバが、1 つの RADIUS サーバベース セキュリティ
データベースを使用します。複数ベンダーのアクセス サーバからなる IP ベースのネットワー
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クでは、ダイヤルイン ユーザは RADIUS サーバを通じて認証されます。RADIUS サーバは、
Kerberos セキュリティ システムで動作するようにカスタマイズされています。
• アプリケーションが RADIUS プロトコルをサポートするターンキー ネットワーク セキュリ
ティ環境。たとえば、スマート カード アクセス コントロール システムを使用するアクセス
環境。あるケースでは、RADIUS は Enigma のセキュリティ カードとともに使用してユーザ
を確認し、ネットワーク リソースのアクセスを許可します。
• すでに RADIUS を使用中のネットワーク。RADIUS クライアント装備のシスコ Deviceをネッ
トワークに追加できます。これが TACACS+ サーバへの移行の最初のステップとなることも
あります。下の図 2「RADIUS サービスから TACACS+ サービスへの移行」を参照してくだ
さい。
• ユーザが 1 つのサービスにしかアクセスできないネットワーク。RADIUS を使用すると、ユー
ザのアクセスを 1 つのホスト、Telnet などの 1 つのユーティリティ、または IEEE 802.1x など
のプロトコルを使用するネットワークに制御できます。このプロトコルの詳細については、
第 11 章「IEEE 802.1x ポートベース認証の設定」を参照してください。
• リソース アカウンティングが必要なネットワーク。RADIUS 認証または許可とは別個に
RADIUS アカウンティングを使用できます。RADIUS アカウンティング機能によって、サー
ビスの開始および終了時点でデータを送信し、このセッション中に使用されるリソース（時
間、パケット、バイトなど）の量を表示できます。インターネット サービス プロバイダー
は、RADIUS アクセス コントロールおよびアカウンティング ソフトウェアのフリーウェア
バージョンを使用して、特殊なセキュリティおよび課金に対するニーズを満たすこともでき
ます。
図 73：RADIUS サービスから TACACS+ サービスへの移行

関連トピック
RADIUS の設定に関する制約事項, （1550 ページ）
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RADIUS の動作
RADIUS サーバによってアクセス コントロールされるDeviceに、ユーザがログインおよび認証を
試みると、次のイベントが発生します。
1 ユーザ名およびパスワードの入力を要求するプロンプトが表示されます。
2 ユーザ名および暗号化されたパスワードが、ネットワーク経由で RADIUS サーバに送信されま
す。
3 ユーザは、RADIUS サーバから次のいずれかの応答を受信します。
• ACCEPT：ユーザが認証されたことを表します。
• REJECT：ユーザの認証が失敗し、ユーザ名およびパスワードの再入力が要求されるか、
またはアクセスが拒否されます。
• CHALLENGE：ユーザに追加データを要求します。
• CHALLENGE PASSWORD：ユーザは新しいパスワードを選択するように要求されます。
ACCEPT または REJECT 応答には、特権 EXEC またはネットワーク許可に使用する追加データ
がバンドルされています。ACCEPT または REJECT パケットには次の追加データが含まれま
す。
• Telnet、SSH、rlogin、または特権 EXEC サービス
• 接続パラメータ（ホストまたはクライアントの IP アドレス、アクセス リスト、およびユー
ザ タイムアウトを含む）
関連トピック
RADIUS を設定するための前提条件, （1549 ページ）

RADIUS 許可の変更
RADIUS 許可の変更（CoA）は、認証、認可、およびアカウンティング（AAA）セッションの属
性を認証された後に変更するためのメカニズムを提供します。AAA でユーザ、またはユーザ グ
ループのポリシーが変更された場合、管理者は、AAA サーバから Cisco Secure Access Control Server
（ACS）などの RADIUS CoA パケットを送信し、認証を再初期化して新しいポリシーを適用する
ことができます。このセクションでは、使用可能なプリミティブおよびそれらの CoA での使用方
法を含む、RADIUS インターフェイスの概要について説明します。
• Change-of-Authorization 要求
• CoA 要求応答コード
• CoA 要求コマンド
• セッション再認証
• セッション強制終了のスタック構成ガイドライン
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標準 RADIUS インターフェイスは通常、ネットワークに接続しているデバイスから要求が送信さ
れ、クエリーが送信されたサーバが応答するプル モデルで使用されます。Catalyst スイッチ は、
RFC 5176 で規定された（通常はプッシュ モデルで使用される）RADIUS CoA 拡張機能をサポー
トし、外部の AAA またはポリシー サーバからのセッションを動的に再設定できるようにします。
スイッチは、次のセッション単位の CoA 要求をサポートしています。
• セッション再認証
• セッション終了
• ポート シャットダウンでのセッション終了
• ポート バウンスでのセッション終了
この機能は、Cisco Secure Access Control Server (ACS) 5.1 に統合されています。
Catalyst スイッチで、RADIUS インターフェイスはデフォルトでイネーブルに設定されています。
ただし、次の属性については、一部の基本的な設定が必要になります。
• セキュリティおよびパスワード：このガイドの「スイッチへの不正アクセスの防止」を参照
してください。
• アカウンティング：このガイドの「スイッチ ベース認証の設定」の章の「RADIUS アカウン
ティングの起動」の項を参照してください。
Cisco IOS ソフトウェアは、RFC 5176 で定義されている RADIUS CoA の拡張をサポートします。
この拡張は、一般に、外部 AAA またはポリシー サーバからのセッションのダイナミックな再構
成を可能にするプッシュ モデルで使用されます。セッションの特定、セッションの終了、ホスト
の再認証、ポートのシャットダウン、およびポート バウンスでは、セッションごとの CoA 要求が
サポートされます。このモデルは、次のように、1 つの要求（CoA-Request）と 2 つの考えられる
応答コードで構成されます。
• CoA acknowledgement（ACK）[CoA-ACK]
• CoA nonacknowledgement（NAK）[CoA-NAK]
要求は CoA クライアント（通常は AAA またはポリシー サーバ）から開始されて、リスナーとし
て動作するデバイスに転送されます。
次の表は、Identity-Based Networking Services でサポートされている RADIUS CoA コマンドとベン
ダー固有属性（VSA）を示します。すべての CoA コマンドには、デバイスと CoA クライアント
間のセッション ID が含まれている必要があります。
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表 117：Identity-Based Networking Services でサポートされている RADIUS CoA コマンド

CoA コマンド

シスコの VSA

サービスのアクティブ化

Cisco:Avpair=“subscriber:command=activate-service”
Cisco:Avpair=“subscriber:service-name=<service-name>”
Cisco:Avpair=“subscriber:precedence=<precedence-number>”
Cisco:Avpair=“subscriber:activation-mode=replace-all”

Deactivate service

Cisco:Avpair=“subscriber:command=deactivate-service”
Cisco:Avpair=“subscriber:service-name=<service-name>”

Bounce host port

Cisco:Avpair="subscriber:command=bounce-host-port"

Disable host port

Cisco:Avpair="subscriber:command=disable-host-port"

Session query

Cisco:Avpair=“subscriber:command=session-query”

Session reauthenticate

Cisco:Avpair="subscriber:command=reauthenticate"
Cisco:Avpair=“subscriber:reauthenticate-type=last” または
Cisco:Avpair=“subscriber:reauthenticate-type=rerun”

Session terminate

これは、VSA を必要としない、標準の接続解除要求です。

Session terminate

Cisco:AVpair="interface-template-name=<interfacetemplate>"

Change-of-Authorization 要求
Change of Authorization（CoA）要求は、RFC 5176 に記載されているように、プッシュ モデルで使
用することによって、セッション識別、ホスト再認証、およびセッション終了を行うことができ
ます。このモデルは、1 つの要求（CoA-Request）と 2 つの可能な応答コードで構成されています。
• CoA acknowledgment（ACK）[CoA-ACK]
• CoA non-acknowledgment（NAK）[CoA-NAK]
要求は CoA クライアント（通常は RADIUS またはポリシー サーバ）から発信されて、リスナー
として動作するスイッチに送信されます。
RFC 5176 規定
Disconnect Request メッセージは Packet of Disconnect（POD）とも呼ばれますが、セッション終了
に対してスイッチでサポートされています。
次の表に、この機能でサポートされている IETF 属性を示します。
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表 118：サポートされている IETF 属性

Attribute Number

属性名

24

状態

31

Calling-Station-ID

44

Acct-Session-ID

80

Message-Authenticator

101

Error-Cause

次の表に、Error-Cause 属性で取ることができる値を示します。
表 119：Error-Cause の値

値

説明

201

削除された残留セッション コンテキスト

202

無効な EAP パケット（無視）

401

サポートされていない属性

402

見つからない属性

403

NAS 識別情報のミスマッチ

404

無効な要求

405

サポートされていないサービス

406

サポートされていない拡張機能

407

無効な属性値

501

管理上の禁止

502

ルート不可能な要求（プロキシ）

503

セッション コンテキストが検出されない

504

セッション コンテキストが削除できない

505

その他のプロキシ処理エラー

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
1556

OL-30686-01-J

RADIUS に関する情報

値

説明

506

リソースが使用不可能

507

要求が発信された

508

マルチ セッションの選択がサポートされてない

前提条件
CoA インターフェイスを使用するには、スイッチにセッションがすでに存在している必要があり
ます。CoA を使用すると、セッションの識別と接続解除要求を実行できます。アップデートは、
指定されたセッションにだけ作用します。

CoA 要求応答コード
CoA 要求応答コードを使用すると、スイッチにコマンドを伝達できます。
RFC 5176 で定義されている CoA 要求応答コードのパケットの形式は、コード、ID、長さ、オー
センティケータ、およびタイプ、長さ、値（TLV）形式の属性から構成されます。属性フィール
ドは、シスコのベンダー固有属性（VSA）を送信するために使用します。
関連トピック
CoA 要求コマンド, （1558 ページ）
セッションの識別
特定のセッションに向けられた切断と CoA 要求については、スイッチは 1 つ以上の次の属性に基
づいて、セッションを検索します。
• Acct-Session-Id（IETF 属性 #44）
• Audit-Session-Id VSA（シスコの VSA）
• Calling-Station-Id（ホスト MAC アドレスを含む IETF 属性 #31）
• 次のいずれかの IPv6 属性。
• Framed-IPv6-Prefix（IETF 属性 #97）および Framed-Interface-Id（IETF 属性 #96）。とも
に RFC 3162 に従った完全な IPv6 アドレスを作成する
• Framed-IPv6-Address
• プレーン IP アドレス（IETF 属性 #8）
CoA メッセージに含まれるすべてのセッション ID 属性がそのセッションと一致しない限り、ス
イッチは「Invalid Attribute Value」エラー コード属性を含む Disconnect-NAK または CoA-NAK を
返します。
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複数のセッション ID 属性がメッセージ含まれる場合は、すべての属性がセッションと一致しなけ
ればなりません。そうでない場合は、スイッチが Disconnect - negative acknowledgement（NAK）ま
たは CoA -NAK と、「Invalid Attribute Value」エラー コードを返します。
RFC 5176 で定義されている CoA 要求コードのパケットの形式は、コード、ID、長さ、オーセン
ティケータ、およびタイプ、長さ、値（TLV）形式の属性から構成されます。

0
1
2
3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|
Code
| Identifier
|
Length
|
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|
|
|
Authenticator
|
|
|
|
|
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Attributes ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

属性フィールドは、シスコのベンダー固有属性（VSA）を送信するために使用します。
特定の適用ポリシーを対象とする CoA 要求の場合、上記のセッション ID 属性のいずれかがメッ
セージに含まれていると、デバイスはエラー コードが「Invalid Attribute Value」の CoA-NAK を返
します。
関連トピック
CoA 接続解除要求, （1560 ページ）
CoA 要求：ホスト ポートのディセーブル化, （1560 ページ）
CoA 要求：バウンス ポート, （1561 ページ）
CoA ACK 応答コード
許可ステートの変更に成功した場合は、肯定確認応答（ACK）が送信されます。CoA ACK 内で返
される属性は CoA 要求によって異なり、個々の CoA コマンドで検討されます。
CoA NAK 応答コード
否定応答（NAK）は許可ステートの変更に失敗したことを示し、エラーの理由を示す属性を含め
ることができます。CoA が成功したかを確認するには、show コマンドを使用します。

CoA 要求コマンド
表 120：スイッチでサポートされる CoA コマンド

コマンド
10

シスコの VSA

Reauthenticate host

Cisco:Avpair="subscriber:command=reauthenticate"

Terminate session

これは、VSA を要求しない、標準の接続解除要
求です。
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コマンド
10

10

シスコの VSA

Bounce host port

Cisco:Avpair="subscriber:command=bounce-host-port"

Disable host port

Cisco:Avpair="subscriber:command=disable-host-port"

すべての CoA コマンドには、スイッチと CoA クライアント間のセッション識別情報が含まれている必要があります。

関連トピック
CoA 要求応答コード, （1557 ページ）
セッション再認証
不明な ID またはポスチャを持つホストがネットワークに加入して、制限されたアクセス許可プロ
ファイル（たとえば、ゲスト VLAN）に関連付けられると、AAA サーバは通常、セッション再認
証要求を生成します。再認証要求は、クレデンシャルが不明である場合にホストが適切な認証グ
ループに配置されることを許可します。
セッション認証を開始するために、AAA サーバは Cisco:Avpair="subscriber:command=reauthenticate"
の形式で Cisco VSA と 1 つ以上のセッション ID 属性を含む標準 CoA 要求メッセージを送信しま
す。
現在のセッション ステートは、メッセージに対するスイッチの応答を決定します。セッションが
現在、IEEE 802.1x によって認証されている場合、スイッチは EAPOL（LAN 経由の拡張認証プロ
トコル）RequestId メッセージをサーバに送信することで応答します。
現在、セッションが MAC 認証バイパス（MAB）で認証されている場合は、スイッチはサーバに
アクセス要求を送信し、初期正常認証で使用されるものと同じ ID 属性を渡します。
スイッチがコマンドを受信したときにセッション認証が実行中である場合は、スイッチはプロセ
スを終了し、認証シーケンスを再開し、最初に試行されるように設定された方式で開始します。
セッションがまだ認証されてない、あるいはゲスト VLAN、クリティカル VLAN、または同様の
ポリシーで認証されている場合は、再認証メッセージがアクセス コントロール方式を再開し、最
初に試行されるように設定された方式で開始します。セッションの現在の許可は、再認証によっ
て異なる認証結果になるまで維持されます。
スイッチ スタックでのセッションの再認証
スイッチ スタックでセッション再認証メッセージを受信すると、次の動作が発生します。
• 確認応答（ACK）を戻す前に、再認証の必要性がチェックされます。
• 適切なセッションで再認証が開始されます。
• 認証が成功または失敗のいずれかで完了すると、再認証をトリガーする信号がスタック メン
バから削除されます。
• 認証の完了前にスタック マスターに障害が発生すると、（後で削除される）元のコマンドに
基づいたスタック マスターの切り替え後、再認証が開始されます。
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• ACK の送信前にスタック マスターに障害が発生した場合、新たなスタック マスターでは、
再転送コマンドが新しいコマンドとして扱われます。
セッションの終了
セッションを終了させる 3 種類の CoA 要求があります。CoA 接続解除要求は、ホスト ポートを
ディセーブルにせずにセッションを終了します。このコマンドを使用すると、指定されたホスト
のオーセンティケータステートマシンが再初期化されますが、そのホストのネットワークへのア
クセスは制限されません。
ホストのネットワークへのアクセスを制限するには、
Cisco:Avpair="subscriber:command=disable-host-port" VSA の設定で CoA 要求を使用します。このコ
マンドは、ネットワーク上で障害を引き起こしたと認識されているホストがある場合に便利であ
り、そのホストに対してネットワーク アクセスをただちにブロックする必要があります。ポート
へのネットワーク アクセスを復旧する場合は、非 RADIUS メカニズムを使用して再びイネーブル
にします。
プリンタなどのサプリカントを持たないデバイスが新しい IP アドレスを取得する必要がある場合
（たとえば、VLAN 変更後）は、ポート バウンスでホスト ポート上のセッションを終了します
（ポートを一時的にディセーブルした後、再びイネーブルにする）。
CoA 接続解除要求
このコマンドは標準の接続解除要求です。セッションが見つからない場合、スイッチは
Disconnect-NAK メッセージと「Session Context Not Found」エラー コード属性を返します。セッ
ションがある場合は、スイッチはセッションを終了します。セッションが完全に削除された後、
スイッチは接続解除 ACK を返します。
スイッチがクライアントに接続解除 ACK を返す前にスタンバイ スイッチにフェールオーバーす
る場合は、クライアントから要求が再送信されるときに、新しいアクティブ スイッチ上でそのプ
ロセスが繰り返されます。再送信後もセッションが見つからない場合は、Disconnect-ACK と
「Session Context Not Found」エラー コード属性が送信されます。
関連トピック
セッションの識別, （1557 ページ）
CoA 要求：ホスト ポートのディセーブル化
RADIUS サーバの CoA disable port コマンドを実行すると、セッションをホストしている認証ポー
トが管理的にシャットダウンされます。その結果、セッションは終了します。このコマンドは、
ホストがネットワーク上で問題を起こしていることを把握し、ホストのネットワーク アクセスを
即座にブロックする必要がある場合に便利です。ポートのネットワーク アクセスを復元するに
は、非 RADIUS メカニズムを使用して再びイネーブルにします。このコマンドは、次の新しいベ
ンダー固有属性（VSA）が含まれている標準 CoA 要求メッセージで伝達されます。
Cisco:Avpair="subscriber:command=disable-host-port"
このコマンドはセッション指向であるため、「セッション ID」セクションに示されている 1 つ以
上のセッション ID 属性とともに使用する必要があります。セッションが見つからない場合、ス
イッチは CoA-NAK メッセージと「Session Context Not Found」エラー コード属性を返します。こ
のセッションがある場合は、スイッチはホスト ポートをディセーブルにし、CoA-ACK メッセー
ジを返します。
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スイッチが CoA-ACK をクライアントに返す前にスイッチに障害が発生した場合は、クライアン
トから要求が再送信されるときに、新しいアクティブ スイッチ上でそのプロセスが繰り返されま
す。スイッチが CoA-ACK メッセージをクライアントに返した後で、かつその動作が完了してい
ないときにスイッチに障害が発生した場合は、新しいアクティブ スイッチ上でその動作が再開さ
れます。

（注）

再送信コマンドの後に接続解除要求が失敗すると、（接続解除 ACK が送信されてない場合に）
チェンジオーバー前にセッションが正常終了し、または元のコマンドが実行されてスタンバイ
スイッチがアクティブになるまでの間に発生した他の方法（たとえば、リンク障害）により
セッションが終了することがあります。

関連トピック
セッションの識別, （1557 ページ）
CoA 要求：バウンス ポート
RADIUS サーバの CoA bounce port が RADIUS サーバから送信されると、認証ポートでリンクのフ
ラップが発生します。その結果、このポートに接続している 1 つまたは複数のホストから、DHCP
の再ネゴシエーションが開始されます。この状況は、VLAN の変更があり、この認証ポートに関
する変化を検出するメカニズムがないデバイス（プリンタなど）がエンドポイントの場合に発生
する可能性があります。CoA bounce port は、次の新しい VSA を含む標準の CoA-Request メッセー
ジで伝達されます。
Cisco:Avpair="subscriber:command=bounce-host-port"
このコマンドはセッション指向であるため、1 つ以上のセッション ID 属性とともに使用する必要
があります。セッションが見つからない場合、スイッチは CoA-NAK メッセージと「Session Context
Not Found」エラー コード属性を返します。このセッションがある場合は、スイッチはホスト ポー
トを 10 秒間ディセーブルし、再びイネーブルにし（ポート バウンス）、CoA-ACK を返します。
スイッチが CoA-ACK をクライアントに返す前にスイッチに障害が発生した場合は、クライアン
トから要求が再送信されるときに、新しいアクティブ スイッチ上でそのプロセスが繰り返されま
す。スイッチが CoA-ACK メッセージをクライアントに返した後で、かつその動作が完了してい
ないときにスイッチに障害が発生した場合は、新しいアクティブ スイッチ上でその動作が再開さ
れます。
関連トピック
セッションの識別, （1557 ページ）

セッション強制終了のスタック構成ガイドライン
スイッチ スタックでは、CoA 接続解除要求メッセージに必要な特別な処理はありません。
CoA 要求バウンス ポートのスタック構成 ガイドライン
bounce-port コマンドのターゲットはポートではなくセッションのため、セッションが見つからな
かった場合、コマンドは実行できません。
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スタック マスターで Auth Manager コマンド ハンドラが有効な bounce-port コマンドを受信する
と、CoA-ACK メッセージを返す前に次の情報が確認されます。
• ポート バウンスの必要性
• ポート ID（ローカル セッション コンテキストで検出された場合）
スイッチで、ポート バウンスが開始されます（ポートが 10 秒間ディセーブルになり、再びイネー
ブルにされます）。
ポート バウンスが正常に実行された場合、ポート バウンスをトリガーした信号がスタンバイ ス
タック マスターから削除されます。
ポートバウンスの完了前にスタックマスターに障害が発生すると、（後で削除される）元のコマ
ンドに基づいたスタック マスターの切り替え後、ポート バウンスが開始されます。
CoA-ACK メッセージの送信前にスタック マスターに障害が発生した場合、新たなスタック マス
ターでは、再送信コマンドが新しいコマンドとして扱われます。
CoA 要求ディセーブル ポートのスタック構成 ガイドライン
disable-port コマンドのターゲットはポートではなくセッションのため、セッションが見つからな
かった場合、コマンドは実行できません。
スタック マスターにある Auth Manager コマンド ハンドラで、有効な disable-port コマンドを受信
した場合、CoA-ACK メッセージを返す前に次の情報が検証されます。
• ポート ディセーブルの必要性
• ポート ID（ローカル セッション コンテキストで検出された場合）
スイッチで、ポートをディセーブルする操作が試行されます。
ポートをディセーブルする操作が正常に実行された場合、ポートをディセーブルする操作をトリ
ガーした信号がスタンバイ スタック マスターから削除されます。
ポートをディセーブルする操作の完了前にスタック マスターに障害が発生すると、（後で削除さ
れる）元のコマンドに基づいたスタック マスターの切り替え後、ポートがディセーブルにされま
す。
CoA-ACK メッセージの送信前にスタック マスターに障害が発生した場合、新たなスタック マス
ターでは、再送信コマンドが新しいコマンドとして扱われます。

RADIUS のデフォルト設定
RADIUS および AAA は、デフォルトではディセーブルに設定されています。
セキュリティの失効を防止するため、ネットワーク管理アプリケーションを使用して RADIUS を
設定することはできません。RADIUS をイネーブルに設定した場合、CLI を通じてスイッチにア
クセスするユーザを認証できます。
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RADIUS サーバ ホスト
スイッチと RADIUS サーバの通信には、次の要素が関係します。
• ホスト名または IP アドレス
• 認証の宛先ポート
• アカウンティングの宛先ポート
• キー文字列
• タイムアウト時間
• 再送信回数
RADIUS セキュリティ サーバは、ホスト名または IP アドレス、ホスト名と特定の UDP ポート番
号、または IP アドレスと特定の UDP ポート番号によって特定します。IP アドレスと UDP ポート
番号の組み合わせによって、一意の ID が作成され、特定の AAA サービスを提供する RADIUS ホ
ストとして個々のポートを定義できます。この一意の ID を使用することによって、同じ IP アド
レスにあるサーバ上の複数の UDP ポートに、RADIUS 要求を送信できます。
同じ RADIUS サーバ上の異なる 2 つのホスト エントリに同じサービス（たとえばアカウンティン
グ）を設定した場合、2 番めに設定したホスト エントリは、最初に設定したホスト エントリの
フェールオーバーバックアップとして動作します。この例では、最初のホストエントリがアカウ
ンティング サービスを提供できなかった場合、スイッチは「%RADIUS-4-RADIUS_DEAD」メッ
セージを表示し、その後、同じデバイス上で 2 番めに設定されたホスト エントリでアカウンティ
ング サービスを試みます（RADIUS ホスト エントリは、設定した順序に従って試行されます）。
RADIUS サーバとスイッチは、共有するシークレット テキスト ストリングを使用して、パスワー
ドの暗号化および応答の交換を行います。RADIUS で AAA セキュリティ コマンドを使用するよ
うに設定するには、RADIUS サーバ デーモンが稼働するホストと、そのホストがスイッチと共有
するシークレット テキスト（キー）ストリングを指定する必要があります。
タイムアウト、再送信回数、および暗号キーの値は、すべての RADIUS サーバに対してグローバ
ルに設定することもできますし、サーバ単位で設定することもできます。また、グローバルな設
定とサーバ単位での設定を組み合わせることもできます。
関連トピック
RADIUS サーバ ホストの識別, （1581 ページ）
AAA サーバ グループの定義, （1586 ページ）
すべての RADIUS サーバの設定, （1591 ページ）
RADIUS ログイン認証の設定, （1583 ページ）

RADIUS ログイン認証
AAA 認証を設定するには、認証方式の名前付きリストを作成してから、各種ポートにそのリスト
を適用します。方式リストは実行される認証のタイプと実行順序を定義します。このリストを特
定のポートに適用してから、定義済み認証方式を実行する必要があります。唯一の例外は、デフォ
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ルトの方式リストです。デフォルトの方式リストは、名前付き方式リストを明示的に定義された
インターフェイスを除いて、自動的にすべてのポートに適用されます。
方式リストは、ユーザ認証のためクエリ送信を行う手順と認証方式を記述したものです。認証に
使用する 1 つまたは複数のセキュリティ プロトコルを指定できるので、最初の方式が失敗した場
合のバックアップ システムが確保されます。ソフトウェアは、リスト内の最初の方式を使用して
ユーザを認証します。その方式で応答が得られなかった場合、ソフトウェアはそのリストから次
の認証方式を選択します。このプロセスは、リスト内の認証方式による通信が成功するか、定義
された方式をすべて試し終わるまで繰り返されます。この処理のある時点で認証が失敗した場合
（つまり、セキュリティサーバまたはローカルのユーザ名データベースがユーザアクセスを拒否
すると応答した場合）、認証プロセスは停止し、それ以上認証方式が試行されることはありませ
ん。
関連トピック
RADIUS ログイン認証の設定, （1583 ページ）

AAA Server Groups
既存のサーバ ホストを認証用にグループ化するため、AAA サーバ グループを使用するようにス
イッチを設定できます。設定済みのサーバ ホストのサブセットを選択して、それを特定のサービ
スに使用します。サーバ グループは、選択されたサーバ ホストの IP アドレスのリストを含むグ
ローバルなサーバ ホスト リストとともに使用されます。
サーバグループには、同じサーバの複数のホストエントリを含めることもできますが、各エント
リが一意の ID（IP アドレスと UDP ポート番号の組み合わせ）を持っていることが条件です。こ
の場合、個々のポートをそれぞれ特定の AAA サービスを提供する RADIUS ホストとして定義で
きます。この一意の ID を使用することによって、同じ IP アドレスにあるサーバ上の異なる UDP
ポートに、RADIUS 要求を送信できます。同じ RADIUS サーバ上の異なる 2 つのホスト エントリ
に同じサービス（たとえばアカウンティング）を設定した場合、2 番めに設定したホスト エント
リは、最初に設定したホストエントリのフェールオーバーバックアップとして動作します。最初
のホスト エントリがアカウンティング サービスを提供できなかった場合、ネットワーク アクセ
ス サーバは同じデバイス上でアカウンティング サービス用に設定されている 2 番めのホスト エ
ントリを試行します。（試行される RADIUS ホスト エントリの順番は、設定されている順序に従
います）。
関連トピック
AAA サーバ グループの定義, （1586 ページ）

AAA Authorization
AAA 許可によってユーザが使用できるサービスが制限されます。AAA 許可をイネーブルにする
と、スイッチは（ローカル ユーザ データベースまたはセキュリティ サーバ上に存在する）ユー
ザのプロファイルから取得した情報を使用して、ユーザのセッションを設定します。ユーザは、
ユーザ プロファイル内の情報で認められている場合に限り、要求したサービスのアクセスが認可
されます。
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関連トピック
ユーザ イネーブル アクセスおよびネットワーク サービスに関する RADIUS 許可の設定, （1588
ページ）

RADIUS アカウンティング
AAA アカウンティング機能は、ユーザが使用したサービスと、消費したネットワーク リソース量
を追跡します。AAA アカウンティングをイネーブルにすると、スイッチはユーザの活動状況をア
カウンティング レコードの形式で RADIUS セキュリティ サーバに報告します。各アカウンティ
ング レコードにはアカウンティングの Attribute-Value（AV）ペアが含まれ、レコードはセキュリ
ティ サーバに格納されます。これらのデータは、ネットワーク管理、クライアントへの課金、ま
たは監査のために後で分析できます。
関連トピック
RADIUS アカウンティングの起動, （1590 ページ）

ベンダー固有の RADIUS 属性
Internet Engineering Task Force（IETF）ドラフト規格に、ベンダー固有の属性（属性 26）を使用し
て、スイッチと RADIUS サーバ間でベンダー固有の情報を通信するための方式が定められていま
す。各ベンダーは、Vendor-Specific Attribute（VSA）を使用することによって、一般的な用途には
適さない独自の拡張属性をサポートできます。シスコが実装する RADIUS では、この仕様で推奨
されるフォーマットを使用して、ベンダー固有のオプションを 1 つサポートしています。シスコ
のベンダー ID は 9 であり、サポート対象のオプションはベンダー タイプ 1（名前は cisco-avpair）
です。この値は、次のフォーマットのストリングです。
protocol : attribute sep value *

protocol は、特定の認証タイプに使用するシスコのプロトコル属性の値です。 attribute および value
は、シスコの TACACS+ 仕様で定義されている、該当の属性値（AV）ペアです。sep は、必須の
属性の場合は =、任意指定の属性の場合は * です。TACACS+ 認証で使用できるすべての機能は、
RADIUS でも使用できます。
たとえば、次の AV ペアにより、IP 認証中（PPP の IPCP アドレス割り当て中）には、シスコの
「multiple named IP address pools」機能がアクティブになります。
cisco-avpair= ”ip:addr-pool=first“

「*」を挿入すると、AV ペア「ip:addr-pool=first」はオプションになります。AV ペアはオプショ
ンにすることが可能である、ということに注意してください。
cisco-avpair= ”ip:addr-pool*first“

次に、ネットワーク アクセス サーバからユーザがログインしたらすぐに EXEC コマンドが実行さ
れるようにする方法の例を示します。
cisco-avpair= ”shell:priv-lvl=15“
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他のベンダーにも、それぞれ独自のベンダー ID、オプション、および関連する VSA があります。
ベンダー ID および VSA の詳細については、RFC 2138『Remote Authentication Dial-In User Service
(RADIUS)』を参照してください。
属性 26 には、次の 3 つの要素が含まれています。
• タイプ
• 長さ
• ストリング（またはデータ）
• Vendor-Id
• Vendor-Type
• Vendor-Length
• Vendor-Data
次の図は、属性 26 の「背後で」カプセル化される VSA のパケット形式を示します。
図 74：属性 26 の背後でカプセル化される VSA

（注）

VSA の形式はベンダーが指定します。Attribute-Specific フィールド（Vendor-Data とも呼ばれ
る）は、ベンダーによるその属性の定義によって異なります。
次の表に、「ベンダー固有 RADIUS IETF 属性テーブル」（次の 2 番目の表）で表示される重要な
フィールドを示します。これは、サポート対象のベンダー固有 RADIUS 属性（IETF 属性 26）を
表示します。

表 121：ベンダー固有属性表のフィールドの説明

フィールド

説明

Number

次の表に示されるすべての属性は、IETF 属性 26 の拡張で
す。
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フィールド

説明

Vendor-Specific Command Codes

特定のベンダーの識別に使用する定義されたコード。コー
ド 9 は Cisco VSA、311 は Microsoft VSA、529 は Ascend
VSA を定義します。

Sub-Type Number

属性 ID 番号。この番号は、属性 26 の背後でカプセル化
される「2 番めのレイヤ」の ID 番号であること以外、IETF
属性の ID 番号に似ています。

Attribute

属性の ASCII ストリング名。

説明

属性の説明。

表 122：ベンダー固有 RADIUS IETF 属性

ベンダー固有企 Sub-Type Number 属性
業コード

説明

26

311

1

MSCHAP-Response

PPP MS-CHAP ユーザが
チャレンジに対する応
答で提供するレスポン
ス値が含まれます。
Access-Request パケット
でしか使用されませ
ん。この属性は、PPP
CHAP ID と同じです
（RFC 2548）

26

311

11

MSCHAP-Challenge ネットワーク アクセス
サーバが MS-CHAP ユー
ザに送信するチャレン
ジが含まれます。これ
は、Access-Request パ
ケットと
Access-Challenge パケッ
トの両方で使用できま
す。（RFC 2548）

番号
MS-CHAP 属性

VPDN 属性
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番号

ベンダー固有企 Sub-Type Number 属性
業コード

26

9

1

l2tp-cm-local-window-size L2TP 制御メッセージの
最大受信ウィンドウ サ
イズを指定します。こ
の値は、トンネルの確
立中にピアにアドバタ
イズされます。

26

9

1

l2tp-drop-out-of-order 正しくない順序で受信
したデータ パケットを
ドロップして、シーケ
ンス番号を順守しま
す。これは受信した場
合の処理方法であっ
て、データ パケット上
でシーケンス番号が送
信されるわけではあり
ません。

26

9

1

l2tp-hello-interval

hello キープアライブ イ
ンターバルの秒数を指
定します。ここで指定
した秒数、トンネルで
データが送信されない
と、hello パケットが送
信されます。

26

9

1

l2tp-hidden-avp

イネーブルにすると、
L2TP 制御メッセージ
で、大文字小文字を区
別する AVP にスクラン
ブルがかけられるか、
または非表示になりま
す。

26

9

1

l2tp-nosession-timeout タイムアウトおよび
シャットダウンまで
に、セッションなしで
トンネルがアクティブ
のままになる秒数を指
定します。

説明
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番号

ベンダー固有企 Sub-Type Number 属性
業コード

説明

26

9

1

tunnel-tos-reflect

LNS でトンネルに入る
パケットに対して、IP
ToS フィールドを各ペイ
ロード パケットの IP
ヘッダーからトンネル
パケットの IP ヘッダー
にコピーします。

26

9

1

l2tp-tunnel-authen

この属性を設定する
と、L2TP トンネル認証
が実行されます。

26

9

1

l2tp-tunnel-password L2TP トンネル認証およ
び AVP 隠蔽に使用され
る共有秘密。

26

9

1

l2tp-udp-checksum

これは認可属性で、
L2TP がデータ パケット
に対して UDP チェック
サムを実行する必要が
あるかどうかを定義し
ます。有効な値は
「yes」と「no」です。
デフォルトは「no」で
す。

Store and Forward Fax 属性
26

9

3

Fax-Account-Id-Origin mmoipaaareceive-id コマ
ンドまたは
mmoipaaasend-id コマン
ドについて、アカウン
ト ID の発信元がシステ
ム管理者によって定義
されたものとして示し
ます。

26

9

4

Fax-Msg-Id=

Store and Forward Fax 機
能によって割り当てら
れた一意のファクス
メッセージ識別番号を
示します。
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番号

ベンダー固有企 Sub-Type Number 属性
業コード

説明

26

9

5

Fax-Pages

このファクス セッショ
ン中に送信または受信
したページ数を示しま
す。このページ数に
は、カバー ページも含
まれます。

26

9

6

Fax-Coverpage-Flag

カバー ページがこの
ファクス セッションの
オフランプ ゲートウェ
イで生成されたかどう
かを示します。true はカ
バー ページが生成され
たことを示します。false
はカバー ページが生成
されなかったことを意
味します。

26

9

7

Fax-Modem-Time

モデムがファクス デー
タを送信した時間
（x）、およびファクス
セッションの合計時間
（y）を秒単位で示しま
す。これには、fax-mail
および PSTN 時間が x/y
の形式で含まれます。
たとえば、10/15 は送信
時間が 10 秒で、合計
ファクス セッションが
15 秒であったことを示
します。

26

9

8

Fax-Connect-Speed

この fax-mail が最初に送
信または受信された時
点のモデム速度を示し
ます。有効値は、
1200、4800、9600、お
よび 14400 です。
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番号

ベンダー固有企 Sub-Type Number 属性
業コード

説明

26

9

9

Fax-Recipient-Count

このファクス送信の受
信者数を示します。E
メール サーバがセッ
ション モードをサポー
トするまで、この数字
は 1 にする必要があり
ます。

26

9

10

Fax-Process-Abort-Flag ファクス セッションが
中断したこと、または
正常に終了したことを
示します。true はセッ
ションが中断したこと
を示します。false は
セッションが成功した
ことを示します。

26

9

11

Fax-Dsn-Address

DSN の送信先のアドレ
スを示します。

26

9

12

Fax-Dsn-Flag

DSN がイネーブルにさ
れているかどうかを示
します。true は DSN が
イネーブルにされてい
ることを示します。false
は DSN がイネーブルに
されていないことを示
します。

26

9

13

Fax-Mdn-Address

MDN の送信先のアドレ
スを示します。

26

9

14

Fax-Mdn-Flag

メッセージ配信通知
（MDN）がイネーブル
にされているかどうか
を示します。true は
MDN がイネーブルにさ
れていることを示しま
す。false は MDN がイ
ネーブルにされていな
いことを示します。
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番号

ベンダー固有企 Sub-Type Number 属性
業コード

説明

26

9

15

Fax-Auth-Status

このファクス セッショ
ンに対する認証が成功
したかどうかを示しま
す。このフィールドに
対する有効値は、
success、failed、
bypassed、または
unknown です。

26

9

16

Email-Server-Address オンランプ fax-mail メッ
セージを処理する E
メール サーバの IP アド
レスを示します。

26

9

17

Email-Server-Ack-Flag オンランプ ゲートウェ
イが fax-mail メッセージ
を受け入れる E メール
サーバから肯定確認応
答を受信したことを示
します。

26

9

18

Gateway-Id

ファクス セッションを
処理したゲートウェイ
の名前を示します。名
前は、
hostname.domain-name と
いう形式で表示されま
す。

26

9

19

Call-Type

ファクスのアクティビ
ティのタイプを、fax
receive または fax send
のどちらかで記述しま
す。

26

9

20

Port-Used

この fax-mail の送受信い
ずれかに使用される
Cisco AS5300 のスロッ
ト/ポート番号を示しま
す。
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番号

ベンダー固有企 Sub-Type Number 属性
業コード

説明

26

9

21

Abort-Cause

ファクス セッションが
中断した場合、中断の
信号を送信したシステ
ム コンポーネントを示
します。中断する可能
性のあるシステム コン
ポーネントには、FAP
（Fax Application
Process）、TIFF（TIFF
リーダーまたは TIFF ラ
イター）、fax-mail クラ
イアント、fax-mail サー
バ、ESMTP クライアン
ト、ESMTP サーバなど
があります。

26

9

23

Remote-Gateway-ID リモート ゲートウェイ
（h323-remote-address） の IP アドレスを示しま
す。

26

9

24

Connection-ID

H323 属性

会議 ID を識別します。

（h323-conf-id）
以前、グリニッジ標準
（h323-setup-time） 時（GMT）およびズー
ル タイムと呼ばれてい
た協定世界時（UTC）
でのこの接続のセット
アップ時間を示しま
す。

26

9

25

Setup-Time

26

9

26

Call-Origin

ゲートウェイに対する
（h323-call-origin） コールの発行元を示し
ます。有効値は、
originating および
terminating です（回
答）。
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番号

ベンダー固有企 Sub-Type Number 属性
業コード

説明

26

9

コールのレグ タイプを
示します。有効値は、
telephony および VoIP
です。

27

Call-Type
（h323-call-type）

このコール レッグの
（h323-connect-time） UTC での接続時間を示
します。

26

9

28

Connect-Time

26

9

29

Disconnect-Time

26

9

30

Disconnect-Cause

26

9

31

Voice-Quality

26

9

33

Gateway-ID

このコール レッグが
（h323-disconnect-time） UTC で接続解除された
時間を示します。
Q.931 仕様によって、接
（h323-disconnect-cause） 続がオフラインにされ
た理由を示します。
コールの音声品質に影
（h323-voice-quality） 響する Impairment Factor
（ICPIF）を指定しま
す。

（h323-gw-id）

下位のゲートウェイの
名前を示します。

大規模のダイヤルアウト属性
26

9

1

callback-dialstring

コールバックに使用す
るダイヤリング文字列
を定義します。

26

9

1

data-service

説明はありません。

26

9

1

dial-number

ダイヤルする番号を定
義します。

26

9

1

force-56

チャネルの 64 K すべて
が使用可能に見える場
合でも、ネットワーク
アクセス サーバが 56 K
の部分のみを使用する
かどうかを指定しま
す。
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番号

ベンダー固有企 Sub-Type Number 属性
業コード

説明

26

9

1

map-class

ユーザ プロファイル
に、ダイヤルアウトす
るネットワーク アクセ
ス サーバ上で同じ名前
のマップ クラスで設定
される情報の参照を許
可します。

26

9

1

send-auth

CLID 認証に続く、
username-password 認証
で使用するプロトコル
（PAP または CHAP）
を定義します。
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番号

ベンダー固有企 Sub-Type Number 属性
業コード

26

9

1

説明

send-name
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番号

ベンダー固有企 Sub-Type Number 属性
業コード

説明
PPP 名前認証。PAP に
適用する場合は、イン
ターフェイス上で
ppppapsent-namepassword
コマンドを設定しない
でください。PAP の場
合、アウトバウンド認
証の PAP ユーザ名およ
び PAP パスワードとし
て、
「preauth:send-name」お
よび
「preauth:send-secret」が
使用されます。CHAPの
場合、
「preauth:send-name」
は、アウトバウンド認
証だけでなく、インバ
ウンド認証にも使用さ
れます。CHAPインバウ
ンドの場合、NAS は発
信元のボックスへの
チャレンジ パケット
に、
「preauth:send-name」で
定義された名前を使用
します。
（注）

send-name 属
性は時間の経
過とともに変
わっていま
す。最初は、
現在
send-name お
よび
remote-name 属
性の両方で提
供されている
機能を実行し
ていました。
remote-name 属
性が追加され
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番号

ベンダー固有企 Sub-Type Number 属性
業コード

説明
たため、
send-name 属
性は現在の動
作に制限され
ています。

26

9

1

send-secret

PPPパスワード認証。ベ
ンダー固有属性
（VSA）の場合、アウ
トバウンド認証の PAP
ユーザ名および PAP パ
スワードとして、
「preauth:send-name」お
よび
「preauth:send-secret」が
使用されます。CHAPア
ウトバウンドの場合、
「preauth:send-name」と
「preauth:send-secret」の
両方が応答パケットで
使用されます。

26

9

1

remote-name

大規模のダイヤルアウ
トで使用するリモート
ホストの名前を提供し
ます。ダイヤラは、大
規模のダイヤルアウト
のリモート名が認証さ
れた名前と一致するこ
とを確認し、偶発的な
ユーザ RADIUS 設定ミ
スから保護します（有
効な電話番号にダイヤ
ルしたが誤ったデバイ
スに接続されるなどの
ミスです）。

その他の属性
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番号

ベンダー固有企 Sub-Type Number 属性
業コード

説明

26

9

NAS-Port アカウンティ
ングに追加的なベン
ダー固有属性（VSA）
を指定します。追加的
な NAS-Port 情報を属性
値ペア（AVPair）の形
式で指定するには、
radius-servervsasend グ
ローバル コンフィギュ
レーション コマンドを
使用します。

2

Cisco-NAS-Port

（注）

この VSA は、
通常アカウン
ティングで使用
されますが認証
（Access-Request）
パケットで使用
される場合もあ
ります。

26

9

1

min-links

MLP に対するリンクの
最小数を設定します。

26

9

1

proxyacl#<n>

ダウンロード可能な
ユーザ プロファイル
（ダイナミック ACL）
を、認証プロキシを使
用して設定でき、これ
により設定されたイン
ターフェイスのトラ
フィックの通過を許可
するよう、認証を設定
できます。
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番号

ベンダー固有企 Sub-Type Number 属性
業コード

説明

26

9

登録中にホーム エー
ジェントがモバイル
ノードの認証で必要と
する認証情報を伝送し
ます。この情報は、
ipipmobilemobilesecuresecurehosthost<addr><addr>
コンフィギュレーショ
ン コマンドと同じ構文
です。基本的に、この
文字列に続く残りのコ
ンフィギュレーション
コマンドはそのまま含
まれます。これにはセ
キュリティ パラメータ
インデックス（SPI）、
キー、認証アルゴリズ
ム、認証モード、およ
びリプレイ保護タイム
スタンプ範囲が含まれ
ています。

1

spi

関連トピック
ベンダー固有の RADIUS 属性を使用するスイッチ設定, （1593 ページ）

ベンダー独自仕様の RADIUS サーバ通信
RADIUS に関する IETF ドラフト規格では、スイッチと RADIUS サーバ間でベンダー独自仕様の
情報を通信する方式について定められていますが、RADIUS 属性セットを独自に機能拡張してい
るベンダーもあります。Cisco IOS ソフトウェアは、ベンダー独自仕様の RADIUS 属性のサブセッ
トをサポートしています。
前述したように、RADIUS（ベンダーの独自仕様によるものか、IETF ドラフトに準拠するものか
を問わず）を設定するには、RADIUS サーバ デーモンが稼働しているホストと、そのホストがス
イッチと共有するシークレット テキスト ストリングを指定する必要があります。RADIUS ホスト
およびシークレット テキスト ストリングを指定するには、radius server グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。
関連トピック
ベンダー独自の RADIUS サーバとの通信に関するスイッチの設定, （1594 ページ）
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RADIUS の設定方法
RADIUS サーバ ホストの識別
これらの設定を Device と通信するすべての RADIUS サーバに適用するために使用する固有のグ
ローバル コンフィギュレーション コマンドは、radius-server timeout、radius-server retransmit、
radius-server key の 3 つです。
認証時用に AAA サーバ グループを使用して既存のサーバ ホストをグループ化するようにDevice
を設定できます。詳細については、次の関連項目を参照してください。
RADIUS サーバ上でも、いくつかの値を設定する必要があります。これらの設定値としては、
Deviceの IP アドレス、およびサーバとDeviceの双方で共有するキー ストリングがあります。詳細
については、RADIUS サーバのマニュアルを参照してください。
サーバ単位で RADIUS サーバとの通信を設定するには、次の手順を実行します。

はじめる前に
スイッチ上にグローバルな機能とサーバ単位での機能（タイムアウト、再送信回数、およびキー
コマンド）を設定した場合、サーバ単位で設定したタイムアウト、再送信回数、およびキーに関
するコマンドは、グローバルに設定したタイムアウト、再送信回数、およびキーに関するコマン
ドを上書きします。すべての RADIUS サーバに対してこれらの値を設定する方法については、次
の関連項目を参照してください。

手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステッ
プ1

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワードを入力
します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステッ
プ2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device# configure
terminal

ステッ
プ3

radius-server host
{hostname | ip-address}
[auth-port port-number]
[acct-port port-number]
[timeout seconds]
[retransmit retries] [key
string]

リモート RADIUS サーバ ホストの IP アドレスまたはホスト
名を指定します。
• （任意）auth-port port-number には、認証要求の UDP
宛先ポートを指定します。
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
• （任意）acct-port port-number には、アカウンティング
例：
Device(config)#
radius-server host
172.29.36.49 auth-port
1612 key rad1

要求の UDP 宛先ポートを指定します。
• （任意）timeout seconds には、Deviceが RADIUS サーバ
の応答を待機して再送信するまでの時間間隔を指定しま
す。指定できる範囲は 1 ～ 1000 です。この設定は、
radius-server timeout グローバル コンフィギュレーショ
ン コマンドによる設定を上書きします。radius-server
host コマンドでタイムアウトを設定しない場合は、
radius-server timeout コマンドの設定が使用されます。
• （任意）retransmit retries には、サーバが応答しない場
合、または応答が遅い場合に、RADIUS 要求をサーバに
再送信する回数を指定します。指定できる範囲は 1 ～
1000 です。radius-server host コマンドで再送信回数を
指定しない場合、radius-server retransmit グローバル コ
ンフィギュレーションコマンドの設定が使用されます。
• （任意）key string には、RADIUS サーバ上で動作する
RADIUS デーモンとDeviceの間で使用する認証および暗
号キーを指定します。
（注）

キーは、RADIUS サーバで使用する暗号化キーに一
致するテキストストリングでなければなりません。
キーは常に radius-server host コマンドの最後のア
イテムとして設定してください。先頭のスペースは
無視されますが、キーの中間および末尾のスペース
は使用されます。キーにスペースを使用する場合
は、引用符がキーの一部分である場合を除き、引用
符でキーを囲まないでください。

Cisco IOS XE リリース 3.7.4E 以降では、
radius-server host {hostname | ip-address} コマンドは
廃止されました。代わりに、新しい radius server
hostname コマンドを使用してください。
1 つの IP アドレスに対応する複数のホスト エントリをDevice
が認識するように設定するには、それぞれ異なる UDP ポー
ト番号を使用して、このコマンドを必要な回数だけ入力しま
す。Device ソフトウェアは、指定された順序でホストを検索
します。各 RADIUS ホストで使用するタイムアウト、再送信
回数、および暗号キーの値をそれぞれ設定してください。
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステッ
プ4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステッ
プ5

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show
running-config

ステッ
プ6

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存しま
す。

例：
Device# copy
running-config
startup-config

関連トピック
RADIUS サーバ ホスト, （1563 ページ）
AAA サーバ グループの定義, （1586 ページ）
すべての RADIUS サーバの設定, （1591 ページ）

RADIUS ログイン認証の設定
RADIUS ログイン認証を設定するには、次の手順を実行します。

はじめる前に
AAA 方式を使用して HTTP アクセスに対しスイッチのセキュリティを確保するには、ip http
authentication aaa グローバル コンフィギュレーション コマンドでスイッチを設定する必要があり
ます。AAA 認証を設定しても、AAA 方式を使用した HTTP アクセスに対しスイッチのセキュリ
ティは確保しません。
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手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワードを
入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure
terminal

ステップ 3

aaa new-model

AAA をイネーブルにします。

例：
Device(config)# aaa
new-model

ステップ 4

aaa authentication login
{default | list-name}
method1 [method2...]
例：
Device(config)# aaa
authentication login
default local

ログイン認証方式リストを作成します。
• login authentication コマンドに名前付きリストが指
定されなかった場合に使用されるデフォルトのリス
トを作成するには、default キーワードの後ろにデ
フォルト状況で使用する方式を指定します。デフォ
ルトの方式リストは、自動的にすべてのポートに適
用されます。
• list-name には、作成するリストの名前として使用す
る文字列を指定します。
• method1... には、認証アルゴリズムが試行する実際の
方式を指定します。追加の認証方式は、その前の方
式でエラーが返された場合に限り使用されます。前
の方式が失敗した場合は使用されません。
次のいずれかの方式を選択します。
◦ enable：イネーブル パスワードを認証に使用し
ます。この認証方式を使用するには、あらかじ
め enable password グローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用してイネーブル パスワー
ドを定義しておく必要があります。
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
◦ group radius：RADIUS 認証を使用します。この
認証方式を使用するには、あらかじめ RADIUS
サーバを設定しておく必要があります。
◦ line：回線パスワードを認証に使用します。こ
の認証方式を使用するには、あらかじめ回線パ
スワードを定義しておく必要があります。
password password ライン コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用します。
◦ local：ローカル ユーザ名データベースを認証に
使用します。データベースにユーザ名情報を入
力しておく必要があります。username
namepassword グローバル コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用します。
◦ local-case：大文字と小文字が区別されるローカ
ル ユーザ名データベースを認証に使用します。
username password グローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用して、ユーザ名情報を
データベースに入力する必要があります。
◦ none：ログインに認証を使用しません。

ステップ 5

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

ライン コンフィギュレーション モードを開始し、認証リ
ストを適用する回線を設定します。

例：
Device(config)# line 1 4

ステップ 6

login authentication
{default | list-name}
例：
Device(config)# login
authentication default

1 つの回線または複数回線に認証リストを適用します。
• default を指定する場合は、aaa authentication login
コマンドで作成したデフォルトのリストを使用しま
す。
• list-name には、aaa authentication login コマンドで作
成したリストを指定します。
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 7

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 8

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show
running-config

ステップ 9

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存
します。

例：
Device# copy
running-config
startup-config

関連トピック
RADIUS ログイン認証, （1563 ページ）
RADIUS サーバ ホスト, （1563 ページ）

AAA サーバ グループの定義
定義したグループ サーバに特定のサーバを関連付けるには、server グループ サーバ コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。サーバを IP アドレスで特定することも、任意指定の auth-port
および acct-port キーワードを使用して複数のホスト インスタンスまたはエントリを特定すること
もできます。
AAA サーバ グループを定義するには、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パ
スワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

radius server name
例：
Device(config)# radius server ISE

RADIUS サーバの設定の名前を Protected
Access Credential（PAC）のプロビジョニン
グ用に指定し、RADIUS サーバ設定モードを
開始します。
スイッチは、IPv6 対応の RADIUS をサポー
トしています。

ステップ 4

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

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

例：
Device(config-radius-server)#
address ipv4 10.1.1.1 auth-port
1645 acct-port 1646

ステップ 5

end string
例：

デバイスと RADIUS サーバとの間における
すべての RADIUS 通信用の認証および暗号
キーを指定します。

Device(config-radius-server)# key
cisco123

ステップ 6

end

RADIUS サーバ コンフィギュレーション モー
ドを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-radius-server)# end
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 8

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

関連トピック
RADIUS サーバ ホストの識別, （1581 ページ）
RADIUS サーバ ホスト, （1563 ページ）
AAA Server Groups, （1564 ページ）

ユーザ イネーブル アクセスおよびネットワーク サービスに関する RADIUS 許可の設
定
（注）

許可が設定されていても、CLI を使用してログインし、認証されたユーザに対しては、許可は
省略されます。
ユーザ特権アクセスおよびネットワーク サービスに関する RADIUS 許可を設定するには、次の手
順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パ
スワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

aaa authorization network radius ネットワーク関連のすべてのサービス要求に
対して、ユーザが RADIUS 許可を受けるよう
例：
に スイッチ を設定します。
Device(config)# aaa
authorization network radius

ステップ 4

aaa authorization exec radius
例：

ステップ 5

ユーザに特権 EXEC のアクセス権限がある場
合、ユーザが RADIUS 許可を受けるように ス
イッチ を設定します。

Device(config)# aaa
authorization exec radius

exec キーワードを指定すると、ユーザ プロ
ファイル情報（autocommand 情報など）が返
される場合があります。

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 6

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 7

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

次の作業
aaa authorization グローバル コンフィギュレーション コマンドと radius キーワードを使用する
と、ユーザのネットワーク アクセスを特権 EXEC モードに制限するパラメータを設定できます。
aaa authorization exec radius local コマンドは、次の許可パラメータを設定します。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

1589

RADIUS の設定方法

• RADIUS を使用して認証を行った場合は、RADIUS を使用して特権 EXEC アクセスを許可し
ます。
• 認証に RADIUS を使用しなかった場合は、ローカル データベースを使用します。
関連トピック
AAA Authorization, （1564 ページ）

RADIUS アカウンティングの起動
RADIUS アカウンティングを開始するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
パスワードを入力します（要求された場
合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

aaa accounting network start-stop
radius

ネットワーク関連のあらゆるサービス要求
に関して、RADIUS アカウンティングをイ
ネーブルにします。

例：
Device(config)# aaa accounting
network start-stop radius

ステップ 4

aaa accounting exec start-stop radius RADIUS アカウンティングをイネーブルに
して、特権 EXEC プロセスの最初に記録開
例：
始アカウンティング通知、最後に記録停止
Device(config)# aaa accounting
通知を送信します。
exec start-stop radius

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 7

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイル
に設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

次の作業
AAA サーバが到達不能の場合に、ルータとのセッションを確立するには、aaa accounting system
guarantee-first コマンドを使用します。このコマンドは、最初のレコードとしてシステム アカウ
ンティングを保証します（これがデフォルトの条件です）。場合によっては、システムがリロー
ドされるまでコンソールまたは端末接続でセッションを開始できない場合があります。システム
のリロードにかかる時間は 3 分を超えることがあります。
ルータのリロード時に AAA サーバが到達不能な場合、ルータとのコンソールまたは Telnet セッ
ションを確立するには、no aaa accounting system guarantee-first コマンドを使用します。
関連トピック
RADIUS アカウンティング, （1565 ページ）

AAA サーバが到達不能な場合のルータとのセッションの確立
aaa accounting system guarantee-first コマンドは、最初のレコードとしてシステム アカウンティン
グを保証します（これがデフォルトの条件です）。場合によっては、システムがリロードされる
までコンソールまたは端末接続でセッションを開始できない場合があります。システムのリロー
ドにかかる時間は 3 分を超えることがあります。
ルータのリロード時に AAA サーバが到達不能な場合、ルータとのコンソールまたは Telnet セッ
ションを確立するには、no aaa accounting system guarantee-first コマンドを使用します。

すべての RADIUS サーバの設定
すべての RADIUS サーバを設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

radius-server key string
例：

スイッチとすべての RADIUS サーバ間で共有され
るシークレット テキスト ストリングを指定しま
す。

Device(config)# radius-server （注）
key your_server_key
Device(config)# key
your_server_key

ステップ 3

キーは、RADIUS サーバで使用する暗号
化キーに一致するテキスト ストリングで
なければなりません。先頭のスペースは
無視されますが、キーの中間および末尾
のスペースは使用されます。キーにス
ペースを使用する場合は、引用符がキー
の一部分である場合を除き、引用符で
キーを囲まないでください。

radius-server retransmit retries スイッチが RADIUS 要求をサーバに再送信する回
数を指定します。デフォルトは 3 です。指定でき
例：
る範囲は 1 ～ 1000 です。
Device(config)#
radius-server retransmit 5

ステップ 4

radius-server timeout seconds
例：
Device(config)#
radius-server timeout 3

ステップ 5

radius-server deadtime 分
例：
Device(config)#
radius-server deadtime 0

ステップ 6

end

スイッチが RADIUS 要求に対する応答を待って、
要求を再送信するまでの時間（秒）を指定します。
デフォルトは 5 秒です。指定できる範囲は 1 ～
1000 です。

RADIUSサーバが認証要求に応答していない場合、
このコマンドはそのサーバに対する要求を停止す
る時刻を指定します。これにより、要求がタイム
アウトするまで待たずとも、次に設定されている
サーバを試行することができます。デフォルトは
0 です。指定できる範囲は 0 ～ 1440 分です。
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 8

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定
を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

関連トピック
RADIUS サーバ ホストの識別, （1581 ページ）
RADIUS サーバ ホスト, （1563 ページ）

ベンダー固有の RADIUS 属性を使用するスイッチ設定
ベンダー固有仕様の RADIUS 属性を使用するようにスイッチを設定するには、次の手順を実行し
ます。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

radius-server vsa send
[accounting | authentication]

スイッチが VSA（RADIUS IETF 属性 26 で定義）
を認識して使用できるようにします。
• （任意）認識されるベンダー固有属性の集合

例：

をアカウンティング属性だけに限定するに
は、accounting キーワードを使用します。

Device(config)# radius-server
vsa send accounting

• （任意）認識されるベンダー固有属性の集合
を認証属性だけに限定するには、
authentication キーワードを使用します。
キーワードを指定せずにこのコマンドを入力する
と、アカウンティングおよび認証のベンダー固有
属性の両方が使用されます。
ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 5

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 6

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定
を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

関連トピック
ベンダー固有の RADIUS 属性, （1565 ページ）

ベンダー独自の RADIUS サーバとの通信に関するスイッチの設定
ベンダー独自仕様の RADIUS サーバ通信を使用するようにスイッチを設定するには、次の手順を
実行します。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

radius-server host {hostname | リモート RADIUS サーバ ホストの IP アドレスまた
ip-address} non-standard
はホスト名を指定し、RADIUS のベンダー独自仕様
の実装を使用することを指定します。
例：

（注）

Device(config)#
radius-server host
172.20.30.15 non-standard

ステップ 4

radius-server key string
例：
Device(config)#
radius-server key rad124

スイッチとベンダー独自仕様の RADIUS サーバとの
間で使用される共有秘密テキスト文字列を指定しま
す。スイッチと RADIUS サーバはこのテキスト文字
列を使用してパスワードを暗号化し、応答を交換し
ます。
（注）

ステップ 5

end

Cisco IOS XE リリース 3.7.4E 以降では、
コマンド radius-server host {hostname |
ip-address} は廃止されます。代わりに、新
しい radius server hostname コマンドを使
用します。

キーは、RADIUS サーバで使用する暗号化
キーに一致するテキスト ストリングでな
ければなりません。先頭のスペースは無視
されますが、キーの中間および末尾のス
ペースは使用されます。キーにスペースを
使用する場合は、引用符がキーの一部分で
ある場合を除き、引用符でキーを囲まない
でください。

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

1595

RADIUS の設定方法

ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 7

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を
保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

関連トピック
ベンダー独自仕様の RADIUS サーバ通信, （1580 ページ）

スイッチ 上での CoA の設定
CoA を スイッチ で設定するには、次の手順を実行します。この手順は必須です。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

aaa new-model

AAA をイネーブルにします。

例：
Device(config)# aaa new-model
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

aaa server radius
dynamic-author

スイッチ を認証、許可、アカウンティング
（AAA）サーバに設定し、外部ポリシー サーバ
との相互作用を実行します。

例：
Device(config)# aaa server
radius dynamic-author

ステップ 5

client {ip-address | name} [vrf
vrfname] [server-key string]

ダイナミック許可ローカル サーバ コンフィギュ
レーション モードを開始し、デバイスが CoA を
受け取り、要求を取り外す RADIUS クライアント
を指定します。

ステップ 6

server-key [0 | 7] string

RADIUS キーをデバイスと RADIUS クライアント
との間で共有されるように設定します。

例：
Device(config-sg-radius)#
server-key your_server_key

ステップ 7

port port-number

設定された RADIUS クライアントから RADIUS
要求をデバイスが受信するポートを指定します。

例：
Device(config-sg-radius)#
port 25

ステップ 8

auth-type {any | all | session-key} スイッチ が RADIUS クライアントに使用する許
可のタイプを指定します。
例：
Device(config-sg-radius)#
auth-type any

ステップ 9

ignore session-key

クライアントは、許可用に設定されたすべての属
性と一致していなければなりません。
（任意）セッション キーを無視するように スイッ
チ を設定します。
ignore コマンドの詳細については、Cisco.com 上
の『Cisco IOS Intelligent Services Gateway Command
Reference』を参照してください。

ステップ 10

ignore server-key
例：
Device(config-sg-radius)#
ignore server-key

（任意）サーバキーを無視するように スイッチ
を設定します。
ignore コマンドの詳細については、Cisco.com 上
の『Cisco IOS Intelligent Services Gateway Command
Reference』を参照してください。
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ステップ 11

コマンドまたはアクション

目的

authentication command
bounce-port ignore

（任意）CoA 要求を無視して、セッションをホス
ティングするポートを一時的にディセーブルにす
るように スイッチ を設定します。ポートを一時
的にディセーブルにする目的は、VLANの変更が
発生しても、その変更を検出するサプリカントが
エンドポイント上にない場合に、ホストからDHCP
再ネゴシエーションを行わせることです。

例：
Device(config-sg-radius)#
authentication command
bounce-port ignore

ステップ 12

authentication command
disable-port ignore
例：
Device(config-sg-radius)#
authentication command
disable-port ignore

ステップ 13

end

（任意）セッションをホスティングしているポー
トを管理上のシャットダウン状態にすることを要
求する非標準コマンドを無視するように スイッチ
を設定します。ポートをシャットダウンすると、
セッションが終了します。
ポートを再びイネーブルにするには、標準の CLI
または SNMP コマンドを使用します。
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-sg-radius)# end

ステップ 14

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 15

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定
を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

RADIUS サーバ ロード バランシングの設定
この機能を使用すると、アクセス要求および認証要求を、サーバ グループ内のすべての RADIUS
サーバに対して均等に送信できます。詳細については、『Cisco IOS Security Configuration Guide,
Release 12.4』の「RADIUS Server Load Balancing」の章を参照してください。
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CoA 機能のモニタリング
表 123：特権 EXEC 表示コマンド

コマンド

目的

show aaa attributes protocol radius

RADIUS コマンドの AAA 属性を表示します。

表 124：グローバル トラブルシューティング コマンド

コマンド

目的

debug radius

RADIUS のトラブルシューティングを行うため
の情報を表示します。

debug aaa coa

CoA 処理のトラブルシューティングを行うため
の情報を表示します。

debug aaa pod

POD パケットのトラブルシューティングを行う
ための情報を表示します。

debug aaa subsys

POD パケットのトラブルシューティングを行う
ための情報を表示します。

debug cmdhd [detail | error | events]

コマンド ヘッダーのトラブルシューティングを
行うための情報を表示します。

出力フィールドの詳細については、このリリースに対応するコマンド リファレンスを参照してく
ださい。

RADIUS によるスイッチ アクセスの制御の設定例
例：RADIUS サーバ ホストの識別
次に、1 つの RADIUS サーバを認証用に、もう 1 つの RADIUS サーバをアカウンティング用に設
定する例を示します。
Device(config)# radius-server host 172.29.36.49 auth-port 1612 key rad1
Device(config)# radius-server host 172.20.36.50 acct-port 1618 key rad2
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次に、host1 を RADIUS サーバとして設定し、認証およびアカウンティングの両方にデフォルトの
ポートを使用するように設定する例を示します。
Device(config)# radius-server host host1

例：2 台の異なる RADIUS グループ サーバの使用
次の例では、2 つの異なる RADIUS グループ サーバ（group1 および group2）を認識するようにス
イッチを設定しています。group1 では、同じ RADIUS サーバ上の異なる 2 つのホスト エントリ
を、同じサービス用に設定しています。2 番目のホスト エントリが、最初のエントリのフェール
オーバー バックアップとして動作します。
Device(config)# radius-server host 172.20.0.1 auth-port 1000 acct-port 1001
Device(config)# radius-server host 172.10.0.1 auth-port 1645 acct-port 1646
Device(config)# aaa new-model
Device(config)# aaa group server radius group1
Device(config-sg-radius)# server 172.20.0.1 auth-port 1000 acct-port 1001
Device(config-sg-radius)# exit
Device(config)# aaa group server radius group2
Device(config-sg-radius)# server 172.20.0.1 auth-port 2000 acct-port 2001
Device(config-sg-radius)# exit

例：ベンダー固有の RADIUS 属性を使用するスイッチ設定
たとえば、次の AV ペアを指定すると、IP 許可時（PPP の IPCP アドレスの割り当て時）に、シス
コの複数の名前付き IP アドレス プール機能が有効になります。
cisco-avpair= ”ip:addr-pool=first“

次に、スイッチから特権 EXEC コマンドへの即時アクセスが可能となるユーザ ログインを提供す
る例を示します。
cisco-avpair= ”shell:priv-lvl=15“

次に、RADIUS サーバ データベース内の許可 VLAN を指定する例を示します。
cisco-avpair= ”tunnel-type(#64)=VLAN(13)”
cisco-avpair= ”tunnel-medium-type(#65)=802 media(6)”
cisco-avpair= ”tunnel-private-group-id(#81)=vlanid”

次に、この接続中に ASCII 形式の入力 ACL をインターフェイスに適用する例を示します。
cisco-avpair= “ip:inacl#1=deny ip 10.10.10.10 0.0.255.255 20.20.20.20 255.255.0.0”
cisco-avpair= “ip:inacl#2=deny ip 10.10.10.10 0.0.255.255 any”
cisco-avpair= “mac:inacl#3=deny any any decnet-iv”

次に、この接続中に ASCII 形式の出力 ACL をインターフェイスに適用する例を示します。
cisco-avpair= “ip:outacl#2=deny ip 10.10.10.10 0.0.255.255 any”
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例：ベンダー独自仕様の RADIUS サーバとの通信に関するスイッチ設定
次に、ベンダー独自仕様の RADIUS ホストを指定し、スイッチとサーバの間で rad124 という秘密
キーを使用する例を示します。
Device(config)# radius-server host 172.20.30.15 nonstandard
Device(config)# radius-server key rad124

セキュア シェルの設定に関するその他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

セッション アウェアなネットワーキングに対す 『Session Aware Networking Configuration Guide,
るアイデンティティ コントロール ポリシーお Cisco IOS XE Release 3SE (Catalyst 3850
よびアイデンティティ サービス テンプレート Switches)』
の設定。
RADIUS、TACACS+、Secure Shell、802.1x およ 『Securing User Services Configuration Guide
Library, Cisco IOS XE Release 3SE (Catalyst 3850
び AAA の設定。
Switches)』

エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

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

標準および RFC
標準/RFC

Title

なし
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MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

シスコのテクニカル サポート
Link

説明

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

RADIUS の機能情報
リリース

機能情報

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。

Cisco IOS 15.2(1)E

RADIUS 進捗コード機能は、進捗コードを通し
てコールが切断される前の接続状態を示す
RADIUS 属性 196（Ascend-Connect-Progress）に
新たな進捗コードを追加します。
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リリース

機能情報

Cisco IOS 15.2(1)E

拡張テスト コマンド機能を使用すると、発呼回
線 ID（CLID）または着信番号識別サービス
（DNIS）属性値を持つ名前付きユーザプロファ
イルを作成できます。RADIUS サーバがすべて
の着信コールの CLID または DNIS 属性情報に
アクセスできるように、CLID または DNIS 属
性値を、ユーザ プロファイルとともに送信され
る RADIUS レコードに関連付けることができま
す。
次のコマンドが導入または変更されました。aaa
attribute, aaa user profile、および test aaa group
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「Configuring Kerberos」
• 機能情報の確認, 1605 ページ
• Kerberos によるスイッチ アクセスの制御の前提条件, 1605 ページ
• Kerberos によるスイッチ アクセスの制御の制約事項, 1606 ページ
• Kerberos に関する情報, 1606 ページ
• Kerberos を設定する方法, 1611 ページ
• Kerberos 設定のモニタリング, 1611 ページ
• その他の参考資料, 1611 ページ
• Kerberos の機能情報, 1612 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

Kerberos によるスイッチ アクセスの制御の前提条件
Kerberos によるスイッチ アクセスの制御の前提条件は、次のとおりです。
• リモート ユーザがネットワーク サービスに対して認証を得るには、Kerberos レルム内のホス
トと KDC を設定し、ユーザとネットワーク サービスの両方に通信を行い、相互に認証させ
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る必要があります。これを実現するには、互いの識別が必要です。KDC 上の Kerberos デー
タベースにホストのエントリを追加し、Kerberos レルム内のすべてのホストに KDC が生成
した KEYTAB ファイルを追加します。また、KDC データベースにユーザ用のエントリも作
成します。
• Kerberos サーバには、ネットワーク セキュリティ サーバとして設定されていて、Kerberos プ
ロトコルを用いてユーザを認証できるスイッチを使用できます。
ホストおよびユーザのエントリを追加または作成する場合の注意事項は次のとおりです。
• Kerberos プリンシパル名はすべて小文字でなければなりません。
• Kerberos インスタンス名はすべて小文字でなければなりません。
• Kerberos レルム名はすべて大文字でなければなりません。

Kerberos によるスイッチ アクセスの制御の制約事項
Kerberos によるスイッチ アクセスの制御の制約事項は、次のとおりです。

Kerberos に関する情報
ここでは、Kerberos の情報を提供します。

Kerberos とスイッチ アクセス
ここでは、Kerberos セキュリティ システムをイネーブルにして設定する方法について説明します。
Kerberos セキュリティ システムは、信頼できるサードパーティを使用してネットワーク リソース
に対する要求を認証します。

（注）

Kerberos の設定例では、信頼できるサード パーティを、Kerberos をサポートし、ネットワーク
セキュリティ サーバとして設定され、Kerberos プロトコルを使用してユーザを認証するスイッ
チとすることができます。

Kerberos の概要
Kerberos はマサチューセッツ工科大学（MIT）が開発した秘密キーによるネットワーク認証プロ
トコルです。データ暗号規格（DES）という暗号化アルゴリズムを暗号化と認証に使用し、ネッ
トワーク リソースに対する要求を認証します。Kerberos は、信頼できるサードパーティという概
念を使ってユーザとサービスに対してセキュリティの検証を実行します。この信頼できるサード
パーティをキー発行局（KDC）と呼びます。
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Kerberos は、ユーザが誰であるか、そのユーザが使用しているネットワーク サービスは何である
かを検証します。これを実行するために、KDC（つまり信頼できる Kerberos サーバ）がユーザに
チケットを発行します。これらのチケットには有効期限があり、ユーザ クレデンシャルのキャッ
シュに保存されます。Kerberos サーバは、ユーザ名やパスワードの代わりにチケットを使ってユー
ザとネットワーク サービスを認証します。

（注）

Kerberos サーバには、ネットワーク セキュリティ サーバとして設定されていて、Kerberos プ
ロトコルを用いてユーザを認証できるのであれば、どのスイッチも使用できます。
Kerberos のクレデンシャル発行スキームでは、single logon という手順を使用します。この手順で
は、ユーザを 1 回認証すると、ユーザ クレデンシャルが有効な間は（他のパスワードの暗号化を
行わずに）セキュア認証が可能になります。
このソフトウェア リリースは Kerberos 5 に対応しています。Kerberos 5 では、すでに Kerberos 5
を使用している組織が、（UNIX サーバや PC などの）他のネットワーク ホストが使用している
KDC 上の Kerberos 認証データベースを使用できます。
Kerberos は次のネットワーク サービスをサポートしています。
• Telnet
• rlogin
• rsh
次の表に、一般的な Kerberos 関連用語とその定義を示します。
表 125：Kerberos の用語

用語

定義

認証

ユーザやサービスが他のサービスに対して自分
自身の身元を証明する手順。たとえば、クライ
アントはスイッチに対して認証を得て、スイッ
チは他のスイッチに対して認証を得ます。

認証

ユーザがネットワークやスイッチにおいてどの
ような権限を有しており、またどのような動作
を実行できるかを、スイッチが識別する手段

クレデンシャル

認証チケット（TSG11、サービス クレデンシャ
ルなど）を表す総称。Kerberos クレデンシャル
で、ユーザまたはサービスの ID を検証します。
ネットワーク サービスがチケットを発行した
Kerberos サーバを信頼することにした場合、
ユーザ名やパスワードを再入力する代わりにこ
れを使用できます。証明書の有効期限は、8 時
間がデフォルトの設定です。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

1607

Kerberos に関する情報

用語

定義

インスタンス

Kerberos プリンシパルの承認レベル ラベル。ほ
とんどの Kerberos プリンシパルは、
user@REALM という形式です（たとえば、
smith@EXAMPLE.COM）。Kerberos インスタン
スのある Kerberos プリンシパルは、
user/instance@REALM という形式です（たとえ
ば、smith/admin@EXAMPLE.COM）。Kerberos
インスタンスは、認証が成功した場合のユーザ
の承認レベルを指定するために使用できます。
各ネットワーク サービスのサーバは、Kerberos
インスタンスの許可マッピングを適用し実行で
きますが、必須ではありません。
（注）

（注）

Kerberos プリンシパル名およびインス
タンス名はすべて小文字でなければ
なりません。
Kerberos レルム名はすべて大文字でな
ければなりません。

KDC12

ネットワーク ホストで稼働する Kerberos サー
バおよびデータベース プログラムで構成される
キー発行局

Kerberos 対応

Kerberos クレデンシャルのインフラストラク
チャをサポートするために変更されたアプリ
ケーションやサービスのことを指す用語

Kerberos レルム

Kerberos サーバに登録されたユーザ、ホスト、
およびネットワーク サービスで構成されるドメ
イン。Kerberos サーバを信頼して、ユーザまた
はネットワーク サービスに対する別のユーザま
たはネットワークサービスのIDを検証します。
（注）

Kerberos サーバ

Kerberos レルム名はすべて大文字でな
ければなりません。

ネットワーク ホストで稼働しているデーモン。
ユーザおよびネットワーク サービスはそれぞれ
Kerberos サーバに ID を登録します。ネットワー
ク サービスは Kerberos サーバにクエリーを送
信して、他のネットワーク サービスの認証を得
ます。
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用語

定義

KEYTAB13

ネットワーク サービスが KDC と共有するパス
ワード。Kerberos 5 以降のバージョンでは、ネッ
トワーク サービスは KEYTAB を使って暗号化
されたサービス クレデンシャルを暗号解除して
認証します。Kerberos 5 よりも前のバージョン
では、KEYTAB はSRVTAB14と呼ばれます。

プリンシパル

Kerberos ID とも呼ばれ、Kerberos サーバに基づ
き、ユーザが誰であるか、サービスが何である
かを表します。
（注）

Kerberos プリンシパル名はすべて小文
字でなければなりません。

サービス クレデンシャル

ネットワークサービスのクレデンシャル。KDC
からクレデンシャルが発行されると、ネット
ワーク サービスと KDC が共有するパスワード
で暗号化されます。ユーザ TGT ともパスワー
ドを共有します。

SRVTAB

ネットワーク サービスが KDC と共有するパス
ワード。SRVTAB は、Kerberos 5 以降のバージョ
ンでは KEYTAB と呼ばれています。

TGT

身分証明書のことで、KDC が認証済みユーザに
発行するクレデンシャル。TGT を受け取った
ユーザは、KDC が示した Kerberos レルム内の
ネットワーク サービスに対して認証を得ること
ができます。

11
チケット認可チケット
12
キー発行局
13
キー テーブル
14
サーバ テーブル

Kerberos の動作
Kerberos サーバには、ネットワーク セキュリティ サーバとして設定されていて、Kerberos プロト
コルを用いてリモート ユーザを認証できるスイッチを使用できます。Kerberos をカスタマイズす
る方法はいくつかありますが、ネットワーク サービスにアクセスしようとするリモート ユーザ
は、3 つのセキュリティ レイヤを通過しないとネットワーク サービスにアクセスできません。
リモート ユーザがスイッチを Kerberos サーバとして使用してネットワーク サービスで認証される
には、次の手順を実行する必要があります。
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境界スイッチに対する認証の取得
ここでは、リモートユーザが通過しなければならない最初のセキュリティレイヤについて説明し
ます。ユーザは、まず境界スイッチに対して認証を得なければなりません。リモート ユーザが境
界スイッチに対して認証を得る場合、次のプロセスが発生します。
1 ユーザが境界スイッチに対して、Kerberos 未対応の Telnet 接続を開始します。
2 ユーザ名とパスワードの入力を求めるプロンプトをスイッチが表示します。
3 スイッチが、このユーザの TGT を KDC に要求します。
4 KDC がユーザ ID を含む暗号化された TGT をスイッチに送信します。
5 スイッチは、ユーザが入力したパスワードを使って TGT の暗号解除を試行します。
• 暗号解除に成功した場合は、ユーザはスイッチに対して認証を得ます。
• 暗号解除に成功しない場合は、ユーザ名とパスワードを再入力（Caps Lock または Num
Lock のオン/オフに注意）するか、別のユーザ名とパスワードを入力してステップ 2 の手
順を繰り返します。
Kerberos 未対応の Telnet セッションを開始し、境界スイッチの認証を得ているリモート ユーザは
ファイアウォールの内側にいますが、ネットワーク サービスにアクセスするには、KDC から直接
認証を得る必要があります。ユーザが KDC から認証を得なければならないのは、KDC が発行す
る TGT はスイッチに保存されており、ユーザがこのスイッチにログオンしないかぎり、追加の認
証に使用できないからです。

KDC からの TGT の取得
ここでは、リモート ユーザが通過しなければならない 2 番めのセキュリティ レイヤについて説明
します。ユーザは、ネットワーク サービスにアクセスするために、このレイヤで KDC の認証を
得て、KDC から TGT を取得しなければなりません。
KDC に対して認証を得る方法については、『Cisco IOS Security Configuration Guide, Release 12.4』
の「Security Server Protocols」の章にある「Obtaining a TGT from a KDC」を参照してください。

ネットワーク サービスに対する認証の取得
ここでは、リモート ユーザが通過しなければならない 3 番めのセキュリティ レイヤについて説明
します。TGT を取得したユーザは、このレイヤで Kerberos レルム内のネットワーク サービスに対
して認証を得なければなりません。
ネットワーク サービスに対して認証を得る方法については、『Cisco IOS Security Configuration
Guide, Release 12.4』の「Security Server Protocols」の章の「Authenticating to Network Services」を参
照してください。
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Kerberos を設定する方法
Kerberos 認証済みサーバ/クライアント システムを設定する手順は、次のとおりです。
• Kerberos コマンドを使用して KDC を設定します。
• Kerberos プロトコルを使用するようにスイッチを設定します。

Kerberos 設定のモニタリング
Kerberos 設定を表示するには、次のコマンドを使用します。
• show running-config
• showkerberoscreds：現在のユーザの認定証キャッシュに含まれる認定証を一覧表示します。
• clearkerberoscreds：転送済みの認定証を含め、現在のユーザの認定証キャッシュに含まれる
すべての認定証を破棄します。

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Kerberos コマンド

『Cisco IOS Security Command Reference』

エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

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

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

シスコのテクニカル サポート
説明

Link

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

Kerberos の機能情報
リリース

機能情報

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
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• ローカル認証および許可の設定方法, 1613 ページ
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

ローカル認証および許可の設定方法
スイッチのローカル認証および許可の設定
ローカル モードで AAA を実装するようにスイッチを設定すると、サーバがなくても動作するよ
うに AAA を設定できます。この場合、スイッチは認証および許可の処理を行います。この設定で
はアカウンティング機能は使用できません。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

1613

ローカル認証および許可の設定方法

（注）

AAA 方式を使用して HTTP アクセスに対しスイッチのセキュリティを確保するには、ip http
authentication aaa グローバル コンフィギュレーション コマンドでスイッチを設定する必要が
あります。AAA 認証を設定しても、AAA 方式を使用した HTTP アクセスに対しスイッチのセ
キュリティは確保しません。
ローカル モードで AAA を実装するようにスイッチを設定して、サーバがなくても動作するよう
に AAA を設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権EXECモードをイネーブルにします。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

aaa new-model

AAA をイネーブルにします。

例：
Device(config)# aaa new-model

ステップ 4

aaa authentication login default ローカル ユーザ名データベースを使用するログイ
local
ン認証を設定します。default キーワードにより、
ローカル ユーザ データベース認証がすべてのポー
例：
トに適用されます。
Device(config)# aaa
authentication login default
local

ステップ 5

aaa authorization exec local
例：

ユーザの AAA 許可を設定し、ローカル データベー
スを確認して、そのユーザに EXEC シェルの実行
を許可します。

Device(config)# aaa
authorization exec local
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コマンドまたはアクション
ステップ 6

目的

aaa authorization network local ネットワーク関連のすべてのサービス要求に対し
てユーザ AAA 許可を設定します。
例：
Device(config)# aaa
authorization network local

ステップ 7

username name [privilege level] ローカル データベースを入力し、ユーザ名ベース
{password encryption-type
の認証システムを設定します。
password}
ユーザごとにコマンドを繰り返し入力します。
例：
Device(config)# username
your_user_name privilege 1
password 7 secret567

• name には、ユーザ ID を 1 ワードで指定しま
す。スペースと引用符は使用できません。
• （任意）level には、アクセス権を得たユーザ
に設定する権限レベルを指定します。指定で
きる範囲は 0 ～ 15 です。レベル 15 では特権
EXEC モードでのアクセスが可能です。レベ
ル 0 では、ユーザ EXEC モードでのアクセス
となります。
• encryption-type には、暗号化されていないパス
ワードが後ろに続く場合は 0 を、暗号化され
たパスワードが後ろに続く場合は 7 を指定し
ます。
• password には、ユーザがスイッチにアクセス
する場合に入力する必要のあるパスワードを
指定します。パスワードは 1 ～ 25 文字で、埋
め込みスペースを使用でき、username コマン
ドの最後のオプションとして指定します。

ステップ 8

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 9

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config
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ステップ 10

コマンドまたはアクション

目的

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定
を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

関連トピック
SSH サーバ、統合クライアント、およびサポートされているバージョン, （1621 ページ）
TACACS+ およびスイッチ アクセス, （1533 ページ）
RADIUS およびスイッチ アクセス, （1551 ページ）
SSH を実行するためのDeviceの設定, （1624 ページ）
SSH 設定時の注意事項, （1622 ページ）

ローカル認証および許可のモニタリング
ローカル認証および許可の設定を表示するには、show running-config 特権 EXEC コマンドを使用
します。

その他の参考資料
エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

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

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

シスコのテクニカル サポート
Link

説明

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

ローカル認証および許可の機能情報
リリース

機能情報

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

セキュア シェルを設定するための前提条件
セキュア シェル（SSH）用にスイッチを設定するための前提条件は、次のとおりです。
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• SSH を動作させるには、スイッチに Rivest、Shamir、および Adleman（RSA）の公開キーと
秘密キーのペアが必要です。これは SSH が必要なセキュア コピー プロトコル（SCP）も同
様で、セキュアな転送を実現させるには、これらのキーのペアが必要です。
• SCP をイネーブルにする前に、スイッチの SSH、認証、許可、およびアカウンティングを適
切に設定してください。
• SCP は SSH を使用してセキュアな転送を実行するため、ルータには RSA キーのペアが必要
です。
• SCP はセキュリティについて SSH に依存します。
• SCP の設定には認証、許可、アカウンティング（AAA）の許可も必要なため、ルータはユー
ザが正しい権限レベルを保有しているか確認する必要があります。
• ユーザが SCP を使用するには適切な許可が必要です。
• 適切な許可を得ているユーザは、SCP を使用して Cisco IOS File System（IFS）のファイルを
スイッチに（またはスイッチから）自由にコピーできます。コピーには copy コマンドを使
用します。また、許可されている管理者もこの作業をワークステーションから実行できま
す。
• セキュア シェル（SSH）サーバは、IPsec（データ暗号規格（DES）または 3DES）の暗号化
ソフトウェア イメージを必要とします。SSH クライアントは、IPsec（DES または 3DES）の
暗号化ソフトウェア イメージが必要です。
• グローバル コンフィギュレーション モードで hostname および ip domain-name コマンドを
使用して、デバイスのホスト名とホスト ドメインを設定します。
関連トピック
Secure Copy Protocol（SCP）, （1623 ページ）

セキュア シェルの設定に関する制約事項
セキュア シェル用に Device を設定するための制約事項は、次のとおりです。
• スイッチは、Rivest, Shamir, and Adelman（RSA）認証をサポートします。
• SSH は、実行シェル アプリケーションだけをサポートします。
• SSH サーバおよび SSH クライアントは、データ暗号規格（DES）（56 ビット）および 3DES
（168 ビット）データ暗号化ソフトウェアでのみサポートされます。DES ソフトウェア イ
メージの場合、使用できる暗号化アルゴリズムは DES だけです。3DES ソフトウェア イメー
ジの場合、DES と 3DES の両方の暗号化アルゴリズムを使用できます。
• Device は、128 ビット キー、192 ビット キー、または 256 ビット キーの Advanced Encryption
Standard（AES）暗号化アルゴリズムをサポートします。ただし、キーを暗号化する対称暗号
化 AES はサポートされません。
• このソフトウェア リリースは、IP Security（IPSec）をサポートしていません。
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• SCP を使用する場合、copy コマンドにパスワードを入力することはできません。プロンプト
が表示されたときに、入力する必要があります。
• ログイン バナーはセキュア シェル バージョン 1 ではサポートされません。セキュア シェ
ル バージョン 2 ではサポートされています。
• リバース SSH の代替手段をコンソール アクセス用に設定する場合、-l キーワード、userid
:{number} {ip-address} デリミタ、および引数が必須です。
関連トピック
Secure Copy Protocol（SCP）, （1623 ページ）

セキュア シェルの設定について
セキュアシェル（SSH）は、デバイスに対する安全なリモート接続を可能にするプロトコルです。
SSH は、デバイスの認証時に強力な暗号化を行うことで、リモート接続について Telnet 以上のセ
キュリティを実現します。このソフトウェア リリースは、SSH バージョン 1（SSHv1）および SSH
バージョン 2（SSHv2）をサポートしています。

SSH およびスイッチ アクセス
セキュアシェル（SSH）は、デバイスに対する安全なリモート接続を可能にするプロトコルです。
SSH は、デバイスの認証時に強力な暗号化を行うことで、リモート接続について Telnet 以上のセ
キュリティを実現します。このソフトウェア リリースは、SSH バージョン 1（SSHv1）および SSH
バージョン 2（SSHv2）をサポートしています。
IPv6 の SSH 機能は IPv4 における機能と同じです。IPv6 の場合、SSH は IPv6 アドレスをサポート
し、IPv6 トランスポート上において、リモート IPv6 ノードとのセキュリティ保護および暗号化さ
れた接続を有効化します。

SSH サーバ、統合クライアント、およびサポートされているバージョン
セキュア シェル（SSH）統合クライアント機能は、SSH プロトコル上で動作し、デバイスの認証
および暗号化を実現するアプリケーションです。SSH クライアントによって、シスコ デバイスは
別のシスコ デバイスなど SSH サーバを実行するデバイスに対して、セキュアで暗号化された接続
を実行できます。この接続は、接続が暗号化される点を除いて Telnet のアウトバウンド接続と同
様の機能を提供します。SSH クライアントは、認証および暗号化により、保護されていないネッ
トワーク上でもセキュアな通信ができます。
SSH サーバおよび SSH 統合クライアントは、スイッチ上で実行されるアプリケーションです。
SSH サーバは、このリリースでサポートされている SSH クライアントおよび、他社製の SSH ク
ライアントと使用します。SSH クライアントは、市販の一般的な SSH サーバと連動します。SSH
クライアントは、Data Encryption Standard（DES）、3DES、およびパスワード認証の暗号をサポー
トします。
スイッチは、SSHv1 または SSHv2 サーバをサポートします。
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スイッチは、SSHv1 クライアントをサポートしています。

（注）

SSH クライアント機能を使用できるのは、SSH サーバがイネーブルの場合だけです。
ユーザ認証は、デバイスに対する Telnet セッションの認証と同様に実行されます。SSH は、次の
ユーザ認証方式もサポートします。
• TACACS+
• RADIUS
• ローカル認証および許可
関連トピック
スイッチのローカル認証および許可の設定, （1613 ページ）
TACACS+ およびスイッチ アクセス, （1533 ページ）
RADIUS およびスイッチ アクセス, （1551 ページ）

SSH 設定時の注意事項
スイッチを SSH サーバまたは SSH クライアントとして設定する場合は、次の注意事項に従ってく
ださい。
• SSHv2 サーバは、SSHv1 サーバで生成される RSA キーのペアを使用できます（逆の場合も
同様です）。
• スタック マスターで SSH サーバが実行されている場合で、スタック マスターに障害が発生
した場合、新しいスタック マスターでは、前のスタック マスターによって生成された RSA
キー ペアが使用されます。
• crypto key generate rsa グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力した後、CLI エ
ラー メッセージが表示される場合、RSA キーペアは生成されていません。ホスト名およびド
メインを再設定してから、crypto key generate rsa コマンドを入力してください。詳細につい
ては、次の関連項目を参照してください。
• RSA キーのペアを生成する場合に、メッセージ「No host name specified」が表示されること
があります。このメッセージが表示された場合は、hostname グローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用してホスト名を設定する必要があります。
• RSA キーのペアを生成する場合に、メッセージ「No domain specified」が表示されることが
あります。このメッセージが表示された場合は、ip domain-name グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用して IP ドメイン名を設定する必要があります。
• ローカル認証および許可の方法を設定する場合に、コンソール上で AAA がディセーブルに
されていることを確認してください。
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関連トピック
SSH を実行するためのDeviceの設定, （1624 ページ）
スイッチのローカル認証および許可の設定, （1613 ページ）

セキュア コピー プロトコルの概要
Secure Copy Protocol（SCP）機能は、スイッチの設定やイメージ ファイルのコピーにセキュアな
認証方式を提供します。SCP にはセキュア シェル（SSH）が必要です（Berkeley の r-tool に代わる
セキュリティの高いアプリケーションおよびプロトコルです）。
SSH を動作させるには、スイッチに RSA の公開キーと秘密キーのペアが必要です。これは SSH
が必要な SCP も同様で、セキュアな転送を実現させるには、これらのキーのペアが必要です。
また、SSH には AAA 認証が必要のため、適切に設定するには、SCP にも AAA 認証が必要になり
ます。
• SCP をイネーブルにする前に、スイッチの SSH、認証、許可、およびアカウンティングを適
切に設定してください。
• SCP は SSH を使用してセキュアな転送を実行するため、ルータには RSA キーのペアが必要
です。

（注）

SCP を使用する場合、copy コマンドにパスワードを入力することはできません。プロンプト
が表示されたときに、入力する必要があります。

Secure Copy Protocol（SCP）
Secure Copy Protocol（SCP）機能は、スイッチの設定やスイッチ イメージ ファイルのコピーにセ
キュアな認証方式を提供します。SCP は一連の Berkeley の r-tools に基づいて設計されているた
め、その動作内容は、SCP が SSH のセキュリティに対応している点を除けば、Remote Copy Protocol
（RCP）と類似しています。また、SCP の設定には認証、許可、アカウンティング（AAA）の許
可も必要なため、スイッチはユーザが正しい権限レベルを保有しているか確認する必要がありま
す。Secure Copy 機能を設定するには、SCP の概念を理解する必要があります。
関連トピック
セキュア シェルを設定するための前提条件, （1619 ページ）
セキュア シェルの設定に関する制約事項, （1620 ページ）
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SSH の設定方法
SSH を実行するためのDeviceの設定
SSH を実行するようにDeviceをセットアップするには、次の手順を実行してください。

はじめる前に
ローカルアクセスまたはリモートアクセス用にユーザ認証を設定します。この手順は必須です。
詳細については、次の関連項目を参照してください。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

hostname hostname
例：
Device(config)# hostname
your_hostname

ステップ 4

ip domain-name domain_name

Deviceのホスト名および IP ドメイン名を設定しま
す。
（注）

この手順を実行するのは、Deviceを SSH
サーバとして設定する場合だけです。

Deviceのホスト ドメインを設定します。

例：
Device(config)# ip
domain-name your_domain

ステップ 5

crypto key generate rsa
例：
Device(config)# crypto key
generate rsa

Device上でローカルおよびリモート認証用に SSH
サーバをイネーブルにし、RSA キー ペアを生成
します。Deviceの RSA キー ペアを生成すると、
SSH が自動的にイネーブルになります。
最小モジュラス サイズは、1024 ビットにするこ
とを推奨します。
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コマンドまたはアクション

目的
RSA キーのペアを生成する場合に、モジュラスの
長さの入力を求められます。モジュラスが長くな
るほど安全ですが、生成と使用に時間がかかりま
す。
（注）

ステップ 6

end

この手順を実行するのは、Deviceを SSH
サーバとして設定する場合だけです。

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 7

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 8

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設
定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

関連トピック
SSH 設定時の注意事項, （1622 ページ）
スイッチのローカル認証および許可の設定, （1613 ページ）

SSH サーバの設定
SSH サーバを設定するには、次の手順を実行します。

（注）

Device を SSH サーバとして設定する場合にのみ、この手順を実行します。
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手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステッ
プ2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステッ
プ3

ip sshversion [1 | 2]
例：
Device(config)# ip ssh version 1

（任意）SSHv1 または SSHv2 を実行するように
Deviceを設定します。
• 1：SSHv1 を実行するようにDeviceを設定し
ます。
• 2：SSHv2 を実行するようにDeviceを設定し
ます。
このコマンドを入力しない場合、またはキーワー
ドを指定しない場合、SSH サーバは、SSH クライ
アントでサポートされている最新バージョンの
SSH を選択します。たとえば、SSH クライアント
が SSHv1 および SSHv2 をサポートする場合、SSH
サーバは SSHv2 を選択します。

ステッ
プ4

ip ssh {timeout seconds |
authentication-retries number}
例：
Device(config)# ip ssh timeout 90
authentication-retries 2

SSH 制御パラメータを設定します。
• タイムアウト値は秒単位で指定します（デ
フォルト値は 120 秒）。指定できる範囲は 0
～ 120 秒です。このパラメータは、SSH ネ
ゴシエーション フェーズに適用されます。
接続が確立されると、Deviceは CLI ベース
セッションのデフォルトのタイムアウト値を
使用します。
デフォルトでは、ネットワーク上の複数の
CLI ベース セッション（セッション 0 ～ 4）
に対して、最大 5 つの暗号化同時 SSH 接続
を使用できます。実行シェルが起動すると、
CLI ベース セッションのタイムアウト値は
デフォルトの 10 分に戻ります。
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コマンドまたはアクション

目的
• クライアントをサーバへ再認証できる回数を
指定します。デフォルトは 3 です。指定でき
る範囲は 0 ～ 5 です。
両方のパラメータを設定する場合はこの手順を繰
り返します。

ステッ
プ5

次のいずれかまたは両方を使用し （任意）仮想端末回線設定を設定します。
ます。
• ライン コンフィギュレーション モードを開
• line
始して、仮想端末回線設定を設定します。
vtyline_number[ending_line_number]
line_number および ending_line_number には、
回線のペアを指定します。指定できる範囲は
• transport input ssh
0 ～ 15 です。
• 非 SSH Telnet によるDeviceへの接続を許可し
例：
Device(config)# line vty 1 10

ない設定です。これにより、ルータは SSH
接続に限定されます。

または
Device(config-line)# transport
input ssh

ステッ
プ6

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-line)# end

ステッ
プ7

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステッ
プ8

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定
を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

SSH の設定およびステータスのモニタリング
次の表に、SSH サーバの設定およびステータスを示します。
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表 126：SSH サーバの設定およびステータスを表示するコマンド

コマンド

目的

show ip ssh

SSH サーバのバージョンおよび設定情報を表示
します。

show ssh

SSH サーバのステータスを表示します。

セキュア シェルの設定に関するその他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

セッション アウェアなネットワーキングに対す 『Session Aware Networking Configuration Guide,
るアイデンティティ コントロール ポリシーお Cisco IOS XE Release 3SE (Catalyst 3850
よびアイデンティティ サービス テンプレート Switches)』
の設定。
RADIUS、TACACS+、Secure Shell、802.1x およ 『Securing User Services Configuration Guide
Library, Cisco IOS XE Release 3SE (Catalyst 3850
び AAA の設定。
Switches)』

エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

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

標準および RFC
標準/RFC

Title

なし
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MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

シスコのテクニカル サポート
Link

説明

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

セキュア シェルの設定に関する機能情報
リリース

機能情報

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
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リリース

機能情報

Cisco IOS 15.2(1)E

セキュア シェル（SSH）のバージョン 1 と 2 に
対してサポートされているリバース SSH 拡張機
能は、SSH を有効にしなければならない端末ま
たは補助回線ごとに別々の回線を設定する必要
がないようにリバース SSH を設定する代替手段
を提供します。この機能は、ロータリー グルー
プの制限も排除します。
この機能は、CAT4500-X、CAT4500E-SUP6E、
CAT4500E-SUP6L-E、CAT4500E-SUP7E、
CAT4500E-SUP7L-E でサポートされていまし
た。
次のコマンドが導入されました。ssh。
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

Secure Sockets Layer（SSL）HTTP に関する情報
セキュア HTTP サーバおよびクライアントの概要
セキュア HTTP 接続の場合、HTTP サーバが送受信するデータは暗号化されてインターネットに
送信されます。SSL 暗号化を伴う HTTP は、Web ブラウザからスイッチを設定するような機能に、
セキュアな接続を提供します。シスコが実装するセキュア HTTP サーバおよび HTTP クライアン
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トでは、アプリケーション層の暗号化に SSL バージョン 3.0 を使用します。HTTP over SSL は、
HTTPS と省略されます（セキュアな接続の場合、URL が http://の代わりに https://で始まります）。

（注）

SSL は 1999 年に Transport Layer Security（TLS）に発展しましたが、このような特定のコンテ
キストでまだ使用されています。
セキュア HTTP サーバ（スイッチ）の主な役割は、指定のポート（デフォルトの HTTPS ポートは
443）で HTTPS 要求を待ち受けて、HTTP 1.1 Web サーバへその要求を渡すことです。HTTP 1.1
サーバはその要求を処理して、セキュア HTTP サーバへ応答（呼び出す）します。セキュア HTTP
サーバは HTTP 1.1 サーバの代わりに、元の要求に応えます。
セキュア HTTP クライアント（Web ブラウザ）の主な役割は、Cisco IOS アプリケーション要求に
応答して、そのアプリケーションが要求した HTTPS User Agent サービスを実行し、応答を（その
アプリケーションに）返すことです。

（注）

Cisco IOS XE Denali 16.3.1 以降では、HTTP サーバへの IPv6 ACL の接続に対するサポートが有
効になっています。Cisco IOS XE Denali 16.3.1 より前は、IPv4 ACL のサポートのみがセキュア
な HTTP サーバの設定に有効でした。 セキュアな HTTP サーバ用の設定 CLI を使用して、事
前設定された IPv6 および IPv4 ACL を HTTP サーバに接続できます。

CA のトラストポイント
認証局（CA）は、要求を認可して参加するネットワーク デバイスに証明書を発行します。これら
のサービスは、参加するデバイスに対する中央集中的なセキュリティ キーおよび証明書の管理を
提供します。特定の CA サーバはトラストポイントと呼ばれます。
接続が実行されると、HTTPS サーバは、トラストポイントとなる特定の CA から得た X.509v3 の
証明書を発行することで、セキュアな接続をクライアントに提供します。クライアント（通常、
Web ブラウザ）は、その証明書の認証に必要な公開キーを保有しています。
セキュア HTTP 接続には、CA のトラストポイントを設定することを強く推奨します。HTTPS サー
バを実行しているデバイスに CA のトラストポイントが設定されていないと、サーバは自身を認
証して必要な RSA のキーのペアを生成します。自身で認証した（自己署名）証明書は適切なセ
キュリティではないので、接続するクライアントはその証明書が自己証明書であることを通知し、
ユーザに接続の選択（確立または拒否）をさせる必要があります。この選択肢は内部ネットワー
ク トポロジ（テスト用など）に役立ちます。
CA のトラストポイントを設定していないと、セキュア HTTP 接続を有効にした場合、そのセキュ
ア HTTP サーバ（またはクライアント）に対する一時的または永続的な自己署名証明書が自動的
に生成されます。
• スイッチにホスト名とドメイン名が設定されてない場合、生成される自己署名証明書は一時
的なものです。スイッチを再起動すると、この一時的な自己署名証明書は失われ、新たに自
己署名証明書（一時的に）が割り当てられます。
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• スイッチにホスト名とドメイン名が設定されている場合、生成される自己署名証明書は永続
的なものです。この証明書は、スイッチを再起動しても、セキュア HTTP サーバを無効にし
ても有効のままです。そのため、再度セキュア HTTP 接続を有効にしたときに使用できま
す。

（注）

認証局およびトラストポイントは、個々のデバイスで設定する必要があります。他のデバイス
からコピーすると、それらはスイッチ上で無効になります。
新しい証明書を登録した場合、新しい設定の変更は、サーバが再起動するまで HTTPS サーバ
に適用されません。CLI を使用するか、または物理的な再起動によって、サーバを再起動でき
ます。サーバを再起動すると、スイッチは新しい証明書の使用を開始します。
自己署名証明書が生成された場合、その情報は show running-config 特権 EXEC コマンドで出力で
きます。自己署名証明書を表示するコマンドの出力（show running-config コマンド）を例として一
部示します。
Device# show running-config
Building configuration...
<output truncated>
crypto pki trustpoint TP-self-signed-3080755072
enrollment selfsigned
subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-3080755072
revocation-check none
rsakeypair TP-self-signed-3080755072
!
!
crypto ca certificate chain TP-self-signed-3080755072
certificate self-signed 01
3082029F 30820208 A0030201 02020101 300D0609 2A864886
59312F30 2D060355 04031326 494F532D 53656C66 2D536967
69666963 6174652D 33303830 37353530 37323126 30240609
02161743 45322D33 3535302D 31332E73 756D6D30 342D3335
30333031 30303030 35395A17 0D323030 31303130 30303030

F70D0101
6E65642D
2A864886
3530301E
305A3059

04050030
43657274
F70D0109
170D3933
312F302D

<output truncated>

自己署名証明書は、セキュア HTTP サーバを無効にして、no crypto pki trustpoint
TP-self-signed-30890755072 グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力することで削除で
きます。その後、セキュア HTTP サーバを再度有効にすると、自己署名証明書が新たに生成され
ます。

（注）

TP self-signed の後ろに表示されている値は、デバイスのシリアル番号によって異なります。
オプションのコマンド（ip http secure-client-auth）を使用すると、HTTPS サーバがクライアント
からの X.509v3 証明書を要求します。クライアントの認証は、サーバ自身の認証よりも高いセキュ
リティを提供します。
認証局の詳細については、『Cisco IOS Security Configuration Guide, Release 12.4』の「Configuring
Certification Authority Interoperability」の章を参照してください。
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CipherSuite
CipherSuite は暗号化アルゴリズムおよびダイジェスト アルゴリズムを指定して、SSL 接続に使用
します。HTTPS サーバに接続すると、クライアントの Web ブラウザは、サポート対象の CipherSuite
のリストを提供します。その後クライアントとサーバは、両方でサポートされている暗号化アル
ゴリズムで最適なものをリストから選択してネゴシエートします。たとえば、NetscapeCommunicator
4.76 は、米国のセキュリティ（RSA 公開キー暗号 MD2、MD5、RC2-CBC、RC4、DES-CBC、お
よび DES-EDE3-CBC）をサポートしています。
最適な暗号化には、128 ビット暗号化をサポートするクライアント ブラウザ（Microsoft Internet
Explorer バージョン 5.5 以降または Netscape Communicator バージョン 4.76 以降など）が必要です。
SSL_RSA_WITH_DES_CBC_SHA CipherSuite は、128 ビット暗号化を提供しないため、他の
CipherSuite よりもセキュリティが低くなります。
CipherSuite は、よりセキュリティが高く、複雑になればなるほど、わずかですが処理時間が必要
になります。次に、スイッチでサポートされる CipherSuite およびルータの処理負荷（速さ）によ
る CipherSuite のランク（速い順）を定義します。
1 SSL_RSA_WITH_DES_CBC_SHA：メッセージの暗号化に DES-CBC、およびメッセージ ダイ
ジェストに SHA を使用した RSA のキー交換（RSA 公開キー暗号化）
2 SSL_RSA_WITH_NULL_SHA：メッセージの暗号化に NULL、およびメッセージ ダイジェスト
に SHA を使用したキー交換（SSL 3.0 専用）。
3 SSL_RSA_WITH_NULL_MD5：メッセージの暗号化に NULL、およびメッセージ ダイジェスト
に MD5 を使用したキー交換（SSL 3.0 専用）。
4 SSL_RSA_WITH_RC4_128_MD5：RC4 128 ビット暗号化、およびメッセージ ダイジェストに
MD5 を使用した RSA のキー交換
5 SSL_RSA_WITH_RC4_128_SHA：RC4 128 ビット暗号化、およびメッセージ ダイジェストに
SHA を使用した RSA のキー交換
6 SSL_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA：メッセージの暗号化に 3DES と DES-EDE3-CBC、お
よびメッセージ ダイジェストに SHA を使用した RSA のキー交換（RSA 公開キー暗号化）
7 SSL_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA：AES 128 ビット暗号化、およびメッセージダイジェス
トに SHA を使用した RSA のキー交換（SSL 3.0 専用）。
8 SSL_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA：AES 256 ビット暗号化、およびメッセージダイジェス
トに SHA を使用した RSA のキー交換（SSL 3.0 専用）。
9 SSL_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA：AES 128 ビット暗号化、およびメッセージダイジェス
トに SHA を使用した RSA のキー交換（SSL 3.0 専用）。
10 SSL_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA：AES 256 ビット暗号化、およびメッセージダイジェス
トに SHA を使用した RSA のキー交換（SSL 3.0 専用）。
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（注）

Chrome の最新バージョンは 4 つの元の暗号スイートをサポートしません。そのため、Web GUI
とゲスト ポータル両方へのアクセスが拒否されます。
（暗号化およびダイジェスト アルゴリズムをそれぞれ指定して組み合わせた）RSA は、SSL 接続
においてキーの生成および認証の両方に使用されます。これは、CA のトラストポイントが設定さ
れているかどうかにかかわりません。

SSL のデフォルト設定
標準の HTTP サーバはイネーブルに設定されています。
SSL はイネーブルに設定されています。
CA のトラストポイントは設定されていません。
自己署名証明書は生成されていません。

SSL の設定時の注意事項
SSL をスイッチ クラスタで使用すると、SSL セッションがクラスタ コマンダで終了します。クラ
スタ メンバのスイッチは標準の HTTP で動作させる必要があります。
CA のトラストポイントを設定する前に、システム クロックが設定されていることを確認してく
ださい。クロックが設定されていないと、不正な日付により証明書が拒否されます。
スイッチ スタック内のスタック マスターで、SSL セッションが強制終了されます。

セキュア HTTP サーバおよびクライアントの設定方法
CA のトラストポイントの設定
セキュア HTTP 接続には、CA のトラストポイントを正式に設定することを推奨します。CA のト
ラストポイントは、自己署名証明書より高いセキュリティがあります。
CA のトラストポイントを設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

hostname hostname

スイッチのホスト名を指定します（以前ホスト名
を設定していない場合のみ必須）。ホスト名はセ
キュリティ キーと証明書に必要です。

例：
Device(config)# hostname
your_hostname

ステップ 3

ip domain-name domain-name
例：
Device(config)# ip domain-name
your_domain

ステップ 4

crypto key generate rsa
例：
Device(config)# crypto key
generate rsa

ステップ 5

crypto ca trustpoint name
例：

スイッチの IP ドメイン名を指定します（以前 IP
ドメイン名を設定していない場合のみ必須）。IP
ドメイン名はセキュリティ キーと証明書に必要
です。

（任意）RSA キー ペアを生成します。RSA キー
のペアは、スイッチの証明書を入手する前に必要
です。RSA キーのペアは自動的に生成されます。
必要であれば、このコマンドを使用してキーを再
生成できます。
CA のトラストポイントにローカルの設定名を指
定して、CA トラストポイント コンフィギュレー
ション モードを開始します。

Device(config)# crypto ca
trustpoint your_trustpoint

ステップ 6

enrollment url url

スイッチによる証明書要求の送信先の URL を指
定します。

例：
Device(ca-trustpoint)#
enrollment url
http://your_server:80

ステップ 7

enrollment http-proxy host-name （任意）HTTP プロキシ サーバを経由して CA か
port-number
ら証明書を入手するようにスイッチを設定しま
す。
例：
Device(ca-trustpoint)#
enrollment http-proxy
your_host 49

• host-name には、CA を取得するために使用
するプロキシ サーバを指定します。
• port-number には、CA にアクセスするために
使用するポート番号を指定します。
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

crlquery url

ピアの証明書が取り消されていないかを確認する
ために、証明書失効リスト（CRL）を要求するよ
うにスイッチを設定します。

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

ステップ 9

primary name
例：
Device(ca-trustpoint)# primary
your_trustpoint

ステップ 10

exit
例：

（任意）トラストポイントが CA 要求に対してプ
ライマリ（デフォルト）トラストポイントとして
使用されるように指定します。
• name には、設定したトラストポイントを指
定します。
CA トラストポイント コンフィギュレーション
モードを終了し、グローバル コンフィギュレー
ション モードに戻ります。

Device(ca-trustpoint)# exit

ステップ 11

crypto ca authentication name
例：

CA の公開キーを取得して CA を認証します。ス
テップ 5 で使用した名前と同じものを使用しま
す。

Device(config)# crypto ca
authentication your_trustpoint

ステップ 12

crypto ca enroll name
例：

指定した CA トラストポイントから証明書を取得
します。このコマンドは、各 RSA キーのペアに
対して 1 つの署名入りの証明書を要求します。

Device(config)# crypto ca
enroll your_trustpoint

ステップ 13

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

セキュア HTTP サーバの設定
セキュア HTTP サーバを設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

はじめる前に
証明に証明書の認証を使用する場合、前の手順を使用してスイッチの CA トラストポイントを設
定してから、HTTP サーバを有効にする必要があります。CA のトラストポイントを設定していな
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い場合、セキュア HTTP サーバを最初に有効にした時点で、自己署名証明書が生成されます。サー
バを設定した後、標準およびセキュア HTTP サーバ両方に適用するオプション（パス、適用する
アクセス リスト、最大接続数、またはタイムアウト ポリシー）を設定できます。
Web ブラウザを使用してセキュア HTTP 接続を確認するには、https://URL を入力します（URL は
IP アドレス、またはサーバ スイッチのホスト名）。デフォルト ポート以外のポートを設定してい
る場合、URL の後ろにポート番号も指定する必要があります。次に例を示します。

（注）

AES256_SHA2 はサポートされません。
https://209.165.129:1026

または
https://host.domain.com:1026

アクセス リスト（IPv4 ACL のみ）を指定するための従来の ip http access-class access-list-number
コマンドは廃止予定です。引き続きこのコマンドを使用して、HTTP サーバへのアクセスを許可
するアクセス リストを指定できます。2 つの新しいコマンドは、IPv4 および IPv6 ACL を指定す
るためのサポートを有効にするために導入されました。これらは、IPv4 ACL を指定するための ip
http access-class ipv4 access-list-name | access-list-number と、IPv6 ACL を指定するための ip http
access-class ipv6 access-list-name です。警告メッセージの受信を防ぐために、新しい CLI の使用を
お勧めします。
アクセス リストを指定する際は、次の考慮事項があります。
• 存在しないアクセス リストを指定すると、設定は実行されますが、次の警告メッセージを受
信します。
ACL being attached does not exist, please configure it
• HTTP サーバにアクセス リストを指定するために ip http access-class コマンドを使用すると、
次の警告メッセージが表示されます。
This CLI will be deprecated soon, Please use new CLI ip http
access-class ipv4/ipv6 <access-list-name>| <access-list-number>
• ip http access-class ipv4 access-list-name | access-list-number または ip http access-class ipv6
access-list-name を使用する場合、ip http access-class を使用してアクセス リストがすでに設定
されていると、次の警告メッセージが表示されます。
Removing ip http access-class <access-list-number>
ip http access-class access-list-number と ip http access-class ipv4 access-list-name | access-list-number
は同じ機能を共有します。コマンドを実行するごとに、その前のコマンドのコンフィギュレーショ
ンは上書きされます。2 つのコマンドの設定間の次の組み合わせによって、実行コンフィギュレー
ションへの影響が説明されます。
• ip http access-class access-list-number がすでに設定されている場合、ip http access-class ipv4
access-list-number コマンドを使用して設定しようとすると、ip http access-class access-list-number
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の設定が削除され、ip http access-class ipv4 access-list-number の設定が実行コンフィギュレー
ションに追加されます。
• ip http access-class access-list-number がすでに設定されている場合、ip http access-class ipv4
access-list-name コマンドを使用して設定しようとすると、ip http access-class access-list-number
の設定が削除され、ip http access-class ipv4 access-list-name の設定が実行コンフィギュレー
ションに追加されます。
• ip http access-class ipv4 access-list-number がすでに設定されている場合、ip http access-class
access-list-name を使用して設定しようとすると、ip http access-class ipv4 access-list-number の
設定がコンフィギュレーションから削除され、ip http access-class access-list-name の設定が実
行コンフィギュレーションに追加されます。
• ip http access-class ipv4 access-list-name がすでに設定されている場合、ip http access-class
access-list-number を使用して設定しようとすると、ip http access-class ipv4 access-list-name の
設定がコンフィギュレーションから削除され、ip http access-class access-list-number の設定が
実行コンフィギュレーションに追加されます。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

show ip http server status

（任意）HTTP サーバのステータスを表示して、セ
キュア HTTP サーバの機能がソフトウェアでサポー
トされているかどうかを判断します。出力で、次の
ラインのどちらかを確認してください。

例：
Device# show ip http server
status

HTTP secure server capability: Present

または
HTTP secure server capability: Not present

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ip http secure-server
例：

HTTPS サーバがディセーブルの場合、イネーブル
にします。HTTPS サーバは、デフォルトでイネー
ブルに設定されています。

Device(config)# ip http
secure-server
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コマンドまたはアクション
ステップ 4

目的

ip http secure-port port-number （任意）HTTPS サーバに使用するポート番号を指
定します。デフォルトのポート番号は 443 です。
例：
443 または 1025 ～ 65535 の範囲で指定できます。
Device(config)# ip http
secure-port 443

ステップ 5

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

（任意）HTTPS 接続の暗号化に使用する CipherSuite
（暗号化アルゴリズム）を指定します。特定の
CipherSuite を指定する理由がなければ、サーバとク
ライアントが、両方がサポートする CipherSuite で
ネゴシエートするように設定します。これはデフォ
ルトです。

Device(config)# ip http
secure-ciphersuite
rc4-128-md5

ステップ 6

ip http secure-client-auth
例：
Device(config)# ip http
secure-client-auth

ステップ 7

ip http secure-trustpoint name
例：

ステップ 8

X.509v3 セキュリティ証明書の取得およびクライア
ントの証明書接続の認証に使用する CA のトラスト
ポイントを指定します。
このコマンドの使用は、前の手順に従っ
て CA のトラストポイントをすでに設定
しているという前提を踏まえて説明して
います。

Device(config)# ip http
secure-trustpoint
your_trustpoint

（注）

ip http path path-name

（任意）HTML ファイルのベースとなる HTTP パス
を設定します。パスは、ローカル システムにある
HTTP サーバ ファイルの場所を指定します（通常、
システムのフラッシュ メモリを指定します）。

例：
Device(config)# ip http path
/your_server:80

ステップ 9

（任意）HTTP サーバを設定して、接続処理の間、
認証のために、クライアントからの X.509v3 証明書
を要求します。デフォルトでは、クライアントが
サーバからの証明書を要求する設定になっています
が、サーバはクライアントを認証しないようになっ
ています。

ip http access-class
access-list-number

（任意）HTTP サーバへのアクセスの許可に使用す
るアクセス リストを指定します。

例：
Device(config)# ip http
access-class 2

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
1640

OL-30686-01-J

セキュア HTTP サーバおよびクライアントの設定方法

ステップ 10

コマンドまたはアクション

目的

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

（任意）HTTP サーバへのアクセスの許可に使用す
るアクセス リストを指定します。

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

ステップ 11

ip http max-connections value
例：
Device(config)# ip http
max-connections 4

ステップ 12

（任意）HTTP サーバへの同時最大接続数を指定し
ます。値は 10 以上にすることを推奨します。これ
は、UI が想定どおりに機能するために必要な値で
す。

ip http timeout-policyidle
（任意）指定の状況下における、HTTP サーバへの
secondslife secondsrequests value 接続最大時間を指定します。
例：
Device(config)# ip http
timeout-policy idle 120 life
240 requests 1

• idle：データの受信がないか、応答データが送
信できない場合の最大時間。指定できる範囲
は 1 ～ 600 秒です。デフォルト値は 180 秒（3
分）です。
• life：接続を確立している最大時間。指定でき
る範囲は 1 ～ 86400 秒（24 時間）です。デフォ
ルト値は 180 秒です。
• requests：永続的な接続で処理される要求の最
大数。最大値は 86400 です。デフォルトは 1
です。

ステップ 13

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

セキュア HTTP クライアントの設定
セキュア HTTP クライアントを設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

はじめる前に
標準の HTTP クライアントおよびセキュア HTTP クライアントは常にイネーブルです。証明書の
認証にはセキュア HTTP クライアントの証明書が必要です。次の手順では、前の手順で CA のト
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ラストポイントをスイッチに設定していることを前提にしています。CA のトラストポイントが設
定されておらず、リモートの HTTPS サーバがクライアントの認証を要求した場合、セキュア HTTP
クライアントへの接続は失敗します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

ip http client secure-trustpoint
name
例：
Device(config)# ip http client
secure-trustpoint
your_trustpoint

ステップ 3

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

（任意）リモートの HTTP サーバがクライアント認
証を要求した場合に使用する、CA のトラストポイ
ントを指定します。このコマンドの使用は、前の手
順を使用して CA のトラストポイントをすでに設定
しているという前提を踏まえて説明しています。ク
ライアント認証が必要ない場合、またはプライマリ
のトラストポイントがすでに設定されている場合
は、このコマンドは任意です。
（任意）HTTPS 接続の暗号化に使用する CipherSuite
（暗号化アルゴリズム）を指定します。特定の
CipherSuite を指定する理由がなければ、サーバと
クライアントが、両方がサポートする CipherSuite
でネゴシエートするように設定します。これはデ
フォルトです。

Device(config)# ip http client
secure-ciphersuite
rc4-128-md5

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

セキュア HTTP サーバおよびクライアントのステータスのモニタリン
グ
SSL セキュア サーバおよびクライアントのステータスをモニタするには、次の表の特権 EXEC コ
マンドを使用します。
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表 127：SSL セキュア サーバおよびクライアントのステータスを表示するコマンド

コマンド

目的

show ip http client secure status

セキュア HTTP クライアントの設定を表示しま
す。

show ip http server secure status

セキュア HTTP サーバの設定を表示します。

show running-config

セキュア HTTP 接続に対して生成された自己署
名証明書を表示します。

セキュア シェルの設定に関するその他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

セッション アウェアなネットワーキングに対す 『Session Aware Networking Configuration Guide,
るアイデンティティ コントロール ポリシーお Cisco IOS XE Release 3SE (Catalyst 3850
よびアイデンティティ サービス テンプレート Switches)』
の設定。
RADIUS、TACACS+、Secure Shell、802.1x およ 『Securing User Services Configuration Guide
Library, Cisco IOS XE Release 3SE (Catalyst 3850
び AAA の設定。
Switches)』

エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

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

標準および RFC
標準/RFC

Title

なし
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MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

シスコのテクニカル サポート
Link

説明

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

Secure Socket Layer HTTP に関する機能情報
リリース

機能情報

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
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• 機能情報の確認, 1645 ページ
• IPv4 アクセス コントロール リストを設定するための前提条件, 1645 ページ
• IPv4 アクセス コントロール リストの設定に関する制約事項, 1646 ページ
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

IPv4 アクセス コントロール リストを設定するための前提条件
ここでは、アクセス コントロール リスト（ACL）によるネットワーク セキュリティの設定の前
提条件を示します。
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• LAN ベース フィーチャ セットが実行しているスイッチでは、VLAN マップはサポートされ
ません。

IPv4 アクセス コントロール リストの設定に関する制約事項
一般的なネットワーク セキュリティ
次は、ACL によるネットワーク セキュリティの設定の制約事項です。
• 番号付き ACL で使用できるすべてのコマンドが名前付き ACL でも使用できるわけではあり
ません。インターフェイスのパケット フィルタおよびルート フィルタ用の ACL では、名前
を使用できます。また、VLAN マップでも名前を指定できます。
• 標準 ACL と拡張 ACL に同じ名前は使用できません。
• appletalk は、コマンドラインのヘルプ ストリングに表示されますが、deny および permit
MAC アクセス リスト コンフィギュレーション モード コマンドの一致条件としてサポート
されていません。
• ACL ワイルドカードは、ダウンストリーム クライアント ポリシーではサポートされていま
せん。
IPv4 ACL ネットワーク インターフェイス
次の制限事項が、ネットワーク インターフェイスへの IPv4 ACL に適用されます。
• インターフェイスへのアクセスを制御する場合、名前付き ACL または番号付き ACL を使用
できます。
• VLAN に属しているレイヤ 2 インターフェイスに ACL を適用した場合、レイヤ 2（ポート）
ACL は VLAN インターフェイスに適用された入力方向のレイヤ 3 ACL、または VLAN に適
用された VLAN マップよりも優先します。
• レイヤ 3 インターフェイスに ACL が適用され、スイッチ上でルーティングがイネーブルに
なっていない場合は、SNMP、Telnet、Web トラフィックなど、CPU で処理されるパケット
だけがフィルタリングされます。
• パケットをフィルタリングするために preauth_ipv4_acl ACL が設定されている場合、ACL は
認証後に削除されます。
• レイヤ 2 インターフェイスに ACL を適用する場合、ルーティングをイネーブルにする必要
はありません。
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（注）

パケットがレイヤ 3 インターフェイスのアクセス グループによって拒否された場合、デフォ
ルトでは、ルータは ICMP 到達不能メッセージを送信します。アクセスグループによって拒否
されたこれらのパケットはハードウェアでドロップされず、スイッチの CPU にブリッジング
されて、ICMP 到達不能メッセージを生成します。ポート ACL は ICMP 到達不能メッセージを
生成しません。ICMP 到達不能メッセージは、ルータ ACL で no ip unreachables インターフェ
イス コマンドを使用してディセーブルにできます。

レイヤ 2 インターフェイスの MAC ACL
MAC ACL を作成し、それをレイヤ 2 インターフェイスに適用すると、そのインターフェイスに
着信する非 IP トラフィックをフィルタリングできます。MAC ACL を適用するときには、次の注
意事項に留意してください。
• 同じレイヤ 2 インターフェイスには、IP アクセス リストと MAC アクセス リストを 1 つずつ
しか適用できません。IP アクセス リストは IP パケットだけをフィルタリングし、MAC アク
セス リストは非 IP パケットをフィルタリングします。
• 1 つのレイヤ 2 インターフェイスに適用できる MAC アドレス リストは 1 つだけです。すで
に MAC ACL が設定されているレイヤ 2 インターフェイスに MAC アクセス リストを適用す
ると、設定済みの ACL が新しい ACL に置き換えられます。

（注）

mac access-group インターフェイス コンフィギュレーション コマンドは、物理レイヤ 2 イン
ターフェイスに適用される場合のみ有効です。このコマンドは、EtherChannel ポート チャネル
では使用できません。

IP アクセス リスト エントリ シーケンス番号
• この機能は、ダイナミック アクセス リスト、再帰アクセス リスト、またはファイアウォー
ル アクセス リストをサポートしていません。
関連トピック
インターフェイスへの IPv4 ACL の適用, （1675 ページ）
IPv4 ACL のインターフェイスに関する注意事項, （1662 ページ）
名前付き MAC 拡張 ACL の作成, （1676 ページ）
レイヤ 2 インターフェイスへの MAC ACL の適用, （1678 ページ）
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ACL によるネットワーク セキュリティに関する情報
この章では、アクセス コントロール リスト（ACL）を使用して、スイッチのネットワーク セキュ
リティを設定する方法について説明します。コマンドや表では、ACLをアクセス リストと呼ぶこ
ともあります。

Cisco TrustSec および ACL
IP ベース フィーチャ セットまたは IP サービス フィーチャ セットが稼働する Catalyst 3850 スイッ
チでは、Cisco TrustSec Security Group Tag（SCT）Exchange Protocol（SXP）もサポートされます。
この機能は、IP アドレスに対してではなく、デバイスのグループに対して ACL ポリシーを定義す
るセキュリティ グループ アクセス コントロール リスト（SGACL）をサポートします。SXP 制御
プロトコルは、ハードウェアをアップグレードせずに SCT によってパケットをタギングするため
のプロトコルで、Cisco TrustSec ドメイン エッジにあるアクセス レイヤ デバイスと、Cisco TrustSec
ドメイン内の配信レイヤ デバイスの間で実行されます。Catalyst 3850 スイッチは Cisco TrustSec
ネットワーク内のアクセス レイヤ スイッチとして動作します。
SXP のセクションでは、Catalyst 3850 スイッチでサポートされる機能を定義します。

ACL の概要
パケットフィルタリングは、ネットワークトラフィックを限定し、特定のユーザまたはデバイス
によるネットワークの使用を制限するうえで役立ちます。ACL はルータまたはスイッチを通過す
るトラフィックをフィルタリングし、特定のインターフェイスまたは VLAN（仮想 LAN）でパ
ケットを許可、または拒否します。ACL は、パケットに適用される許可条件および拒否条件の順
序付けられた集まりです。パケットがインターフェイスに着信すると、スイッチはパケット内の
フィールドを適用される ACL と比較し、アクセス リストに指定された基準に基づいて、パケッ
トが転送に必要な権限を持っているかどうかを確認します。アクセス リスト内の条件を 1 つずつ
調べ、パケットをテストします。最初に一致した条件によって、スイッチがパケットを受け入れ
るか拒否するかが決定されます。スイッチは最初に一致した時点でテストを中止するので、リス
トに条件を指定する順序が重要です。一致する条件がない場合、スイッチはパケットを拒否しま
す。スイッチは、制限条件がない場合はパケットを転送し、制限条件がある場合はパケットをド
ロップします。スイッチは、VLAN 内でブリッジングされるパケットを含めて、転送されるすべ
てのパケットに ACL を使用します。
ネットワークに基本的なセキュリティを導入する場合は、ルータまたはレイヤ 3 スイッチにアク
セス リストを設定します。ACLを設定しなければ、スイッチを通過するすべてのパケットがネッ
トワークのあらゆる部分で許可される可能性があります。ACL を使用すると、ネットワークの場
所ごとにアクセス可能なホストを制御したり、ルータ インターフェイスで転送またはブロックさ
れるトラフィックの種類を決定したりできます。たとえば、電子メール トラフィックの転送を許
可し、Telnet トラフィックの転送を拒否することもできます。ACL を着信トラフィック、発信ト
ラフィック、またはその両方をブロックするように設定することもできます。
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アクセス コントロール エントリ
ACL には、アクセス コントロール エントリ（ACE）の順序付けられたリストが含まれています。
各 ACE には、permit または deny と、パケットが ACE と一致するために満たす必要のある一連の
条件を指定します。permit または deny の意味は、ACL が使用されるコンテキストによって変わり
ます。

ACL でサポートされるタイプ
スイッチは、IP ACL とイーサネット（MAC）ACL をサポートしています。
• IP ACL は、TCP、ユーザ データグラム プロトコル（UDP）、インターネット グループ管理
プロトコル（IGMP）、およびインターネット制御メッセージ プロトコル（ICMP）などの
IPv4 トラフィックをフィルタリングします。
• イーサネット ACL は非 IP トラフィックをフィルタリングします。
このスイッチは、Quality of Service（QoS）分類 ACL もサポートしています。

サポートされる ACL
スイッチでは、トラフィックをフィルタリングするために、次に示す 3 種類の ACL がサポートさ
れています。
• ポート ACL は、レイヤ 2 インターフェイスに入るトラフィックをアクセス コントロールし
ます。IPv4 と MAC どちらのアクセス リスト タイプのどの方向に対してでも、レイヤ 2 イン
ターフェイスにポート ACL を適応できます。
• ルータ ACL は、VLAN 間でルーティングされたトラフィックのアクセスを制御し、レイヤ
3 インターフェイスで特定の方向（着信または発信）に適用されます。
• VLAN ACL または VLAN マップは、すべてのパケット（ブリッジド パケットおよびルーテッ
ド パケット）のアクセスを制御します。VLAN マップを使用すると、同じ VLAN 内のデバ
イス間で転送されるトラフィックをフィルタリングできます。VLAN マップは、IPv4 のレイ
ヤ 3 アドレスに基づいてアクセス コントロールするように設定されています。イーサネット
ACE を使用すると MAC アドレスにより、サポートされていないプロトコルがアクセス コン
トロールされます。VLAN マップを VLAN に適用すると、VLAN に入るすべてのパケット
（ルーテッド パケットまたはブリッジド パケット）が VLAN マップと照合されます。パケッ
トは、スイッチ ポートを介して、または、ルーティングされたパケットの場合、ルーテッド
ポートを介して、VLAN に入ることができます。

ACL 優先順位
VLAN マップ、ポート ACL、およびルータ ACL が同じスイッチに設定されている場合、入力ト
ラフィックの場合のフィルタの優先順位は上からポート ACL、VLAN マップ、およびルータ ACL
です。出力トラフィックの場合、フィルタの優先順位は、ルータ ACL、VLAN マップ、ポート
ACL です。
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次の例で、簡単な使用例を説明します。
• 入力ポート ACL と VLAN マップが両方とも適用されている場合に、ポート ACL が適用され
たポートにパケットが着信すると、このパケットはポート ACL によってフィルタリングさ
れます。その他のパケットは、VLAN マップによってフィルタリングされます。
• スイッチ仮想インターフェイス（SVI）に入力ルータ ACL および入力ポート ACL が設定さ
れている場合に、ポート ACL が適用されているポートにパケットが着信すると、このパケッ
トはポート ACL によってフィルタリングされます。他のポートで受信した着信のルーティ
ング IP パケットには、ルータ ACL のフィルタが適用されます。他のパケットはフィルタリ
ングされません。
• SVI に出力ルータ ACL および入力ポート ACL が設定されている場合に、ポート ACL が適用
されているポートにパケットが着信すると、このパケットはポート ACL によってフィルタ
リングされます。発信するルーティング IP パケットには、ルータ ACL のフィルタが適用さ
れます。他のパケットはフィルタリングされません。
• SVI に VLAN マップ、入力ルータ ACL、および入力ポート ACL が設定されている場合に、
ポート ACL が適用されているポートにパケットが着信すると、このパケットはポート ACL
だけによってフィルタリングされます。他のポートで受信した着信のルーティング IP パケッ
トには、VLAN マップおよびルータ ACL のフィルタが適用されます。他のパケットには、
VLAN マップのフィルタだけが適用されます。
• SVI に VLAN マップ、出力ルータ ACL、および入力ポート ACL が設定されている場合に、
ポート ACL が適用されているポートにパケットが着信すると、このパケットはポート ACL
だけによってフィルタリングされます。発信するルーティング IP パケットには、VLAN マッ
プおよびルータ ACL のフィルタが適用されます。他のパケットには、VLAN マップのフィ
ルタだけが適用されます。
関連トピック
IPv4 アクセス コントロール リストの設定に関する制約事項, （1646 ページ）

ポート ACL
ポート ACL は、スイッチのレイヤ 2 インターフェイスに適用される ACL です。ポート ACL を使
用できるのは、物理インターフェイスだけです。EtherChannel インターフェイスでは使用できま
せん。ポート ACLは、アウトバウンドおよびインバウンド方向のインターフェイスに適用できま
す。次のアクセス リストがサポートされています。
• 送信元アドレスを使用する IP アクセス リスト
• 送信元および宛先のアドレスと任意でプロトコル タイプ情報を使用できる拡張 IP アクセス
リスト
• 送信元および宛先の MAC アドレスと任意でプロトコル タイプ情報を使用できる MAC 拡張
アクセス リスト
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スイッチは、インターフェイス上の ACL を調べ、パケットが ACL 内のエントリとどのように一
致するかに基づいてパケットの転送を許可または拒否します。このように、ACL がネットワーク
またはネットワークの部分へのアクセスを制御します。
次に、すべてのワークステーションが同じ VLAN にある場合にポート ACL を使用してネットワー
クへのアクセスを制御する例を示します。レイヤ 2 の着信方向に適用された ACL は、ホスト A
がヒューマン リソース ネットワークにアクセスすることを許可しますが、ホスト B が同一のネッ
トワークにアクセスすることは拒否します。ポート ACL は、着信方向のレイヤ 2 インターフェイ
スだけに適用できます。
図 75：ACL によるネットワーク内のトラフィックの制御

ポート ACL をトランク ポートに適用すると、ACL はそのトランク ポート上のすべての VLAN で
トラフィックをフィルタリングします。ポート ACL を音声 VLAN ポートに適用すると、ACL は
データ VLAN と音声 VLAN の両方でトラフィックをフィルタリングします。
ポート ACL では、IP アクセス リストを使用して IP トラフィックをフィルタリングでき、MAC
アドレスを使用して非 IP トラフィックをフィルタリングできます。同じレイヤ 2 インターフェイ
ス上で IP トラフィックと非 IP トラフィックの両方をフィルタリングするには、そのインターフェ
イスに IP アクセス リストと MAC アクセス リストの両方を適用します。

（注）

レイヤ 2 インターフェイスに適用できるのは、IP アクセス リスト 1 つと MAC アクセス リス
ト 1 つだけです。すでに IP アクセス リストまたは MAC アクセス リストが設定されているレ
イヤ 2 インターフェイスに、新しい IP アクセス リストまたは MAC アクセス リストを適用す
ると、前に設定した ACL が新しい ACL に置き換わります。
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ルータ ACL
VLAN へのレイヤ 3 インターフェイスであるスイッチ仮想インターフェイス（SVI）、物理層 3 イ
ンターフェイス、およびレイヤ 3 EtherChannel インターフェイスに、ルータ ACL を適用できま
す。ルータ ACL はインターフェイスの特定の方向（着信または発信）に対して適用されます。1
つのインターフェイスの方向ごとに、ルータ ACL を 1 つ適用できます。
スイッチは、IPv4 トラフィックの次のアクセス リストをサポートしています。
• 標準 IP アクセス リストでは、照合操作に送信元アドレスを使用します。
• 拡張 IP アクセス リストは、送信元アドレス、宛先アドレス、およびオプションのプロトコ
ル タイプ情報を使用して一致処理を行います。
ポート ACLの場合と同様、スイッチはインターフェイスに設定されている機能に関連付けられて
いる ACL が照合されます。 パケットがスイッチのインターフェイスに着信すると、そのインター
フェイスに設定されているすべての着信機能に対応する ACL が照合されます。パケットがルー
ティングされてからネクスト ホップに転送されるまでの間に、出力インターフェイスに設定され
た発信機能に対応するすべての ACL が照合されます。
ACL は ACL 内のエントリとパケットの一致結果に応じて、パケット転送を許可するか、拒否す
るかを決めます。ACL を使用すると、ネットワーク全体またはネットワークの一部に対するアク
セス コントロールが行えます。

VLAN マップ
VLAN ACL または VLAN マップは、VLAN 内のネットワーク トラフィックを制御するために使
用されます。スイッチまたはスイッチ スタックの VLAN 内でブリッジングされるすべてのパケッ
トに VLAN マップを適用できます。VACL は、セキュリティ パケット フィルタリングおよび特
定の物理インターフェイスへのトラフィックのリダイレクトだけを目的としたものです。VACL
は方向（入力または出力）で定義されることはありません。
すべての非 IP プロトコルは、MAC VLAN マップを使用して、MAC アドレスおよび Ethertype に
よってアクセス コントロールされます（IP トラフィックは、MAC VACL マップではアクセス制
御されません）。VLAN マップはスイッチを通過するパケットにだけ適用できます。ハブ上また
はこのスイッチに接続された別のスイッチ上のホスト間のトラフィックには、VLAN マップを適
用させることができません。
VLAN マップを使用すると、マップに指定されたアクションに基づいてパケットの転送が許可ま
たは拒否されます。
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次に、VLAN マップを適用して、特定のトラフィック タイプを VLAN 10 のホスト A から転送で
きないように設定する例を示します。各 VLAN には、VLAN マップを 1 つだけ適用できます。
図 76：VLAN マップによるトラフィックの制御

ACE およびフラグメント化されるトラフィックとフラグメント化されていないトラ
フィック
IPパケットは、ネットワークを通過するときにフラグメント化されることがあります。その場合、
TCP または UDP ポート番号や ICMP タイプおよびコードなどのレイヤ 4 情報は、パケットの最初
の部分があるフラグメントだけに含まれます。他のフラグメントには、この情報はありません。
アクセス コントロール エントリ（ACE）には、レイヤ 4 情報をチェックしないため、すべてのパ
ケット フラグメントに適用されるものがあります。レイヤ 4 情報を調べる ACE は、フラグメン
ト化された IP パケットのほとんどのフラグメントに標準的な方法では適用できません。フラグメ
ントにレイヤ 4 情報が含まれておらず、ACE が一部のレイヤ 4 情報をチェックする場合、一致
ルールは次のように変更されます。
• フラグメント内のレイヤ 3 情報（TCP や UDP などのプロトコル タイプを含む）をチェック
する許可 ACE は、含まれていないレイヤ 4 情報の種類にかかわらず、フラグメントと一致
すると見なされます。

（注）

L4 Ops をともなう ACE の TCP では、フラグメント化パケットは RFC 1858 ご
とにドロップします。

• レイヤ 4 情報をチェックする拒否 ACE は、フラグメントにレイヤ 4 情報が含まれていない
限り、フラグメントと一致しません。

ACE およびフラグメント化されたトラフィックとフラグメント化されていないトラフィックの例
次のコマンドで構成され、フラグメント化された 3 つのパケットに適用されるアクセス リスト
102 を例に取って説明します。
Device(config)# access-list 102 permit tcp any host 10.1.1.1 eq smtp
Device(config)# access-list 102 deny tcp any host 10.1.1.2 eq telnet
Device(config)# access-list 102 permit tcp any host 10.1.1.2
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Device(config)# access-list 102 deny tcp any any

（注）

最初の 2 つの ACE には宛先アドレスの後に eq キーワードがありますが、これは既知の TCP
宛先ポート番号がそれぞれシンプル メール転送プロトコル（SMTP）および Telnet と一致する
かどうかをチェックすることを意味します。
• パケット A は、ホスト 10.2.2.2 のポート 65000 からホスト 10.1.1.1 の SMTP ポートに送信さ
れる TCP パケットです。このパケットがフラグメント化された場合、レイヤ 4 情報がすべて
揃っているため、完全なパケットである場合と同じように最初のフラグメントが最初の ACE
（permit）と一致します。残りのフラグメントも最初の ACE と一致します。これは、それら
のフラグメントに SMTP ポート情報が含まれていなくても、最初の ACE が適用されたとき
にレイヤ 3 情報だけをチェックするからです。この例の情報は、パケットが TCP であること
と、宛先が 10.1.1.1 であることです。
• パケット B は、ホスト 10.2.2.2 のポート 65001 からホスト 10.1.1.2 の Telnet ポートに送信さ
れます。このパケットがフラグメント化された場合、レイヤ 3 情報とレイヤ 4 情報がすべて
揃っているため、最初のフラグメントが 2 つめの ACE（deny）と一致します。残りのフラグ
メントは、レイヤ 4 情報が含まれていないため、2 つめの ACE と一致しません。残りのフラ
グメントは 3 つめの ACE（permit）と一致します。
最初のフラグメントが拒否されたため、ホスト 10.1.1.2 は完全なパケットを再構成できず、
その結果、パケット B は拒否されます。ただし、以降の許可されたフラグメントがネット
ワークの帯域幅を使用し、ホスト 10.1.1.2 がパケットを再構成しようとするときにホストの
リソースが消費されます。
• フラグメント化されたパケット C は、ホスト 10.2.2.2 のポート 65001 からホスト 10.1.1.3 の
ポート ftp に送信されます。このパケットがフラグメント化された場合、最初のフラグメン
トが 4 つめの ACE（deny）と一致します。ACE はレイヤ 4 情報をチェックせず、すべてのフ
ラグメントのレイヤ 3 情報に宛先がホスト 10.1.1.3 であることが示され、前の permit ACE は
異なるホストをチェックしていたため、他のフラグメントもすべて 4 つめの ACE と一致し
ます。

ACL とスイッチ スタック
スイッチ スタックの ACL サポートは、スタンドアロン スイッチと同じです。ACL の構成情報
は、スタック内のすべてのスイッチに送信されます。アクティブ スイッチを含むスタック内のす
べてのスイッチでは、情報が処理され、ハードウェアがプログラムされます。

アクティブ スイッチおよび ACL の機能
アクティブ スイッチにより、次の ACL 機能が実行されます。
• ACL 構成情報が処理され、情報がすべてのスタック メンバに送信されます。
• ACL 情報は、スタックに加入しているすべてのスイッチに配信されます。
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• （たとえば、十分なハードウェア リソースがないなど）何らかの理由で、ソフトウェアに
よってパケットが送信される必要がある場合、ACL をパケットに適用後にのみ、アクティブ
スイッチによってパケットが転送されます。
• そのハードウェアは、処理する ACL 情報でプログラムされます。

スタック メンバおよび ACL の機能
スタック メンバにより、次の ACL 機能が実行されます。
• スタック メンバでは、アクティブ スイッチから ACL 情報を受信し、ハードウェアがプログ
ラムされます。
• スタンバイ スイッチとして設定されたスタック メンバがアクティブ スイッチが失敗したイ
ベント内のアクティブ スイッチ機能を実行します。

アクティブ スイッチの障害および ACL
アクティブとスタンバイの両方のスイッチに ACL 情報があります。アクティブ スイッチに障害
が発生すると、スタンバイが役割を引き継ぎます。新しいアクティブ スイッチにより、すべての
スタック メンバーに ACL 情報が配信されます。

標準 IPv4 ACL および拡張 IPv4 ACL
ここでは、IP ACL について説明します。
ACLは、許可条件と拒否条件の順序付けられた集まりです。スイッチは、アクセス リスト内の条
件を 1 つずつ調べ、パケットをテストします。最初に一致した条件によって、スイッチがパケッ
トを受け入れるか拒否するかが決定されます。スイッチは一致する最初の条件が見つかった時点
でパケットのテストを停止するため、条件の順序が重要な意味を持ちます。一致する条件がない
場合、スイッチはパケットを拒否します。
このソフトウェアは、IPv4 について次の ACL（アクセス リスト）をサポートします。
• 標準 IP アクセス リストでは、照合操作に送信元アドレスを使用します。
• 拡張 IP アクセス リストでは、照合操作に送信元アドレスと宛先アドレスを使用し、任意で
プロトコル タイプ情報を使用して制御のきめ細かさを高めることもできます。

IPv4 ACL スイッチでサポートされていない機能
このスイッチで IP v4ACL を設定する手順は、他の Cisco スイッチやルータで IP v4ACL を設定す
る手順と同じです。
以下の ACL 関連の機能はサポートされていません。
• 非 IP プロトコル ACL
• IP アカウンティング
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• 再帰 ACL およびダイナミック ACL はサポートされていません。

アクセス リスト番号
ACL を識別するために使用する番号は、作成するアクセス リストのタイプを表します。
次の一覧に、アクセス リスト番号と対応するアクセス リスト タイプを挙げ、このスイッチでサ
ポートされているかどうかを示します。このスイッチは、IPv4 標準アクセス リストおよび拡張ア
クセス リスト（1 ～ 199 および 1300 ～ 2699）をサポートします。
表 128：アクセス リスト番号

アクセス リスト番号

タイプ

サポートあり

1 ～ 99

IP 標準アクセス リスト

Yes

100 ～ 199

IP 拡張アクセス リスト

Yes

200 ～ 299

プロトコル タイプコード アクセス リスト

なし

300 ～ 399

DECnet アクセス リスト

なし

400 ～ 499

XNS 標準アクセス リスト

なし

500 ～ 599

XNS 拡張アクセス リスト

なし

600 ～ 699

AppleTalk アクセス リスト

なし

700 ～ 799

48 ビット MAC アドレス アクセス リスト

なし

800 ～ 899

IPX 標準アクセス リスト

なし

900 ～ 999

IPX 拡張アクセス リスト

なし

1000 ～ 1099

IPX SAP アクセス リスト

なし

1100 ～ 1199

拡張 48 ビット MAC サマリー アドレス アクセス リ なし
スト

1200 ～ 1299

IPX サマリー アドレス アクセス リスト

なし

1300 ～ 1999

IP 標準アクセス リスト（拡張範囲）

Yes

2000 ～ 2699

IP 拡張アクセス リスト（拡張範囲）

Yes
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番号付き標準 ACL および番号付き拡張 ACL に加え、サポートされる番号を使用して名前付き標
準 ACL および名前付き拡張 ACL も作成できます。標準 IP ACL の名前は 1 ～ 99 で、拡張 IP ACL
の名前は 100 ～ 199 です。番号付きリストの代わりに名前付き ACL を使用することには、エント
リを個別に削除できるという利点があります。

番号付き標準 IPv4 ACL
ACL を作成するときには、ACL の末尾にデフォルトで暗黙的な deny ステートメントが追加され、
ACL の終わりに到達するまで一致する条件が見つからなかったすべてのパケットに適用されるこ
とに注意してください。標準アクセス リストでは、関連付けられた IP ホスト アドレス ACL の指
定からマスクを省略すると、0.0.0.0 がマスクと見なされます。
スイッチは、host 一致条件があるエントリと don't care マスク 0.0.0.0 を含む一致条件があるエン
トリがリストの先頭に移動し、0 以外の don't care マスクを含むエントリよりも前に位置するよう
に、標準アクセス リストの順序を書き換えます。そのため、show コマンドの出力やコンフィギュ
レーション ファイルでは、ACE が必ずしも入力されたとおりの順序で配置されません。
作成した番号付き標準 IPv4 ACL を VLAN、端末回線、またはインターフェイスに適用できます。

番号付き拡張 IPv4 ACL
標準 ACL では照合に送信元アドレスだけを使用しますが、拡張 ACL では、照合操作に送信元ア
ドレスと宛先アドレスを使用でき、任意でプロトコル タイプ情報を使用して制御のきめ細かさを
高めることができます。番号付き拡張アクセス リストの ACE を作成するときには、作成した ACE
がリストの末尾に追加されることに注意してください。番号付きリストでは、ACE の順序を変更
したり、リスト内の特定の場所に対して ACE を追加または削除したりできません。
このスイッチは、ダイナミックまたはリフレクシブアクセスリストをサポートしていません。ま
た、タイプ オブ サービス（ToS）の minimize-monetary-cost ビットに基づくフィルタリングもサ
ポートしていません。
一部のプロトコルには、特定のパラメータやキーワードも適用されます。
拡張 TCP、UDP、ICMP、IGMP、またはその他の IP ACL を定義できます。また、このスイッチは
これらの IP プロトコルをサポートします。

（注）

ICMP エコー応答はフィルタリングできません。他の ICMP コードまたはタイプは、すべてフィ
ルタリングできます。
これらの IP プロトコルがサポートされます。
• 認証ヘッダー プロトコル（ahp）
• 暗号ペイロード（esp）
• Enhanced Interior Gateway Routing Protocol（eigrp）
• 総称ルーティング カプセル化（gre）
• インターネット制御メッセージ プロトコル（icmp）
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• インターネット グループ管理プロトコル（igmp）
• すべての内部プロトコル（ip）
• IP in IP トンネリング（ipinip）
• KA9Q NOS 互換 IP over IP トンネリング（nos）
• Open Shortest Path First ルーティング（ospf）
• ペイロード圧縮プロトコル（pcp）
• プロトコル独立型マルチキャスト（pim）
• 伝送制御プロトコル（tcp）
• ユーザ データグラム プロトコル（udp）

名前付き IPv4 ACL
IPv4 ACL を識別する手段として、番号ではなく英数字のストリング（名前）を使用できます。名
前付き ACL を使用すると、ルータ上で番号付きアクセス リストの場合より多くの IPv4 アクセス
リストを設定できます。アクセス リストの識別手段として名前を使用する場合のモードとコマン
ド構文は、番号を使用する場合とは多少異なります。ただし、IP アクセス リストを使用するすべ
てのコマンドを名前付きアクセス リストで使用できるわけではありません。

（注）

標準 ACL または拡張 ACL に指定する名前は、アクセス リスト番号のサポートされる範囲内
の番号にすることもできます。標準 IP ACL の名前は 1 ～ 99 で、。番号付きリストの代わりに
名前付き ACL を使用することには、エントリを個別に削除できるという利点があります。
名前付き ACL を設定するときには、次の注意事項に留意してください。
• また、番号付き ACL も使用できます。
• 標準 ACL と拡張 ACL に同じ名前は使用できません。
• VLAN マップには、標準 ACL または拡張 ACL（名前付きまたは番号付き）を使用できます。

ACL ロギング
標準 IP アクセス リストによって許可または拒否されたパケットに関するログ メッセージが、ス
イッチのソフトウェアによって表示されます。つまり、ACL と一致するパケットがあった場合
は、そのパケットに関するログ通知メッセージがコンソールに送信されます。コンソールに表示
されるメッセージのレベルは、syslog メッセージを管理する logging console logging consoleコマン
ドで管理されます。

（注）

ACL ロギングは、RACL でのみサポートされます。
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（注）

ルーティングはハードウェアで、ロギングはソフトウェアで実行されます。したがって、log
キーワードを含む許可（permit）または拒否（deny）ACE と一致するパケットが多数存在する
場合、ソフトウェアはハードウェアの処理速度に追いつくことができないため、一部のパケッ
トはロギングされない場合があります。
ACLを起動した最初のパケットについては、ログ メッセージがすぐに表示されますが、それ以降
のパケットについては、5 分間の収集時間が経過してから表示またはロギングされます。ログ メッ
セージにはアクセス リスト番号、パケットの許可または拒否に関する状況、パケットの送信元 IP
アドレス、および直前の 5 分間に許可または拒否された送信元からのパケット数が示されます。

（注）

ロギング メッセージが多すぎて処理できない場合、または 1 秒以内に処理する必要があるロ
ギング メッセージが複数ある場合、ロギング設備ではロギング メッセージ パケットの一部を
ドロップすることがあります。この動作によって、ロギング パケットが多すぎてルータがク
ラッシュすることを回避します。そのため、課金ツールや、アクセス リストと一致する数の
正確な情報源としてロギング設備をを使用しないでください。

ハードウェアおよびソフトウェアによる IP ACL の処理
ACL 処理はハードウェアで実行されます。ハードウェアで ACL の設定を保存する領域が不足す
ると、そのインターフェイス上のすべてのパケットがドロップします。

（注）

スイッチまたはスタック メンバーのリソース不足が原因でハードウェアに ACL を設定できな
い場合、影響を受けるのは、スイッチに着信した該当 VLAN 内のトラフィックだけです。
ルータ ACL の場合は、次の場合にパケットが CPU に送信されることがあります。
• log キーワードを使用する。
• ICMP 到達不能メッセージを生成する。
show ip access-lists 特権 EXEC コマンドを入力した場合、表示される一致カウントには、ハード
ウェアでアクセスが制御されるパケットは含まれません。スイッチド パケットおよびルーテッド
パケットに関するハードウェアの ACL の基本的な統計情報を取得する場合は、 show platform acl
counters hardware 特権 EXEC コマンドを使用します。
ルータ ACL の機能は、次のとおりです。
• 標準 ACL および拡張 ACL（入力および出力）の許可アクションや拒否アクションをハード
ウェアで制御し、アクセス コントロールのセキュリティを強化します。
• ip unreachables がディセーブルの場合、log を指定しないと、セキュリティ ACL の deny ス
テートメントと一致するフローがハードウェアによってドロップされます。許可ステートメ
ントと一致するフローは、ハードウェアでスイッチングされます。
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• ルータ ACL の ACE に log キーワードを追加すると、パケットのコピーが CPU に送信され、
ロギングだけが行われます。ACE が許可ステートメントの場合も、パケットはハードウェア
でスイッチングおよびルーティングされます。

VLAN マップの設定時の注意事項
VLAN マップは、VLAN 内でフィルタリングを制御する唯一の方法です。VLAN マップには方向
の指定がありません。VLAN マップを使用して、特定の方向のトラフィックをフィルタリングす
るには、特定の送信元または宛先アドレスが指定された ACL を追加する必要があります。VLAN
マップ内に該当パケット タイプ（IP または MAC）に対する match 句がある場合、デフォルトで
は、マップ内のどのエントリにも一致しないパケットはドロップされます。該当パケット タイプ
に対する match コマンドがない場合、デフォルトでは、パケットが転送されます。
次は、VLAN マップ設定の注意事項です。
• インターフェイスでトラフィックを拒否するように設定された ACL がなく、VLAN マップ
が設定されていない場合、すべてのトラフィックが許可されます。
• 各 VLAN マップは一連のエントリで構成されます。VLAN マップのエントリの順序は重要で
す。スイッチに着信したパケットは、VLAN マップの最初のエントリに対してテストされま
す。一致した場合は、VLAN マップのその部分に指定されたアクションが実行されます。一
致しなかった場合、パケットはマップ内の次のエントリに対してテストされます。
• 該当パケット タイプ（IP または MAC）に対する match 句が VLAN マップに 1 つまたは複数
ある場合でも、パケットがそれらの match 句に一致しない場合、デフォルトではパケットが
ドロップされます。該当パケット タイプに対する match 句が VLAN マップ内にない場合、デ
フォルトではパケットが転送されます。
• VLAN マップのロギングはサポートされていません。
• レイヤ 2 インターフェイスに適用された IP アクセス リストまた MAC アクセス リストがス
イッチにあって、ポートが属する VLAN に VLAN マップを適用する場合、ポート ACL が
VLAN マップに優先します。
• ハードウェアに VLAN マップの設定を適用できない場合は、その VLAN 内のすべてのパケッ
トがドロップします。

VLAN マップとルータ ACL
ブリッジングされたトラフィックおよびルーティングされたトラフィックの両方に対してアクセ
ス コントロールを行うには、VLAN マップを単独で使用するか、またはルータ ACL と VLAN マッ
プを組み合わせて使用します。入力と出力両方のルーテッド VLAN インターフェイスでルータ
ACL を定義したり、ブリッジングされたトラフィックのアクセスをコントロールする VLAN マッ
プを定義したりできます。
パケット フローが ACL 内 VLAN マップの deny ステートメントと一致した場合、ルータ ACL の
設定に関係なく、パケット フローは拒否されます。
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（注）

ルータ ACL を VLAN マップと組み合わせて使用し、ルータ ACL でのロギングを必要とする
パケットが VLAN マップで拒否された場合、これらのパケットはロギングされません。
該当パケット タイプ（IP または MAC）に対する match 句が VLAN マップにある場合でも、パケッ
トがそのタイプに一致しない場合、デフォルトではパケットがドロップされます。VLAN マップ
内に match 句がなく、アクションが指定されていない場合、どの VLAN マップ エントリとも一致
しないパケットは転送されます。

VLAN マップとルータ ACL の設定時の注意事項
ここに記載された注意事項は、ルータ ACL および VLAN マップを同じ VLAN 上で使用する必要
がある設定に適用されます。ルータ ACL および VLAN マップを異なる VLAN に割り当てる設定
には、これらの注意事項は適用されません。
ルータ ACL および VLAN マップを同じ VLAN に設定する必要がある場合は、ルータ ACL と VLAN
マップの両方の設定に関し、ここで説明する注意事項に従ってください。
• VLAN インターフェイス上の各方向（入力および出力）に VLAN マップおよびルータの ACL
を 1 つずつに限り設定できます。
• 可能な限り、すべてのエントリのアクションが同一で、末尾のデフォルト アクションだけが
反対のタイプとなるように ACL を記述します。次のいずれかの形式を使用して、ACL を記
述します。
permit... permit... permit... deny ip any any
または
deny... deny... deny... permit ip any any
• ACL 内で複数のアクション（許可、拒否）を定義する場合は、それぞれのアクション タイ
プをまとめて、エントリ数を削減します。
• ACL 内にレイヤ 4 情報を指定しないでください。レイヤ 4 情報を追加すると、統合プロセス
が複雑になります。ACL のフィルタリングが、full-flow（送信元 IP アドレス、宛先 IP アド
レス、プロトコル、およびプロトコル ポート）でなく、IP アドレス（送信元および宛先）に
基づいて行われる場合に、最適な統合結果が得られます。可能な限り、IP アドレスには don’t
care ビットを使用してください。
IP ACE とレイヤ 4 情報を含む TCP/UDP/ICMP ACE が両方とも ACL 内に存在し、full-flow
モードを指定する必要があるときは、レイヤ 4 ACE をリストの末尾に配置します。この結
果、IP アドレスに基づくトラフィックのフィルタリングが優先されます。

ACL の時間範囲
time-range グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用することによって、時刻および曜
日に基づいて拡張 ACLを選択的に適用できます。まず、時間範囲の名前を定義し、その時間範囲
内の時刻および日付または曜日を設定します。次に、ACLを適用してアクセス リストに制限を設
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定するときに時間範囲を入力します。時間範囲を使用すると、ACL の許可ステートメントまたは
拒否ステートメントの有効期間（指定期間内や指定曜日など）を定義できます。time-range キー
ワードおよび引数については、名前付きおよび番号付き拡張 ACL タスクの表を参照してくださ
い。
時間範囲を使用するいくつかの利点を次に示します。
• アプリケーションなどのリソース（IPアドレスとマスクのペア、およびポート番号で識別）
へのユーザ アクセスをより厳密に許可または拒否できます。
• ログ メッセージを制御できます。ACL エントリを使用して特定の時刻に関してのみトラ
フィックをロギングできるため、ピーク時間に生成される多数のログを分析しなくても、簡
単にアクセスを拒否できます。
時間ベースのアクセス リストを使用すると、CPU に負荷が生じます。これは、アクセス リストの
新規設定を他の機能や、ハードウェア メモリにロードされた結合済みの設定とマージする必要が
あるためです。そのため、複数のアクセス リストが短期間に連続して（互いに数分以内に）有効
となるような設定とならないように注意する必要があります。

（注）

時間範囲は、スイッチのシステム クロックに基づきます。したがって、信頼できるクロック
ソースが必要です。ネットワーク タイム プロトコル（NTP）を使用してスイッチ クロックを
同期させることを推奨します。

関連トピック
ACL の時間範囲の設定, （1672 ページ）

IPv4 ACL のインターフェイスに関する注意事項
ip access-group インターフェイス コンフィギュレーション コマンドをレイヤ 3 インターフェイス
（SVI、レイヤ 3 EtherChannel、またはルーテッド ポート）に適用するには、そのインターフェイ
スに IP アドレスが設定されている必要があります。レイヤ 3 アクセス グループは、CPU のレイ
ヤ 3 プロセスによってルーティングまたは受信されるパケットをフィルタリングします。このグ
ループは、VLAN 内でブリッジングされるパケットに影響を与えません。
着信 ACL の場合、パケットの受信後スイッチはパケットを ACL と照合します。ACL がパケット
を許可する場合、スイッチはパケットの処理を継続します。ACL がパケットを拒否する場合、ス
イッチはパケットを廃棄します。
発信 ACLの場合、パケットを受信し制御対象インターフェイスにルーティングしたあと、スイッ
チはパケットを ACL と照合します。ACL がパケットを許可した場合は、スイッチはパケットを
送信します。ACL がパケットを拒否する場合、スイッチはパケットを廃棄します。
デフォルトでは、パケットが廃棄された場合は、その原因が入力インターフェイスの ACLまたは
発信インターフェイスの ACL のいずれであっても、常に入力インターフェイスから ICMP 到達不
能メッセージが送信されます。ICMP 到達不能メッセージは通常、入力インターフェイス 1 つにつ
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き、0.5 秒ごとに 1 つだけ生成されます。ただし、この設定は ip icmp rate-limit unreachable グロー
バル コンフィギュレーション コマンドを使用して変更できます。
未定義の ACL をインターフェイスに適用すると、スイッチは ACL がインターフェイスに適用さ
れていないと判断し、すべてのパケットを許可します。ネットワーク セキュリティのために未定
義の ACL を使用する場合は、このような結果が生じることに注意してください。
関連トピック
インターフェイスへの IPv4 ACL の適用, （1675 ページ）
IPv4 アクセス コントロール リストの設定に関する制約事項, （1646 ページ）

ACL の設定方法
IPv4 ACL の設定
このスイッチで IP ACL を使用する手順は次のとおりです。

手順
ステップ 1

アクセス リストの番号または名前とアクセス条件を指定して、ACL を作成します。

ステップ 2

その ACL をインターフェイスまたは端末回線に適用します。標準および拡張 IP ACL を VLAN
マップに適用することもできます。

番号付き標準 ACL の作成
番号付き標準 ACL を作成するには、次の手順に従ってください。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

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

ステップ 3

access-list access-list-number 送信元アドレスとワイルドカードを使用して標準 IPv4
{deny | permit} source
アクセス リストを定義します。
source-wildcard [log]
access-list-number には、1 ～ 99 または 1300 ～ 1999 の
10 進数値を指定します。
例：
Device(config)#
access-list 2 deny
your_host

条件が一致した場合にアクセスを拒否する場合はdeny、
許可する場合は permit を指定します。
source には、パケットの送信元となるネットワークま
たはホストのアドレスを次の形式で指定します。
• ドット付き 10 進表記による 32 ビット長の値。
• キーワード any は 0.0.0.0 255.255.255.255 という
source および source-wildcard の省略形です。
source-wildcard を入力する必要はありません。
• キーワード host は送信元および source 0.0.0.0 の
source-wildcard の省略形です。
（任意）source-wildcard は、ワイルドカード ビットを
送信元アドレスに適用します。
（任意）log を入力すると、エントリと一致するパケッ
トの詳細を示すロギング メッセージがコンソールに送
信されます。
（注）

ステップ 4

end

ロギングは、レイヤ 3 インターフェイスに割
り当てられたACLでだけサポートされます。

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 5

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show
running-config
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コマンドまたはアクション 目的
ステップ 6

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保
存します。

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

関連トピック
VLAN マップの設定, （1680 ページ）

番号付き拡張 ACL の作成
番号付き拡張 ACL を作成するには、次の手順に従ってください。

手順
コマンドまたはアクション
ステッ configureterminal
プ1

目的
グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステッ access-list access-list-number
{deny | permit} protocol source
プ2
source-wildcard destination
destination-wildcard
[precedence precedence] [tos
tos] [fragments] [log [log-input]
[time-range time-range-name]
[dscp dscp]
例：
Device(config)# access-list
101 permit ip host 10.1.1.2
any precedence 0 tos 0 log

拡張 IPv4 アクセス リストおよびアクセス条件を定義しま
す。
access-list-number には、100 ～ 199 または 2000 ～ 2699 の
10 進数を指定します。
条件が一致した場合にパケットを拒否する場合は deny、許
可する場合は permit を指定します。
protocol には、IP プロトコルの名前または番号を指定しま
す。ahp、eigrp、esp、gre、icmp、igmp、igrp、ip、ipinip、
nos、ospf、pcp、pim、tcp、または udp、あるいは IP プロ
トコル番号を表す 0 ~ 255 の範囲の整数を使用できます。
一致条件としてインターネット プロトコル（ICMP、TCP、
UDP など）を指定するには、キーワード ip を使用します。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

1665

ACL の設定方法

コマンドまたはアクション

目的
この手順には、ほとんどの IP プロトコルのオプ
ションが含まれています。TCP、UDP、ICMP、
および IGMP の追加の特定パラメータについて
は、次のステップを参照してください。
source には、パラメータの送信元であるネットワークまた
はホストの番号を指定します。
（注）

source-wildcard は、ワイルドカード ビットを送信元アドレ
スに適用します。
destination には、パラメータの宛先であるネットワークま
たはホストの番号を指定します。
destination-wildcard は、ワイルドカード ビットを宛先アド
レスに適用します。
source、source-wildcard、destination、および
destination-wildcard の値は、次の形式で指定します。
• ドット付き 10 進表記による 32 ビット長の値。
• 0.0.0.0 255.255.255.255（任意のホスト）を表すキーワー
ド any。
• 単一のホスト 0.0.0.0 を表すキーワード host。
その他のキーワードはオプションであり、次の意味を持ち
ます。
• precedence：パケットを 0 ～ 7 の番号または名前で指
定する優先度と一致させる場合に入力します。指定で
きる値は、routine（0）、priority（1）、immediate
（2）、flash（3）、flash-override（4）、critical
（5）、internet（6）、network（7）です。
• fragments：2 つ目以降のフラグメントをチェックする
場合に入力します。
• tos：パケットを 0 ～ 15 の番号または名前で指定する
サービス タイプ レベルと一致させる場合に入力しま
す。指定できる値は、normal（0）、max-reliability
（2）、max-throughput（4）、min-delay（8）です。
• log：エントリと一致するパケットに関するログ通知
メッセージを作成し、コンソールに送信します。
log-input を指定すると、ログ エントリに入力インター
フェイスが追加されます。
• time-range：時間範囲の名前を指定します。
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コマンドまたはアクション

目的
• dscp：パケットを 0 ～ 63 の番号で指定する DSCP 値
と一致させる場合に入力します。また、指定できる値
のリストを表示するには、疑問符（?）を使用します。
（注）

ステッ access-list access-list-number
{deny | permit} tcp source
プ3
source-wildcard [operator port]
destination destination-wildcard
[operator port] [established]
[precedence precedence] [tos
tos] [fragments] [log [log-input]
[time-range time-range-name]
[dscp dscp] [flag]
例：
Device(config)# access-list
101 permit tcp any any eq
500

dscp 値を入力した場合、tos または precedence は
入力できません。dscp を入力しない場合は、tos
と precedence 値の両方を入力できます。

拡張 TCP アクセス リストおよびアクセス条件を定義しま
す。
次に示す例外を除き、拡張 IPv4 ACL に対して説明するパ
ラメータと同じパラメータを使用します。
（任意）operator および port を入力すると、送信元ポート
（source source-wildcard の後に入力した場合）または宛先
ポート（destination destination-wildcard の後に入力した場
合）が比較されます。使用可能な演算子は、eq（等しい）、
gt（より大きい）、lt（より小さい）、neq（等しくない）、
range（包含範囲）などです。演算子にはポート番号を指定
する必要があります（range の場合は 2 つのポート番号をス
ペースで区切って指定する必要があります）。
port には、10 進数（0 ～ 65535）のポート番号または TCP
ポート名を入力します。TCP をフィルタリングするときに
は、TCP ポートの番号または名前だけを使用します。
他のオプションのキーワードの意味は次のとおりです。
• established：確立された接続と照合する場合に入力し
ます。このキーワードは、ack または rst フラグでの
照合と同じ機能を果たします。
• flag：指定された TCP ヘッダー ビットを基準にして照
合します。入力できるフラグは、ack（確認応答）、
fin（終了）、psh（プッシュ）、rst（リセット）、syn
（同期）、または urg（緊急）です。

ステッ access-list access-list-number
{deny | permit} udp source
プ4
source-wildcard [operator port]
destination destination-wildcard
[operator port] [precedence
precedence] [tos tos]
[fragments] [log [log-input]
[time-range time-range-name]
[dscp dscp]

（任意）拡張 UDP アクセス リストおよびアクセス条件を
定義します。
UDP パラメータは TCP の説明にあるパラメータと同じで
す。ただし、[operator [port]] ポート番号またはポート名は、
UDP ポートの番号または名前でなければなりません。ま
た、UDP では、flag および established キーワードは無効で
す。
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コマンドまたはアクション

目的

例：
Device(config)# access-list
101 permit udp any any eq
100

ステッ access-list access-list-number
{deny | permit} icmp source
プ5
source-wildcard destination
destination-wildcard [icmp-type
| [[icmp-type icmp-code] |
[icmp-message]] [precedence
precedence] [tos tos]
[fragments] [log [log-input]
[time-range time-range-name]
[dscp dscp]
例：
Device(config)# access-list
101 permit icmp any any 200

拡張 ICMP アクセス リストおよびアクセス条件を定義しま
す。
ICMP パラメータは拡張 IPv4 ACL の IP プロトコルの説明
にあるパラメータとほとんど同じですが、ICMP メッセー
ジ タイプおよびコード パラメータが追加されています。
オプションのキーワードの意味は次のとおりです。
• icmp-type：ICMP メッセージ タイプでフィルタリング
する場合に入力します。指定できる値の範囲は、0 ～
255 です。
• icmp-code：ICMP パケットを ICMP メッセージ コード
タイプでフィルタリングする場合に入力します。指定
できる値の範囲は、0 ～ 255 です。
• icmp-message：ICMP パケットを ICMP メッセージ タ
イプ名または ICMP メッセージ タイプとコード名で
フィルタリングする場合に入力します。

ステッ access-list access-list-number
{deny | permit} igmp source
プ6
source-wildcard destination
destination-wildcard [igmp-type]
[precedence precedence] [tos
tos] [fragments] [log [log-input]
[time-range time-range-name]
[dscp dscp]
例：

（任意）拡張 IGMP アクセス リストおよびアクセス条件を
定義します。
IGMP パラメータは拡張 IPv4 ACL の IP プロトコルの説明
にあるパラメータとほとんど同じですが、次に示すオプ
ションのパラメータが追加されています。
igmp-type：IGMP メッセージ タイプと照合するには、0 ～
15 の番号を入力するか、またはメッセージ名である
dvmrp、host-query、host-report、pim、または trace を入
力します。

Device(config)# access-list
101 permit igmp any any 14

ステッ end
プ7

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end
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関連トピック
VLAN マップの設定, （1680 ページ）

名前付き標準 ACL の作成
名前を使用して標準 ACL を作成するには、次の手順に従ってください。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
パスワードを入力します（要求された場
合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ip access-list standard name
例：

ステップ 4

名前を使用して標準 IPv4 アクセス リストを
定義し、アクセス リスト コンフィギュレー
ション モードを開始します。

Device(config)# ip access-list
standard 20

名前には、1 ～ 99 の番号を使用できます。

次のいずれかを使用します。

アクセス リスト コンフィギュレーション
モードで、パケットを転送するのかドロッ
プするのかを決定する 1 つ以上の拒否条件
または許可条件を 指定します。

• deny {source [source-wildcard] |
host source | any} [log]
• permit {source [source-wildcard]
| host source | any} [log]

• host source：送信元および送信元ワイル
ドカードの値である source 0.0.0.0。

例：

• any：送信元および送信元ワイルドカー
ドの値である 0.0.0.0 255.255.255.255

Device(config-std-nacl)# deny
192.168.0.0 0.0.255.255 255.255.0.0
0.0.255.255

または
Device(config-std-nacl)# permit
10.108.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0
0.0.0.0
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-std-nacl)# end

ステップ 6

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 7

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイル
に設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

名前付き拡張 ACL の作成
名前を使用して拡張 ACL を作成するには、次の手順に従ってください。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ip access-list extended name
例：
Device(config)# ip access-list
extended 150

名前を使用して拡張 IPv4 アクセス リストを定
義し、アクセス リスト コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。
名前には、100 ～ 199 の番号を使用できます。
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

{deny | permit} protocol {source
[source-wildcard] | host source | any}
{destination [destination-wildcard] |
host destination | any} [precedence
precedence] [tos tos] [established]
[log] [time-range time-range-name]

アクセス リスト コンフィギュレーション モー
ドで、許可条件または拒否条件を指定します。
log キーワードを使用して、違反を含む、アク
セス リスト ロギング メッセージを取得しま
す。
• host source：送信元および送信元ワイルド

例：
Device(config-ext-nacl)# permit
0 any any

カードの値である source 0.0.0.0。
• host destination：接続先および接続先ワイ
ルドカードの値である destination 0.0.0.0。
• any：source および source wildcard の値ま
たは destination および destination wildcard
の値である 0.0.0.0 255.255.255.255

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-ext-nacl)# end

ステップ 6

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 7

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

拡張 ACL を作成するときには、ACL の末尾にデフォルトで暗黙的な deny ステートメントが追加
され、ACL の終わりに到達するまで一致する条件が見つからなかったすべてのパケットに適用さ
れることに注意してください。標準 ACL では、関連付けられた IP ホスト アドレス アクセス リス
トの指定からマスクを省略すると、0.0.0.0 がマスクと見なされます。
ACL の作成後に追加したエントリは、リストの末尾に追加されます。ACL エントリを特定の ACL
に選択的に追加できません。ただし、no permit および no deny アクセス リスト コンフィギュレー
ション モード コマンドを使用すると、名前付き ACL からエントリを削除できます。
番号付き ACL ではなく名前付き ACL を使用する理由の 1 つとして、名前付き ACL では行を選択
して削除できることがあります。
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次の作業
作成した名前付き ACL は、インターフェイスまたは VLAN に適用できます。

ACL の時間範囲の設定
ACL の時間範囲パラメータを設定するには、次の手順に従ってください。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パ
スワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device(config)# enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

time-range time-range-name
例：
Device(config)# time-range
workhours

ステップ 4

次のいずれかを使用します。
• absolute [start time date] [end
time date]
• periodic day-of-the-week hh:mm
to [day-of-the-week] hh:mm
• periodic {weekdays | weekend |
daily} hh:mm to hh:mm

作成する時間範囲には意味のある名前
（workhours など）を割り当て、時間範囲コン
フィギュレーション モードを開始します。名
前にスペースや疑問符を含めることはできま
せん。また、文字から始める必要があります。
適用対象の機能がいつ動作可能になるかを指
定します。
• 時間範囲には、absolute ステートメント
を 1 つだけ使用できます。複数の absolute
ステートメントを設定した場合は、最後
に設定したステートメントだけが実行さ
れます。
• 複数の periodic ステートメントを入力で

例：
Device(config-time-range)#
absolute start 00:00 1 Jan 2006
end 23:59 1 Jan 2006

きます。たとえば、平日と週末に異なる
時間を設定できます。
設定例を参照してください。

または
Device(config-time-range)#
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コマンドまたはアクション

目的

periodic weekdays 8:00 to 12:00

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 6

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 7

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに
設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

次の作業
複数の項目をそれぞれ異なる時間に有効にする場合は、上記の手順を繰り返してください。
関連トピック
ACL の時間範囲, （1661 ページ）

端末回線への IPv4 ACL の適用
番号付き ACL を使用して、1 つまたは複数の端末回線へのアクセスを制御できます。端末回線に
は名前付き ACL を適用できません。すべての仮想端末回線にユーザが接続する可能性があるた
め、すべてに同じ制限を設定する必要があります。
仮想端末回線と ACLに指定されたアドレス間の着信接続および発信接続を制限するには、次の手
順を実行します。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device(config)# enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

line [console | vty] line-number
例：
Device(config)# line console
0

設定する回線を指定し、インライン コンフィ
ギュレーション モードを開始します。
• console：コンソール端末回線を指定しま
す。コンソール ポートは DCE です。
• vty：リモート コンソール アクセス用の仮
想端末を指定します。
line-number は、回線タイプを指定する場合に、
設定する連続グループ内で最初の回線番号です。
指定できる範囲は 0 ～ 16です。

ステップ 4

access-class access-list-number {in （デバイスへの）特定の仮想端末回線とアクセ
| out}
ス リストに指定されたアドレス間の着信接続お
よび発信接続を制限します。
例：
Device(config-line)#
access-class 10 in

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-line)# end

ステップ 6

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設
定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

インターフェイスへの IPv4 ACL の適用
ここでは、IPv4 ACL をネットワーク インターフェイスへ適用する方法について説明します。
インターフェイスへのアクセスを制御する管理には、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

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

ステップ 3

設定するインターフェイスを指定し、イン
ターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを開始します。
インターフェイスには、レイヤ 2 インター
フェイス（ポート ACL）またはレイヤ 3 イ
ンターフェイス（ルータ ACL）を指定でき
ます。

ip access-group {access-list-number | 指定されたインターフェイスへのアクセス
name} {in | out}
を制御します。
例：
Device(config-if)# ip
access-group 2 in
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

ステップ 5

アクセス リストの設定を表示します。

show running-config
例：
Device# show running-config

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイル
に設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

関連トピック
IPv4 ACL のインターフェイスに関する注意事項, （1662 ページ）
IPv4 アクセス コントロール リストの設定に関する制約事項, （1646 ページ）

名前付き MAC 拡張 ACL の作成
VLAN またはレイヤ 2 インターフェイスで非 IPv4 トラフィックをフィルタリングするには、MAC
アドレスおよび名前付き MAC 拡張 ACL を使用します。その手順は、他の名前付き拡張 ACL を
設定する場合と同様です。
名前付き MAC 拡張 ACL を作成するには、次の手順に従ってください。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

mac access-list extended name

名前を使用して MAC 拡張アクセス リストを定義
します。

例：
Device(config)# mac access-list
extended mac1

ステップ 4

{deny | permit} {any | host source
MAC address | source MAC address
mask} {any | host destination MAC
address | destination MAC address
mask} [type mask | lsap lsap mask |
aarp | amber | dec-spanning |
decnet-iv | diagnostic | dsm |
etype-6000 | etype-8042 | lat |
lavc-sca | mop-console | mop-dump
| msdos | mumps | netbios |
vines-echo | vines-ip | xns-idp |
0-65535] [cos cos]

拡張 MAC アクセス リスト コンフィギュレーショ
ン モードでは、すべての（any）送信元 MAC ア
ドレス、マスク付き送信元 MAC アドレス、また
は特定のホスト（host）送信元 MAC アドレス、
およびすべての（any）宛先 MAC アドレス、マス
ク付き宛先 MAC アドレス、または特定の宛先
MAC アドレスに、permit または deny を指定しま
す。
（任意）次のオプションを入力することもできま
す。
• type mask：Ethernet II または SNAP でカプセ

例：
Device(config-ext-macl)# deny
any any decnet-iv

または
Device(config-ext-macl)# permit
any any

ル化されたパケットの任意の EtherType 番
号。10 進数、16 進数、または 8 進数で表記
できます。一致検査の前に、任意で指定でき
る don’t care ビットのマスクが EtherType に
適用されます。
• lsap lsap mask：IEEE 802.2 でカプセル化され
たパケットの LSAP 番号。10 進数、16 進数、
または 8 進数で表記できます。任意で don’t
care ビットのマスクを指定できます。
• aarp | amber | dec-spanning | decnet-iv |
diagnostic | dsm | etype-6000 | etype-8042 | lat
| lavc-sca | mop-console | mop-dump | msdos |
mumps | netbios | vines-echo | vines-ip |
xns-idp：非 IP プロトコル。
• cos cos：プライオリティを設定する 0 ～ 7 の
IEEE 802.1Q CoS 番号。
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-ext-macl)# end

ステップ 6

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 7

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

関連トピック
IPv4 アクセス コントロール リストの設定に関する制約事項, （1646 ページ）
VLAN マップの設定, （1680 ページ）

レイヤ 2 インターフェイスへの MAC ACL の適用
レイヤ 2 インターフェイスへのアクセスを制御するために MAC アクセス リストを適用するには、
次の手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パ
スワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

interface interface-id

特定のインターフェイスを指定し、インター
フェイス コンフィギュレーション モードを開
始します。指定するインターフェイスは物理
レイヤ 2 インターフェイス（ポート ACL）で
なければなりません。

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

ステップ 4

mac access-group {name} {in | out MAC アクセス リストを使用して、指定され
}
たインターフェイスへのアクセスを制御しま
す。
例：
Device(config-if)# mac
access-group mac1 in

ステップ 5

end

ポート ACL は発信および着信方向サポートさ
れます。
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

ステップ 6

show mac access-group [interface
interface-id]

そのインターフェイスまたはすべてのレイヤ
2 インターフェイスに適用されている MAC ア
クセス リストを表示します。

例：
Device# show mac access-group
interface gigabitethernet1/0/2

ステップ 7

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 8

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

スイッチは、パケットを受信すると、着信 ACL とパケットを照合します。ACL がパケットを許
可する場合、スイッチはパケットの処理を継続します。ACL がパケットを拒否する場合、スイッ
チはパケットを廃棄します。未定義の ACL をインターフェイスに適用すると、スイッチは ACL
がインターフェイスに適用されていないと判断し、すべてのパケットを許可します。ネットワー
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ク セキュリティのために未定義の ACL を使用する場合は、このような結果が生じることに注意
してください。
関連トピック
IPv4 アクセス コントロール リストの設定に関する制約事項, （1646 ページ）

VLAN マップの設定
VLAN マップを作成して、1 つまたは複数の VLAN に適用するには、次のステップを実行します。

はじめる前に
VLAN に適用する標準 IPv4 ACL または拡張 IP ACL、または名前付き MAC 拡張 ACL を作成しま
す。

手順
コマンドまたはアクション
ステッ
プ1

目的

vlan access-map name [number] VLAN マップを作成し、名前と、任意で番号を付けま
す。番号は、マップ内のエントリのシーケンス番号で
例：
す。
Device(config)# vlan
access-map map_1 20

同じ名前の VLAN マップを作成すると、10 ずつ増加す
る番号が順に割り当てられます。マップを変更または削
除するときは、該当するマップ エントリの番号を入力
できます。
VLAN マップでは、特定の permit または deny キーワー
ドを使用しません。VLAN マップを使用してパケットを
拒否するには、パケットを照合する ACL を作成して、
アクションをドロップに設定します。ACL 内の permit
は、一致するという意味です。ACL 内の deny は、一致
しないという意味です。
このコマンドを入力すると、アクセス マップ コンフィ
ギュレーション モードに変わります。

ステッ
プ2

match {ip | mac} address {name 1 つまたは複数の標準または拡張アクセス リストに対し
| number} [name | number]
てパケットを照合します（IP または MAC アドレスを使
用）。パケットの照合は、対応するプロトコル タイプ
例：
のアクセス リストに対してだけ行われます。IP パケッ
トは、標準または拡張 IP アクセス リストに対して照合
Device(config-access-map)#
match ip address ip2
されます。非 IP パケットは、名前付き MAC 拡張アクセ
ス リストに対してだけ照合されます。
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

ステッ
プ3

パケット タイプ（IP または MAC）に対する
match 句が VLAN マップに設定されている場
合で、そのマップ アクションがドロップの場
合は、そのタイプに一致するすべてのパケッ
トがドロップされます。match 句が VLAN マッ
プになく、設定されているアクションがドロッ
プの場合は、すべての IP およびレイヤ 2 パ
ケットがドロップされます。

IP パケットまたは非 IP パケッ マップ エントリに対するアクションを設定します。
トを（既知の 1 MAC アドレス
のみを使って）指定し、1 つ以
上の ACL（標準または拡張）
とそのパケットを照合するに
は、次のコマンドのいずれか
を入力します。
• action { forward}
Device(config-access-map)#
action forward

• action { drop}
Device(config-access-map)#
action drop

ステッ
プ4

vlan filter mapname vlan-list list VLAN マップを 1 つまたは複数の VLAN に適用します。
例：
Device(config)# vlan filter
map 1 vlan-list 20-22

list には単一の VLAN ID（22）、連続した範囲（10 ～
22）、または VLAN ID のストリング（12、22、30）を
指定できます。カンマやハイフンの前後にスペースを挿
入することもできます。

関連トピック
番号付き標準 ACL の作成, （1663 ページ）
番号付き拡張 ACL の作成, （1665 ページ）
名前付き MAC 拡張 ACL の作成, （1676 ページ）
VLAN マップの作成, （1682 ページ）
VLAN への VLAN マップの適用, （1683 ページ）
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VLAN マップの作成
各 VLAN マップは順番に並べられた一連のエントリで構成されます。VLAN マップ エントリを作
成、追加、または削除するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

vlan access-map name
[number]
例：
Device(config)# vlan
access-map map_1 20

VLAN マップを作成し、名前と、任意で番号を付けま
す。番号は、マップ内のエントリのシーケンス番号で
す。
同じ名前の VLAN マップを作成すると、10 ずつ増加
する番号が順に割り当てられます。マップを変更また
は削除するときは、該当するマップ エントリの番号を
入力できます。
VLAN マップでは、特定の permit または deny キーワー
ドを使用しません。VLAN マップを使用してパケット
を拒否するには、パケットを照合する ACL を作成し
て、アクションをドロップに設定します。ACL 内の
permit は、一致するという意味です。ACL 内の deny
は、一致しないという意味です。
このコマンドを入力すると、アクセスマップコンフィ
ギュレーション モードに変わります。

ステップ 3

match {ip | mac} address
{name | number} [name |
number]
例：
Device(config-access-map)#
match ip address ip2

ステップ 4

action {drop | forward}

1 つまたは複数の標準または拡張アクセス リストに対
してパケットを照合します（IP または MAC アドレス
を使用）。パケットの照合は、対応するプロトコル タ
イプのアクセス リストに対してだけ行われます。IP
パケットは、標準または拡張 IP アクセス リストに対
して照合されます。非 IP パケットは、名前付き MAC
拡張アクセス リストに対してだけ照合されます。
（任意）マップ エントリに対するアクションを設定し
ます。デフォルトは転送（forward）です。

例：
Device(config-access-map)#
action forward
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

end

グローバル コンフィギュレーション モードに戻りま
す。

例：
Device(config-access-map)#
end

ステップ 6

show running-config

アクセス リストの設定を表示します。

例：
Device# show running-config

ステップ 7

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保
存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

関連トピック
VLAN マップの設定, （1680 ページ）

VLAN への VLAN マップの適用
1 つの VLAN マップを 1 つまたは複数の VLAN に適用するには、特権 EXEC モードで次の手順を
実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パ
スワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

vlan filter mapnamevlan-list list

VLAN マップを 1 つまたは複数の VLAN に適
用します。

例：
Device(config)# vlan filter map
1 vlan-list 20-22

ステップ 4

list には単一の VLAN ID（22）、連続した範
囲（10 ～ 22）、または VLAN ID のストリン
グ（12、22、30）を指定できます。カンマや
ハイフンの前後にスペースを挿入することも
できます。
特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Device(config)# end

ステップ 5

アクセス リストの設定を表示します。

show running-config
例：
Device# show running-config

ステップ 6

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

関連トピック
VLAN マップの設定, （1680 ページ）

VACL ロギングの設定
特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

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

ステップ 2

vlan access-map name
[number]
例：
Device(config)# vlan
access-map gandymede 10

VLAN マップを作成します。VLAN マップに名前と番
号（任意）を付けます。番号は、マップ内のエントリ
のシーケンス番号です。
シーケンス番号の範囲は 0 ～ 65535 です。
同じ名前の VLAN マップを作成すると、10 ずつ増加す
る番号が順に割り当てられます。マップを変更または
削除するときは、該当するマップ エントリの番号を入
力できます。
マップ名と番号（任意）を指定すると、アクセスマッ
プ コンフィギュレーション モードが開始されます。

ステップ 3

action drop log

IP パケットを破棄およびロギングするよう VLAN アク
セス マップを設定します。

例：
Device(config-access-map)#
action drop log

ステップ 4

exit
例：

VLAN アクセス マップ コンフィギュレーション モード
を終了し、グローバル コンフィギュレーション モード
に戻ります。

Device(config-access-map)#
exit

ステップ 5

vlan access-log {maxflow
max_number | threshold
pkt_count}
例：
Device(config)# vlan
access-log threshold 4000

VACL ロギング パラメータを設定します。
• maxflow max_number：ログ テーブルのサイズを設
定します。maxflow の値を 0 に設定すると、ログ
テーブルの内容を削除できます。ログ テーブルが
いっぱいの場合は、ロギングされたパケットがソ
フトウェアによって新しいフローから破棄されま
す。
値の範囲は、0 ～ 2048 です。デフォルトは 500 で
す。
• threshold pkt_count：ロギングしきい値を設定しま
す。5 分経過する前にフローのしきい値に達する
と、ログ メッセージが生成されます。
しきい値の範囲は 0 ～ 2147483647 です。デフォル
トのしきい値は 0 であり、Syslog メッセージが 5
分ごとに生成されます。
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コマンドまたはアクション 目的
ステップ 6

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

IPv4 ACL のモニタリング
スイッチに設定されている ACL、およびインターフェイスと VLAN に適用された ACL を表示し
て IPv4 ACL をモニタできます。
ip access-group インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して、レイヤ 2 または
レイヤ 3 インターフェイスに ACL を適用した場合は、そのインターフェイスのアクセス グルー
プを表示できます。また、レイヤ 2 インターフェイスに適用された MAC ACL も表示できます。
この情報を表示するには、次の表に記載された特権 EXEC コマンドを使用します。
表 129：アクセス リストおよびアクセス グループを表示するコマンド

コマンド

目的

show access-lists [number | name]

最新の IP および MAC アドレス アクセス リストの全体や
その一部、または特定のアクセス リスト（番号付きまた
は名前付き）の内容を表示します。

show ip access-lists [number | name]

最新の IP アクセス リスト全体、または特定の IP アクセ
ス リスト（番号付きまたは名前付き）を表示します。

show ip interface interface-id

インターフェイスの詳細設定およびステータスを表示し
ます。IPがイネーブルになっているインターフェイスに、
ip access-group インターフェイス コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用して ACL を適用した場合は、アクセ
ス グループも表示されます。

show running-config [interface
interface-id]

スイッチまたは指定されたインターフェイスのコンフィ
ギュレーション ファイルの内容（設定されたすべての
MAC および IP アクセス リストや、どのアクセス グルー
プがインターフェイスに適用されたかなど）を表示しま
す。
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コマンド

目的

show mac access-group [interface
interface-id]

すべてのレイヤ 2 インターフェイスまたは指定されたレ
イヤ 2 インターフェイスに適用されている MAC アクセ
ス リスト
を表示します。

ACL の設定例
例：ACL での時間範囲を使用
次の例に、workhours（営業時間）の時間範囲および会社の休日（2006 年 1 月 1 日）を設定し、設
定を確認する例を示します。
Device# show time-range
time-range entry: new_year_day_2003 (inactive)
absolute start 00:00 01 January 2006 end 23:59 01 January 2006
time-range entry: workhours (inactive)
periodic weekdays 8:00 to 12:00
periodic weekdays 13:00 to 17:00

時間範囲を適用するには、時間範囲を実装できる拡張 ACL内に時間範囲名を入力します。次に、
拡張アクセス リスト 188 を作成して確認する例を示します。このアクセス リストでは、定義され
た休業時間中はすべての送信元からすべての宛先への TCP トラフィックを拒否し、営業時間中は
すべての TCP トラフィックを許可します。
Device(config)# access-list 188 deny tcp any any time-range new_year_day_2006
Device(config)# access-list 188 permit tcp any any time-range workhours
Device(config)# end
Device# show access-lists
Extended IP access list 188
10 deny tcp any any time-range new_year_day_2006 (inactive)
20 permit tcp any any time-range workhours (inactive)

次に、名前付き ACL を使用して同じトラフィックを許可および拒否する例を示します。
Device(config)# ip access-list extended deny_access
Device(config-ext-nacl)# deny tcp any any time-range new_year_day_2006
Device(config-ext-nacl)# exit
Device(config)# ip access-list extended may_access
Device(config-ext-nacl)# permit tcp any any time-range workhours
Device(config-ext-nacl)# end
Device# show ip access-lists
Extended IP access list lpip_default
10 permit ip any any
Extended IP access list deny_access
10 deny tcp any any time-range new_year_day_2006 (inactive)
Extended IP access list may_access
10 permit tcp any any time-range workhours (inactive)
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例：ACL へのコメントの挿入
remark キーワードを使用すると、任意の IP 標準または拡張 ACL にエントリに関するコメント
（注釈）を追加できます。コメントを使用すると、ACL の理解とスキャンが容易になります。1
つのコメント行の最大長は 100 文字です。
コメントは、permit ステートメントまたは deny ステートメントの前後どちらにでも配置できま
す。コメントがどの permit ステートメントまたは deny ステートメントの説明であるのかが明確に
なるように、コメントの位置に関して一貫性を保つ必要があります。たとえば、あるコメントは
対応する permit または deny ステートメントの前にあり、他のコメントは対応するステートメント
の後ろにあると、混乱を招く可能性があります。
番号付き IP 標準または拡張 ACL にコメントを挿入するには、access-list access-list numberremark
remark グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。コメントを削除するには、こ
のコマンドの no 形式を使用します。
次の例では、Jones のワークステーションにはアクセスを許可し、Smith のワークステーションに
はアクセスを許可しません。
Device(config)#
Device(config)#
Device(config)#
Device(config)#

access-list
access-list
access-list
access-list

1
1
1
1

remark Permit only Jones workstation through
permit 171.69.2.88
remark Do not allow Smith through
deny 171.69.3.13

名前付き IP ACL のエントリには、remark アクセス リスト コンフィギュレーション コマンドを
使用します。コメントを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
次の例では、Jones のサブネットには発信 Telnet の使用が許可されません。
Device(config)# ip access-list extended telnetting
Device(config-ext-nacl)# remark Do not allow Jones subnet to telnet out
Device(config-ext-nacl)# deny tcp host 171.69.2.88 any eq telnet

例：ACL のトラブルシューティング
次の ACL マネージャ メッセージが表示されて [chars] がアクセス リスト名である場合は、
ACLMGR-2-NOVMR: Cannot generate hardware representation of access list [chars]

スイッチには、ACL のハードウェア表現を作成するのに使用可能なリソースが不足しています。
このリソースには、ハードウェア メモリおよびラベル スペースが含まれますが、CPU メモリは含
まれません。この問題の原因は、使用可能な論理演算ユニットまたは専用のハードウェア リソー
スの不足です。論理演算ユニットは、TCP フラグの一致、または TCP、UDP、SCTP ポート番号
での eq 以外（ne、gt、lt、または range）のテストで必要です。
次のいずれかの回避策を使用します。
• ACL 設定を変更して使用するリソースを減らします。
• 他の ACL 名または番号よりも英数字順で先に表示される名前または番号に ACL の名前を変
更します。
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専用のハードウェア リソースを識別するには、show platform layer4 acl map 特権 EXEC コマンド
を入力します。スイッチに使用可能なリソースがない場合は、出力に index 0 ～ index 15 が使用で
きないことが示されます。
十分なリソースがない ACL の設定の詳細については、Bug Toolkit の CSCsq63926 を参照してくだ
さい。
たとえば、次の ACL をインターフェイスに適用します。
permit
permit
permit
permit

tcp
tcp
tcp
tcp

source
source
source
source

source-wildcard
source-wildcard
source-wildcard
source-wildcard

destination
destination
destination
destination

destination-wildcard range 5 60
destination-wildcard range 15 160
destination-wildcard range 115 1660
destination-wildcard

なおかつ次のメッセージが表示される場合は次のようにします。
ACLMGR-2-NOVMR: Cannot generate hardware representation of access list [chars]

フラグ関連の演算子は使用できません。この問題を回避するには、
• ip access-list resequence グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用することによっ
て、4 つ目の ACE を 1 つ目の ACE の前に移動させます。
permit
permit
permit
permit

tcp
tcp
tcp
tcp

source
source
source
source

source-wildcard
source-wildcard
source-wildcard
source-wildcard

destination
destination
destination
destination

destination-wildcard
destination-wildcard range 5 60
destination-wildcard range 15 160
destination-wildcard range 115 1660

または
• 他の ACL 名または番号よりも英数字順で先に表示される名前または番号に ACL の名前を変
更します（たとえば、ACL 79 を ACL 1 に変更します）。
これで、ACL 内の 1 つめの ACE をインターフェイスに適用できます。スイッチによって、ACE
が、Opselect インデックス内の利用可能なマッピング ビットに割り当てられ、次に、ハードウェ
ア メモリ内の同じビットを使用するフラグ関連演算子が割り当てられます。

IPv4 ACL の設定例
ここでは、IPv4 ACL を設定および適用する例を示します。ACL のコンパイルに関する詳細につい
ては、『Cisco IOS Security Configuration Guide, Release 12.4』および『Cisco IOS IP Configuration
Guide, Release 12.4』の「IP Adderssing and Services」の章にある「Configuring IP Services」の項を
参照してください。

小規模ネットワークが構築されたオフィス用の ACL
次に、小規模ネットワークが構築されたオフィス環境を示します。ルーテッド ポート 2 に接続さ
れたサーバ A には、すべての従業員がアクセスできる収益などの情報が格納されています。ルー
テッド ポート 1 に接続されたサーバ B には、機密扱いの給与支払いデータが格納されています。
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サーバ A にはすべてのユーザがアクセスできますが、サーバ B にアクセスできるユーザは制限さ
れています。
図 77：ルータ ACL によるトラフィックの制御

ルータ ACL を使用して上記のように設定するには、次のいずれかの方法を使用します。
• 標準 ACL を作成し、ポート 1 からサーバに着信するトラフィックをフィルタリングします。
• 拡張 ACL を作成し、サーバからポート 1 に着信するトラフィックをフィルタリングします。

例：小規模ネットワークが構築されたオフィスの ACL
次に、標準 ACL を使用してポートからサーバ B に着信するトラフィックをフィルタリングし、経
理部の送信元アドレス 172.20.128.64 ～ 172.20.128.95 から送信されるトラフィックだけを許可する
例を示します。この ACL は、指定された送信元アドレスを持つルーテッド ポート 1 から送信さ
れるトラフィックに適用されます。
Device(config)# access-list 6 permit 172.20.128.64 0.0.0.31
Device(config)# end
Device# how access-lists
Standard IP access list 6
10 permit 172.20.128.64, wildcard bits 0.0.0.31
Device(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Device(config-if)# ip access-group 6 out

次に、拡張 ACL を使用してサーバ B からポートに着信するトラフィックをフィルタリングし、任
意の送信元アドレス（この場合はサーバ B）から経理部の宛先アドレス 172.20.128.64 ～ 172.20.128.95
に送信されるトラフィックだけを許可する例を示します。この ACL は、ルーテッド ポート 1 に
着信するトラフィックに適用され、指定の宛先アドレスに送信されるトラフィックだけを許可し
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ます。拡張 ACL を使用する場合は、送信元および宛先情報の前に、プロトコル（IP）を入力する
必要があります。
Device(config)# access-list 106 permit ip any 172.20.128.64 0.0.0.31
Device(config)# end
Device# show access-lists
Extended IP access list 106
10 permit ip any 172.20.128.64 0.0.0.31
Device(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Device(config-if)# ip access-group 106 in

例：番号付き ACL
次の例のネットワーク 36.0.0.0 は、2 番めのオクテットがサブネットを指定するクラス A ネット
ワークです。つまり、サブネット マスクは 255.255.0.0 です。ネットワーク アドレス 36.0.0.0 の 3
番めおよび 4 番めのオクテットは、特定のホストを指定します。アクセス リスト 2 を使用して、
サブネット 48 のアドレスを 1 つ許可し、同じサブネットの他のアドレスはすべて拒否します。こ
のアクセス リストの最終行は、ネットワーク 36.0.0.0 の他のすべてのサブネット上のアドレスが
許可されることを示します。この ACL は、ポートに着信するパケットに適用されます。
Device(config)# access-list 2 permit 36.48.0.3
Device(config)# access-list 2 deny 36.48.0.0 0.0.255.255
Device(config)# access-list 2 permit 36.0.0.0 0.255.255.255
Device(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Device(config-if)# ip access-group 2 in

例：拡張 ACL
次の例の先頭行は、1023 よりも大きい宛先ポートへの着信 TCP 接続を許可します。2 番めの行
は、ホスト 128.88.1.2 の SMTP ポートへの着信 TCP 接続を許可します。3 番めの行は、エラー
フィードバック用の着信 ICMP メッセージを許可します。
Device(config)# access-list 102 permit tcp any 128.88.0.0 0.0.255.255 gt 1023
Device(config)# access-list 102 permit tcp any host 128.88.1.2 eq 25
Device(config)# access-list 102 permit icmp any any
Device(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Device(config-if)# ip access-group 102 in

次の例では、インターネットに接続されたネットワークがあり、そのネットワーク上の任意のホ
ストがインターネット上の任意のホストと TCP 接続を確立できるようにする場合を想定していま
す。ただし、IP ホストからは、専用メール ホストのメール（SMTP）ポートを除き、ネットワー
ク上のホストと TCP 接続を確立できないようにします。
SMTP は、接続の一端では TCP ポート 25、もう一端ではランダムなポート番号を使用します。接
続している間は、同じポート番号が使用されます。インターネットから着信するメール パケット
の宛先ポートは 25 です。発信パケットのポート番号は予約されています。安全なネットワーク
システムでは常にポート25でのメール接続が使用されているため、着信サービスと発信サービス
を個別に制御できます。ACL は発信インターフェイスの入力 ACL および着信インターフェイス
の出力 ACL として設定される必要があります。
Device(config)# access-list 102 permit tcp any 128.88.0.0 0.0.255.255 eq 23
Device(config)# access-list 102 permit tcp any 128.88.0.0 0.0.255.255 eq 25
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Device(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Device(config-if)# ip access-group 102 in

次の例では、ネットワークはアドレスが 128.88.0.0 のクラス B ネットワークで、メール ホストの
アドレスは 128.88.1.2 です。established キーワードは、確立された接続を表示する TCP 専用のキー
ワードです。TCP データグラムに ACK または RST ビットが設定され、パケットが既存の接続に
属していることが判明すると、一致と見なされます。スタック メンバー 1 のギガビット イーサ
ネット インターフェイス 1 は、ルータをインターネットに接続するインターフェイスです。
Device(config)# access-list 102 permit tcp any 128.88.0.0 0.0.255.255 established
Device(config)# access-list 102 permit tcp any host 128.88.1.2 eq 25
Device(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Device(config-if)# ip access-group 102 in

例：名前付き ACL
名前付き標準 ACL および名前付き拡張 ACL の作成
次に、Internet_filter という名前の標準 ACL および marketing_group という名前の拡張 ACL を作成
する例を示します。Internet_filter ACL は、送信元アドレス 1.2.3.4 から送信されるすべてのトラ
フィックを許可します。
Device(config)# ip access-list standard Internet_filter
Device(config-ext-nacl)# permit 1.2.3.4
Device(config-ext-nacl)# exit

marketing_group ACL は、宛先アドレスとワイルドカードの値 171.69.0.0 0.0.255.255 への任意の
TCP Telnet トラフィックを許可し、その他の TCP トラフィックを拒否します。ICMP トラフィッ
クを許可し、任意の送信元から、宛先ポートが 1024 より小さい 171.69.0.0 ～ 179.69.255.255 の宛
先アドレスへ送信される UDP トラフィックを拒否します。それ以外のすべての IP トラフィック
を拒否して、結果を示すログが表示されます。
Device(config)# ip access-list extended marketing_group
Device(config-ext-nacl)# permit tcp any 171.69.0.0 0.0.255.255 eq telnet
Device(config-ext-nacl)# deny tcp any any
Device(config-ext-nacl)# permit icmp any any
Device(config-ext-nacl)# deny udp any 171.69.0.0 0.0.255.255 lt 1024
Device(config-ext-nacl)# deny ip any any log
Device(config-ext-nacl)# exit

Internet_filter ACL は発信トラフィックに適用され、marketing_group ACL はレイヤ 3 ポートの着信
トラフィックに適用されます。
Device(config)# interface gigabitethernet3/0/2
Device(config-if)# no switchport
Device(config-if)# ip address 2.0.5.1 255.255.255.0
Device(config-if)# ip access-group Internet_filter out
Device(config-if)# ip access-group marketing_group in
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名前付き ACL からの個別 ACE の削除
次に、名前付きアクセス リスト border-list から ACE を個別に削除する例を示します。
Device(config)# ip access-list extended border-list
Device(config-ext-nacl)# no permit ip host 10.1.1.3 any

例：IP ACL に適用される時間範囲
次に、月曜日から金曜日の午前 8 時 ～午後 6 時（18 時）の間、IP の HTTP トラフィックを拒否す
る例を示します。UDP トラフィックは、土曜日および日曜日の正午～午後 8 時（20 時）の間だけ
許可されます。
Device(config)# time-range no-http
Device(config)# periodic weekdays 8:00 to 18:00
!
Device(config)# time-range udp-yes
Device(config)# periodic weekend 12:00 to 20:00
!
Device(config)# ip access-list extended strict
Device(config-ext-nacl)# deny tcp any any eq www time-range no-http
Device(config-ext-nacl)# permit udp any any time-range udp-yes
!
Device(config-ext-nacl)# exit
Device(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Device(config-if)# ip access-group strict in

例：コメント付き IP ACL エントリの設定
次に示す番号付き ACL の例では、Jones が所有するワークステーションにはアクセスを許可し、
Smith が所有するワークステーションにはアクセスを許可しません。
Device(config)#
Device(config)#
Device(config)#
Device(config)#

access-list
access-list
access-list
access-list

1
1
1
1

remark Permit only Jones workstation through
permit 171.69.2.88
remark Do not allow Smith workstation through
deny 171.69.3.13

次に示す番号付き ACL の例では、Winter および Smith のワークステーションに Web 閲覧を許可
しません。
Device(config)#
Device(config)#
Device(config)#
Device(config)#

access-list
access-list
access-list
access-list

100
100
100
100

remark Do
deny host
remark Do
deny host

not allow Winter to browse the web
171.69.3.85 any eq www
not allow Smith to browse the web
171.69.3.13 any eq www

次に示す名前付き ACL の例では、Jones のサブネットにアクセスを許可しません。
Device(config)# ip access-list standard prevention
Device(config-std-nacl)# remark Do not allow Jones subnet through
Device(config-std-nacl)# deny 171.69.0.0 0.0.255.255

次に示す名前付き ACL の例では、Jones のサブネットに発信 Telnet の使用を許可しません。
Device(config)# ip access-list extended telnetting
Device(config-ext-nacl)# remark Do not allow Jones subnet to telnet out
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Device(config-ext-nacl)# deny tcp 171.69.0.0 0.0.255.255 any eq telnet

例：ACL ロギング
ルータ ACL では、2 種類のロギングがサポートされています。log キーワードを指定すると、エ
ントリと一致するパケットに関するログ通知メッセージがコンソールに送信されます。log-input
キーワードを指定すると、ログ エントリに入力インターフェイスが追加されます。
次の例では、名前付き標準アクセス リスト stan1 は 10.1.1.0 0.0.0.255 からのトラフィックを拒否
し、その他のすべての送信元からのトラフィックを許可します。log キーワードも指定されていま
す。
Device(config)# ip access-list standard stan1
Device(config-std-nacl)# deny 10.1.1.0 0.0.0.255 log
Device(config-std-nacl)# permit any log
Device(config-std-nacl)# exit
Device(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Device(config-if)# ip access-group stan1 in
Device(config-if)# end
Device# show logging
Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 0 flushes, 0 overruns)
Console logging: level debugging, 37 messages logged
Monitor logging: level debugging, 0 messages logged
Buffer logging: level debugging, 37 messages logged
File logging: disabled
Trap logging: level debugging, 39 message lines logged
Log Buffer (4096 bytes):
00:00:48: NTP: authentication delay calculation problems
<output truncated>
00:09:34:%SEC-6-IPACCESSLOGS:list stan1 permitted 0.0.0.0 1 packet
00:09:59:%SEC-6-IPACCESSLOGS:list stan1 denied 10.1.1.15 1 packet
00:10:11:%SEC-6-IPACCESSLOGS:list stan1 permitted 0.0.0.0 1 packet

次に、名前付き拡張アクセス リスト ext1 によって、任意の送信元から 10.1.1.0 0.0.0.255 への ICMP
パケットを許可し、すべての UDP パケットを拒否する例を示します。
Device(config)# ip access-list extended ext1
Device(config-ext-nacl)# permit icmp any 10.1.1.0 0.0.0.255 log
Device(config-ext-nacl)# deny udp any any log
Device(config-std-nacl)# exit
Device(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Device(config-if)# ip access-group ext1 in

次に、拡張 ACL のログの例を示します。
01:24:23:%SEC-6-IPACCESSLOGDP:list ext1 permitted icmp 10.1.1.15 -> 10.1.1.61 (0/0), 1
packet
01:25:14:%SEC-6-IPACCESSLOGDP:list ext1 permitted icmp 10.1.1.15 -> 10.1.1.61 (0/0), 7
packets
01:26:12:%SEC-6-IPACCESSLOGP:list ext1 denied udp 0.0.0.0(0) -> 255.255.255.255(0), 1 packet
01:31:33:%SEC-6-IPACCESSLOGP:list ext1 denied udp 0.0.0.0(0) -> 255.255.255.255(0), 8 packets

IP ACL のすべてのロギング エントリは %SEC-6-IPACCESSLOG で開始します。エントリの形式
は、一致した ACL やアクセス エントリの種類に応じて若干異なります。
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次に、log-input キーワードを指定した場合の出力メッセージの例を示します。
00:04:21:%SEC-6-IPACCESSLOGDP:list inputlog permitted icmp 10.1.1.10 (Vlan1 0001.42ef.a400)
->
10.1.1.61 (0/0), 1 packet

log キーワードを指定した場合、同様のパケットに関するログ メッセージには入力インターフェ
イス情報が含まれません。
00:05:47:%SEC-6-IPACCESSLOGDP:list inputlog permitted icmp 10.1.1.10 -> 10.1.1.61 (0/0), 1
packet

ACL および VLAN マップの設定例
例：パケットを拒否する ACL および VLAN マップの作成
ここでは、パケットを拒否する ACL および VLAN マップを作成する例を示します。最初のマッ
プでは、ip1 ACL（TCP パケット）に一致するすべてのパケットがドロップされます。最初に、す
べての TCP パケットを許可し、それ以外のパケットをすべて拒否する ip1 ACL を作成します。
VLAN マップには IP パケットに対する match 句が存在するため、デフォルトのアクションでは、
どの match 句とも一致しない IP パケットがすべてドロップされます。
Device(config)# ip access-list extended ip1
Device(config-ext-nacl)# permit tcp any any
Device(config-ext-nacl)# exit
Device(config)# vlan access-map map_1 10
Device(config-access-map)# match ip address ip1
Device(config-access-map)# action drop

例：パケットを許可する ACL および VLAN マップの作成
次に、パケットを許可する VLAN マップを作成する例を示します。ACL ip2 は UDP パケットを許
可し、ip2 ACL と一致するすべてのパケットが転送されます。このマップでは、これ以前のどの
ACL とも一致しないすべての IP パケット（TCP でも UDP でもないパケット）がドロップされま
す。
Device(config)# ip access-list extended ip2
Device(config-ext-nacl)# permit udp any any
Device(config-ext-nacl)# exit
Device(config)# vlan access-map map_1 20
Device(config-access-map)# match ip address ip2
Device(config-access-map)# action forward

例：IP パケットのドロップおよび MAC パケットの転送のデフォルト アクション
次の例の VLAN マップでは、デフォルトで IP パケットがドロップされ、MAC パケットが転送さ
れます。標準の ACL 101 および名前付き拡張アクセス リスト igmp-match および tcp-match をこ
のマップと組み合わせて使用すると、次のようになります。
• すべての UDP パケットが転送されます。
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• すべての IGMP パケットがドロップされます。
• すべての TCP パケットが転送されます。
• その他のすべての IP パケットがドロップされます。
• すべての非 IP パケットが転送されます。
Device(config)# access-list 101 permit udp any any
Device(config)# ip access-list extended igmp-match
Device(config-ext-nacl)# permit igmp any any
Device(config)# action forward
Device(config-ext-nacl)# permit tcp any any
Device(config-ext-nacl)# exit
Device(config)# vlan access-map drop-ip-default 10
Device(config-access-map)# match ip address 101
Device(config-access-map)# action forward
Device(config-access-map)# exit
Device(config)# vlan access-map drop-ip-default 20
Device(config-access-map)# match ip address igmp-match
Device(config-access-map)# action drop
Device(config-access-map)# exit
Device(config)# vlan access-map drop-ip-default 30
Device(config-access-map)# match ip address tcp-match
Device(config-access-map)# action forward

例：MAC パケットのドロップおよび IP パケットの転送のデフォルト アクション
次の例の VLAN マップでは、デフォルトで MAC パケットがドロップされ、IP パケットが転送さ
れます。MAC 拡張アクセス リスト good-hosts および good-protocols をこのマップと組み合わせて
使用すると、次のようになります。
• ホスト 0000.0c00.0111 および 0000.0c00.0211 からの MAC パケットが転送されます。
• decnet-iv または vines-ip プロトコルを使用する MAC パケットが転送されます。
• その他のすべての非 IP パケットがドロップされます。
• すべての IP パケットが転送されます。
Device(config)# mac access-list extended good-hosts
Device(config-ext-macl)# permit host 000.0c00.0111 any
Device(config-ext-macl)# permit host 000.0c00.0211 any
Device(config-ext-nacl)# exit
Device(config)# action forward
Device(config-ext-macl)# mac access-list extended good-protocols
Device(config-ext-macl)# permit any any vines-ip
Device(config-ext-nacl)# exit
Device(config)# vlan access-map drop-mac-default 10
Device(config-access-map)# match mac address good-hosts
Device(config-access-map)# action forward
Device(config-access-map)# exit
Device(config)# vlan access-map drop-mac-default 20
Device(config-access-map)# match mac address good-protocols
Device(config-access-map)# action forward
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例：すべてのパケットをドロップするデフォルト アクション
次の例の VLAN マップでは、デフォルトですべてのパケット（IP および非 IP）がドロップされま
す。例 2 および例 3 のアクセス リスト tcp-match および good-hosts をこのマップと組み合わせて
使用すると、次のようになります。
• すべての TCP パケットが転送されます。
• ホスト 0000.0c00.0111 および 0000.0c00.0211 からの MAC パケットが転送されます。
• その他のすべての IP パケットがドロップされます。
• その他のすべての MAC パケットがドロップされます。
Device(config)# vlan access-map drop-all-default 10
Device(config-access-map)# match ip address tcp-match
Device(config-access-map)# action forward
Device(config-access-map)# exit
Device(config)# vlan access-map drop-all-default 20
Device(config-access-map)# match mac address good-hosts
Device(config-access-map)# action forward

ネットワークでの VLAN マップの使用方法の設定例
例：ワイヤリング クローゼットの設定
ワイヤリング クローゼット構成では、ルーティングがスイッチ上でイネーブルにされていない場
合があります。ただし、この設定でも VLAN マップおよび QoS 分類 ACL はサポートされていま
す。ホスト X およびホスト Y は異なる VLAN 内にあり、ワイヤリング クローゼット スイッチ A
およびスイッチ C に接続されていると想定します。ホスト X からホスト Y へのトラフィックは、
ルーティングがイネーブルに設定されたレイヤ 3 スイッチであるスイッチ B によって最終的にルー
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ティングされます。ホスト X からホスト Y へのトラフィックは、トラフィックのエントリ ポイン
トであるスイッチ A でアクセス コントロールできます。
図 78：ワイヤリング クローゼットの設定

HTTP トラフィックをホスト X からホスト Y へスイッチングしない場合は、ホスト X（IP アドレ
ス 10.1.1.32）からホスト Y（IP アドレス 10.1.1.34）に向かうすべての HTTP トラフィックがスイッ
チ A でドロップされ、スイッチ B にブリッジングされないように、スイッチ A の VLAN マップ
を設定できます。
最初に、HTTP ポート上ですべての TCP トラフィックを許可（一致）する IP アクセス リスト http
を定義します。
Device(config)# ip access-list extended http
Device(config-ext-nacl)# permit tcp host 10.1.1.32 host 10.1.1.34 eq www
Device(config-ext-nacl)# exit

次に、http アクセス リストと一致するトラフィックがドロップされ、その他のすべての IP トラ
フィックが転送されるように、VLAN アクセス マップ map2 を作成します。
Device(config)# vlan access-map map2 10
Device(config-access-map)# match ip address http
Device(config-access-map)# action drop
Device(config-access-map)# exit
Device(config)# ip access-list extended match_all
Device(config-ext-nacl)# permit ip any any
Device(config-ext-nacl)# exit
Device(config)# vlan access-map map2 20
Device(config-access-map)# match ip address match_all
Device(config-access-map)# action forward

次に、VLAN アクセス マップ map2 を VLAN 1 に適用します。
Device(config)# vlan filter map2 vlan 1

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
1698

OL-30686-01-J

ACL の設定例

例：別の VLAN にあるサーバへのアクセスの制限
別の VLAN にあるサーバへのアクセスを制限できます。たとえば、VLAN 10 内のサーバ 10.1.1.100
では、次のホストへのアクセスを拒否する必要があります。
• VLAN 20 内のサブネット 10.1.2.0/8 にあるホストのアクセスを禁止します。
• VLAN 10 内のホスト 10.1.1.4 および 10.1.1.8 のアクセスを禁止します。
図 79：別の VLAN 上のサーバへのアクセスの制限

例：別の VLAN にあるサーバへのアクセスの拒否
次に、サブネット 10.1.2.0.8 内のホスト、ホスト 10.1.1.4、およびホスト 10.1.1.8 のアクセスを拒
否し、その他の IP トラフィックを許可する VLAN マップ SERVER1-ACL を作成して、別の VLAN
内のサーバへのアクセスを拒否する例を示します。最後のステップでは、マップ SERVER1 を
VLAN 10 に適用します。
正しいパケットと一致する IP ACL を定義します。
Device(config)# ip access-list extended SERVER1_ACL
Device(config-ext-nacl))# permit ip 10.1.2.0 0.0.0.255 host 10.1.1.100
Device(config-ext-nacl))# permit ip host 10.1.1.4 host 10.1.1.100
Device(config-ext-nacl))# permit ip host 10.1.1.8 host 10.1.1.100
Device(config-ext-nacl))# exit

SERVER1_ACL と一致する IP パケットをドロップして、この ACL と一致しない IP パケットを転
送する ACL を使用して、VLAN マップを定義します。
Device(config)# vlan access-map SERVER1_MAP
Device(config-access-map)# match ip address SERVER1_ACL
Device(config-access-map)# action drop
Device(config)# vlan access-map SERVER1_MAP 20
Device(config-access-map)# action forward
Device(config-access-map)# exit
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VLAN 10 に VLAN マップを適用します。
Device(config)# vlan filter SERVER1_MAP vlan-list 10

VLAN に適用されるルータ ACL と VLAN マップの設定例
ここでは、ルータ ACL および VLAN マップを VLAN に適用し、スイッチド パケット、ブリッジ
ド パケット、ルーテッド パケット、およびマルチキャスト パケットを処理する例を示します。
次の図ではそれぞれの宛先に転送されるパケットを示します。パケットのパスが VLAN マップや
ACL を示す線と交差するポイントで、パケットを転送せずにドロップする可能性もあります。

例：ACL およびスイッチド パケット
次の例に、VLAN 内でスイッチングされるパケットに ACL を適用する方法を示します。フォール
バック ブリッジングによってルーティングまたは転送されず、VLAN 内でスイッチングされるパ
ケットには、入力 VLAN の VLAN マップだけが適用されます。
図 80：スイッチド パケットへの ACL の適用

例：ACL およびブリッジド パケット
次の例に、フォールバック ブリッジド パケットに ACL を適用する方法を示します。ブリッジド
パケットの場合は、入力 VLAN にレイヤ 2 ACL だけが適用されます。また、非 IP および非 ARP
パケットだけがフォールバック ブリッジド パケットとなります。
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図 81：ブリッジド パケットへの ACL の適用

例：ACL およびルーテッド パケット
次の例に、ルーテッド パケットに ACL を適用する方法を示します。ACL は次の順番で適用され
ます。
1 入力 VLAN の VLAN マップ
2 入力ルータ ACL
3 出力ルータ ACL
4 出力 VLAN の VLAN マップ
図 82：ルーテッド パケットへの ACL の適用
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例：ACL およびマルチキャスト パケット
次の例に、IP マルチキャスト用に複製されたパケットに ACL を適用する方法を示します。ルー
ティングされるマルチキャスト パケットには、2 つの異なるフィルタが適用されます。1 つは、
宛先が入力 VLAN 内の他のポートである場合に使用され、もう 1 つは、宛先がパケットのルー
ティング先である別の VLAN 内にある場合に使用されます。パケットは複数の出力 VLAN にルー
ティングされる場合がありますが、この場合は宛先 VLAN ごとに異なるルータ出力 ACL および
VLAN マップが適用されます。最終的に、パケットは一部の出力 VLAN 内で許可され、それ以外
の VLAN で拒否されます。パケットのコピーが、許可された宛先に転送されます。ただし、入力
VLAN マップによってパケットがドロップされる場合、パケットのコピーは宛先に送信されませ
ん。
図 83：マルチキャスト パケットへの ACL の適用

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

IPv4 アクセス コントロール リストのトピック 『Securing the Data Plane Configuration Guide
Library, Cisco IOS XE Release 3SE (Catalyst 3850
Switches)』
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/
security/config_library/xe-3se/3850/
secdata-xe-3se-3850-library.html
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エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

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

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

シスコのテクニカル サポート
Link

説明

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。
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IPv4 アクセス コントロール リストに関する機能情報
リリース

機能情報

Cisco IOS XE 3.2SE

IPv4 アクセス コントロール リストは、パケッ
ト フィルタリングを実行して、ネットワークを
介して移動するパケットとその場所を制御しま
す。このような制御によって、ネットワーク ト
ラフィックを制限し、ユーザおよびデバイスの
ネットワークに対するアクセスを制限し、トラ
フィックがネットワークから外部に送信される
のを防ぐことで、セキュリティを実現します。
この機能が導入されました。

Cisco IOS 15.2(2)E

アクセス コントロール エントリの非隣接ポー
トに対する名前付き ACL のサポート機能を使
用すると、1 つのアクセス コントロール エント
リで非隣接ポートを指定できるため、複数のエ
ントリが同じ送信元アドレス、宛先アドレス、
およびプロトコルを持ち、ポートのみが異なる
場合に、アクセス コントロール リストで必要
なエントリ数を大幅に減らすことができます。

Cisco IOS 15.2(2)E

IP アクセス リスト エントリ シーケンス番号機
能により、permit または deny ステートメントに
シーケンス番号を適用したり、名前付き IP ア
クセス リストでそのようなステートメントを順
序変更、追加、削除することができます。この
機能により、IP アクセス リストを簡単に変更
できるようになります。この機能が実装される
前は、アクセス リストの最後にエントリを追加
することしかできませんでした。そのため、末
尾以外の任意の場所にステートメントを追加す
る必要があるときは、アクセス リスト全体を再
設定する必要がありました。
次のコマンドが導入または変更されました。
deny (IP)、ip access-list resequence deny (IP)、
permit (IP)
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

IPv6 ACL の概要
IP Version 6（IPv6）アクセス コントロール リスト（ACL）を作成し、それをインターフェイスに
適用することによって、IPv6 トラフィックをフィルタリングできます。これは、IP Version 4（IPv4）
の名前付き ACL を作成し、適用する方法と同じです。また、スイッチで IP ベースおよび LAN
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ベース フィーチャ セットが稼働している場合、入力ルータ ACL を作成し、それを適用してレイ
ヤ 3 管理トラフィックをフィルタリングすることもできます。
スイッチは、次の 3 種類の IPv6 ACL をサポートします。
• IPv6 ルータ ACL は、ルーテッド ポート、スイッチ仮想インターフェイス（SVI）、または
レイヤ 3 EtherChannel に設定できるレイヤ 3 インターフェイスのアウトバウンド トラフィッ
クまたはインバウンド トラフィックでサポートされます。IPv6 ルータ ACL は、ルーティン
グされる IPv6 パケットに対してだけ適用されます。
• IPv6 ポート ACL は、アウトバウンドおよびインバウンドのレイヤ 2 インターフェイスでサ
ポートされます。IPv6 ポート ACL は、インターフェイスに着信するすべての IPv6 パケット
に対して適用されます。
• VLAN ACL または VLAN マップは、VLAN 内のすべてのパケットのアクセスを制御します。
VLAN マップを使用すると、同じ VLAN 内のデバイス間で転送されるトラフィックをフィル
タリングできます。ACL VLAN マップは、L2 VLAN に適用されます。VLAN マップは、IPv6
のレイヤ 3 アドレスに基づいてアクセス コントロールするように設定されています。イーサ
ネット ACE を使用すると MAC アドレスにより、サポートされていないプロトコルがアクセ
ス コントロールされます。VLAN マップを VLAN に適用すると、VLAN に入るすべてのパ
ケットが VLAN マップと照合されます。
スイッチは、IPv6 トラフィックの VLAN ACL（VLAN マップ）をサポートします。
1 つのインターフェイスに、IPv4 ACL および IPv6 ACL の両方を適用できます。IPv4 ACL の場合
と同様に、IPv6 ポート ACL はルータ ACL よりも優先されます。

スイッチ スタックおよび IPv6 ACL
アクティブ スイッチは IPv6 ACL をハードウェアでサポートし、IPv6 ACL をスタック メンバに配
信します。
スタンバイ スイッチがアクティブ スイッチを引き継ぐと、ACL 設定がすべてのスタック メンバ
に配信されます。メンバスイッチは、新しいスアクティブスイッチによって配信された設定を同
期し、不要なエントリを消去します。
ACL の修正、インターフェイスへの適用、またはインターフェイスからの解除が行われると、ア
クティブ スイッチは変更内容をすべてのスタック メンバーに配信します。

他の機能およびスイッチとの相互作用
• IPv6 ルータ ACL がパケットを拒否するよう設定されている場合、パケットはルーティング
されません。パケットのコピーがインターネット制御メッセージ プロトコル（ICMP）キュー
に送信され、フレームに ICMP 到達不能メッセージが生成されます。
• ブリッジド フレームがポート ACL によってドロップされる場合、このフレームはブリッジ
ングされません。
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• IPv4 ACL および IPv6 ACL の両方を 1 つのスイッチまたはスイッチ スタックに作成したり、
同一インターフェイスに適用できます。各 ACL には一意の名前が必要です。設定済みの名
前を使用しようとすると、エラー メッセージが表示されます。
IPv4 ACL と IPv6 ACL の作成、および同一のレイヤ 2 インターフェイスまたはレイヤ 3 イン
ターフェイスへの IPv4 ACL または IPv6 ACL の適用には、異なるコマンドを使用します。
ACL を付加するのに誤ったコマンドを使用すると（例えば、IPv6 ACL の付加に IPv4 コマン
ドを使用するなど）、エラー メッセージが表示されます。
• MAC ACL を使用して、IPv6 フレームをフィルタリングできません。MAC ACL は非 IP フ
レームだけをフィルタリングできます。
• ハードウェア メモリに空きがない場合、パケットはインターフェイスでドロップされ、アン
ロードのエラー メッセージが記録されます。

IPv6 ACL の制限
IPv4 では、番号制の標準 IP ACL および拡張 IP ACL、名前付き IP ACL、および MAC ACL を設定
できます。IPv6 がサポートするのは名前付き ACL だけです。
スイッチは Cisco IOS がサポートする IPv6 ACL の大部分をサポートしますが、一部例外もありま
す。
• スイッチは、routing header、および undetermined-transport というキーワードの照合をサ
ポートしません。
• スイッチは再起 ACL（reflect キーワード）をサポートしません。
• このリリースは、IPv6 のポート ACL、ルータ ACL および VLAN ACL（VLAN マップ）をサ
ポートしています。
• スイッチは IPv6 フレームに MAC ベース ACL を適用しません。
• ACL を設定する場合、ACL に入力されるキーワードには、それがプラットフォームでサポー
トされるかどうかにかかわらず、制限事項はありません。ハードウェア転送が必要なイン
ターフェイス（物理ポートまたは SVI）に ACL を適用する場合、スイッチはインターフェイ
スで ACL がサポートされるかどうか判別します。サポートされない場合、ACL の付加は拒
否されます。
• インターフェイスに適用される ACL に、サポートされないキーワードを持つアクセス コン
トロール エントリ（ACE）を追加しようとする場合、スイッチは現在インターフェイスに適
用されている ACL に ACE が追加されるのを許可しません。
スイッチの IPv6 ACL には、次の特性があります。
• 分割フレーム（IPv4 では fragments キーワード）がサポートされます。
• IPv6 ACL では、IPv4 と同じ統計情報がサポートされます。
• スイッチのハードウェア スペースがなくなった場合、ACL に関連付けられたパケットはイ
ンターフェイスでドロップされます。
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• ロギングは、ルータ ACL ではサポートされますが、ポート ACL ではサポートされません。
• スイッチは、プレフィックス長の最大範囲の IPv6 アドレス一致をサポートしません。

IPv6 ACL のデフォルト設定
デフォルトの IPv6 ACL 設定は次のとおりです。
Switch# show access-lists preauth_ipv6_acl
IPv6 access list preauth_ipv6_acl (per-user)
permit udp any any eq domain sequence 10
permit tcp any any eq domain sequence 20
permit icmp any any nd-ns sequence 30
permit icmp any any nd-na sequence 40
permit icmp any any router-solicitation sequence 50
permit icmp any any router-advertisement sequence 60
permit icmp any any redirect sequence 70
permit udp any eq 547 any eq 546 sequence 80
permit udp any eq 546 any eq 547 sequence 90
deny ipv6 any any sequence 100

IPv6 ACL の設定
IPv6 トラフィックをフィルタリングする場合は、次の手順を実行します。

手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステッ
プ2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステッ
プ3

[no]{ipv6 access-list list-name| client IPv6 ACL 名を定義し、IPv6 アクセス リスト コンフィ
permit-control-packets| log-update ギュレーション モードを開始します。
threshold| role-based list-name}
例：
Device(config)# ipv6 access-list
example_acl_list

ステッ
プ4

[no]{deny | permit} protocol
条件が一致した場合にパケットを拒否する場合は
{source-ipv6-prefix/|prefix-length|any deny、許可する場合は permit を指定します。次に、
threshold| host source-ipv6-address} 条件について説明します。
[ operator [ port-number ]] {
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コマンドまたはアクション
destination-ipv6-prefix/ prefix-length
| any | host destination-ipv6-address}
[operator [port-number]][dscp value]
[fragments] [log] [log-input]
[routing] [sequence value]
[time-range name]

目的
• protocol には、インターネット プロトコルの名
前または番号を入力します。ahp、esp、icmp、
ipv6、pcp、stcp、tcp、udp、または IPv6 プロト
コル番号を表す 0 ～ 255 の整数を使用できます。
• source-ipv6-prefix/prefix-length または
destination-ipv6-prefix/ prefix-length は、拒否条件
または許可条件を設定する送信元または宛先IPv6
ネットワークあるいはネットワーク クラスで、
コロン区切りの 16 ビット値を使用した 16 進形
式で指定します（RFC 2373 を参照）。
• IPv6 プレフィックス ::/0 の短縮形として、any を
入力します。
• host source-ipv6-address または
destination-ipv6-address には、拒否条件または許
可条件を設定する送信元または宛先 IPv6 ホスト
アドレスを入力します。アドレスはコロン区切
りの 16 ビット値を使用した 16 進形式で指定し
ます。
• （任意）operator には、指定のプロトコルの送信
元ポートまたは宛先ポートを比較するオペラン
ドを指定します。オペランドには、lt（より小さ
い）、gt（より大きい）、eq（等しい）、neq
（等しくない）、range（包含範囲）がありま
す。
source-ipv6-prefix/prefix-length 引数のあとの
operator は、送信元ポートに一致する必要があり
ます。destination-ipv6- prefix/prefix-length 引数の
あとの operator は、宛先ポートに一致する必要
があります。
• （任意）port-number は、0 ～ 65535 の 10 進数
または TCP あるいは UDP ポートの名前です。
TCP ポート名を使用できるのは、TCP のフィル
タリング時だけです。UDP ポート名を使用でき
るのは、UDP のフィルタリング時だけです。
• （任意）dscp value を入力して、各 IPv6 パケッ
ト ヘッダーの Traffic Class フィールド内のトラ
フィック クラス値と DiffServ コード ポイント値
を照合します。指定できる範囲は 0 ～ 63 です。
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コマンドまたはアクション

目的
• （任意）fragments を入力して、先頭ではないフ
ラグメントを確認します。このキーワードが表
示されるのは、プロトコルが ipv6 の場合だけで
す。
• （任意）log を指定すると、エントリと一致する
パケットに関するログ メッセージがコンソール
に送信されます。log-input を指定すると、ログ
エントリに入力インターフェイスが追加されま
す。ロギングはルータ ACL でだけサポートされ
ます。
• （任意）routing を入力して、IPv6 パケットの
ルーティングを指定します。
• （任意）sequence value を入力して、アクセス リ
スト ステートメントのシーケンス番号を指定し
ます。指定できる範囲は 1 ～ 4,294,967,295 です。
• （任意）time-range name を入力して、拒否また
は許可ステートメントに適用される時間の範囲
を指定します。

ステッ
プ5

{deny | permit} tcp
{source-ipv6-prefix/prefix-length | any
| host source-ipv6-address} [operator
[port-number]] {destination-ipv6prefix/prefix-length | any | host
destination-ipv6-address} [operator
[port-number]] [ack] [dscp value]
[established] [fin] [log] [log-input]
[neq {port | protocol}] [psh] [range
{port | protocol}] [rst] [routing]
[sequence value] [syn] [time-range
name] [urg]

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

目的
• syn：同期ビット セット
• urg：緊急ポインタ ビット セット

ステッ
プ6

ステッ
プ7

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

（任意）UDP アクセス リストおよびアクセス条件を
定義します。

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

（任意）ICMP アクセス リストおよびアクセス条件を
定義します。

ユーザ データグラム プロトコルの場合は、udp を入
力します。UDP パラメータは TCP に関して説明され
ているパラメータと同じです。ただし、[operator [port]]
のポート番号またはポート名は、UDP ポートの番号
または名前でなければなりません。UDP の場合、
established パラメータは無効です。

インターネット制御メッセージプロトコルの場合は、
icmp を入力します。ICMP パラメータはステップ 1
の IP プロトコルの説明にあるパラメータとほとんど
同じですが、ICMP メッセージ タイプおよびコード
パラメータが追加されています。オプションのキー
ワードの意味は次のとおりです。
• icmp-type：ICMP メッセージ タイプでフィルタ
リングする場合に入力します。指定できる値の
範囲は、0 ～ 255 です。
• icmp-code：ICMP パケットを ICMP メッセージ
コード タイプでフィルタリングする場合に入力
します。指定できる値の範囲は、0 ～ 255 です。
• icmp-message：ICMP パケットを ICMP メッセー
ジ タイプ名または ICMP メッセージ タイプと
コード名でフィルタリングする場合に入力しま
す。ICMP メッセージのタイプ名およびコード名
のリストについては、? キーを使用するか、また
はこのリリースのコマンド リファレンスを参照
してください。

ステッ
プ8

end

特権 EXEC モードに戻ります。

ステッ
プ9

show ipv6 access-list

アクセス リストの設定を確認します。
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ステッ
プ 10

コマンドまたはアクション

目的

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステッ
プ 11

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

次の作業
インターフェイスに IPv6 ACL をアタッチします。

インターフェイスへの IPv6 ACL の付加
レイヤ 3 インターフェイスで発信または着信トラフィックに、あるいはレイヤ 2 インターフェイ
スで着信トラフィックに ACL を適用できます。レイヤ 3 インターフェイスで着信トラフィックに
だけ ACL を適用できます。
インターフェイスへのアクセスを制御するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id

アクセスリストを適用するレイヤ2インターフェ
イス（ポート ACL 用）またはレイヤ 3 インター
フェイス（ルータ ACL 用）を特定して、イン
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コマンドまたはアクション

目的
ターフェイス コンフィギュレーション モードを
開始します。

ステップ 4

no switchport

ルータ ACL を適用する場合は、これによってイ
ンターフェイスがレイヤ 2 モード（デフォルト）
からレイヤ 3 モードに変化します。

ステップ 5

ipv6 address ipv6-address

レイヤ 3 インターフェイス（ルータ ACL 用）で
IPv6 アドレスを設定します。

ステップ 6

ipv6traffic-filter
access-list-name {in | out}

インターフェイスの着信トラフィックまたは発
信トラフィックにアクセスリストを適用します。
（注）

ステップ 7

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 8

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 9

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設
定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

IPv6 ACL のモニタリング
次の表に示された 1 つまたは複数の特権 EXEC コマンドを使用して、設定済みのすべてのアクセ
ス リスト、すべての IPv6 アクセス リスト、または特定のアクセス リストに関する情報を表示で
きます。
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コマンド

目的

show access-lists

スイッチに設定されたすべてのアクセス リスト
を表示します。

show ipv6 access-list [access-list-name]

設定済みのすべての IPv6 アクセス リストまた
は名前で指定されたアクセス リストを表示しま
す。

show vlan access-map[map-name]

VLAN アクセス マップ設定を表示します。

show vlan filter[access-mapaccess-map| vlanvlan-id] VACL と VLAN 間のマッピングを表示します。

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

次に、show ipv6 access-lists 特権 EXEC コマンドの出力例を示します。出力には、スイッチまたは
スイッチ スタックに設定済みの IPv6 アクセス リストだけが表示されます。
Switch# show ipv6 access-list
IPv6 access list inbound
permit tcp any any eq bgp (8 matches) sequence 10
permit tcp any any eq telnet (15 matches) sequence 20
permit udp any any sequence 30
IPv6 access list outbound
deny udp any any sequence 10
deny tcp any any eq telnet sequence 20

次に、show vlan access-map 特権 EXEC コマンドの出力例を示します。出力には、VLAN アクセス
マップ情報が表示されます。
Switch# show vlan access-map
Vlan access-map "m1" 10
Match clauses:
ipv6 address: ip2
Action: drop
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その他の参考資料

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

IPv6 セキュリティ設定のトピック

『IPv6 Configuration Guide, Cisco IOS XE Release
3SE (Catalyst 3850 Switches)』
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipv6/
config_library/xe-3se/3850/
ipv6-xe-3se-3850-library.html

IPv6 コマンド リファレンス

『IPv6 Command Reference, Cisco IOS XE Release
3SE (Catalyst 3850 Switches)』
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipv6/
command/ipv6-xe-3se-3850-cr-book.html

エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

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

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs
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その他の参考資料

シスコのテクニカル サポート
説明

Link

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。
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DHCP の設定
• 機能情報の確認, 1717 ページ
• DHCP に関する情報, 1717 ページ
• DHCP 機能の設定方法, 1725 ページ
• DHCP サーバ ポートベースのアドレス割り当ての設定, 1736 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

DHCP に関する情報
DHCP サーバ
DHCP サーバは、スイッチまたはルータ上の指定されたアドレス プールから DHCP クライアント
に IP アドレスを割り当て、それらのアドレスを管理します。DHCP サーバがそのデータベースか
ら要求された設定パラメータを取得して DHCP クライアントに渡すことができない場合は、ネッ
トワーク管理者が定義した 1 つまたは複数のセカンダリ DHCP サーバに要求を転送します。スイッ
チは、DHCP サーバとして機能できます。
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DHCP リレー エージェント
DHCP リレー エージェントは、クライアントとサーバの間で DHCP パケットを転送するレイヤ 3
デバイスです。リレー エージェントは、同じ物理サブネット上にないクライアントとサーバの間
で要求および応答を転送します。リレー エージェントによる転送は、IP データグラムをネット
ワーク間で透過的に交換するレイヤ 2 での通常の転送とは異なります。リレー エージェントは、
DHCP メッセージを受け取ると、新しい DHCP メッセージを生成して、出力インターフェイス上
で送信します。

DHCP スヌーピング
DHCP スヌーピングは、信頼できない DHCP メッセージのフィルタリングと DHCP スヌーピング
バインディング データベース（DHCP スヌーピング バインディング テーブルとも呼ばれる）の作
成および管理によってネットワーク セキュリティを確保する DHCP セキュリティ機能です。
DHCP スヌーピングは、信頼できないホストと DHCP サーバの間でファイアウォールに似た役割
を果たします。DHCP スヌーピングを使用することにより、エンド ユーザに接続された信頼でき
ないインターフェイスと DHCP サーバまたは別のスイッチに接続された信頼できるインターフェ
イスを区別できます。

（注）

DHCP スヌーピングを正しく機能させるためには、すべての DHCP サーバを信頼できるイン
ターフェイス経由でスイッチに接続する必要があります。
信頼できない DHCP メッセージとは、信頼できないインターフェイス経由で送信されたメッセー
ジのことです。デフォルトでは、スイッチはすべてのインターフェイスを信頼できないものと見
なします。そのため、スイッチはいくつかのインターフェイスを信頼して DHCP スヌーピングを
使用するように設定する必要があります。サービス プロバイダー環境で DHCP スヌーピングを使
用する場合は、カスタマーのスイッチなど、サービスプロバイダーネットワーク内には存在しな
いデバイスから送信されたメッセージが信頼できないメッセージとなります。不明なデバイスか
ら送信されたメッセージは、トラフィック攻撃の原因になりうるため、信頼できません。
DHCP スヌーピング バインディング データベースには、MAC アドレス、IP アドレス、リース期
間、バインディングの種類、VLAN 番号、およびスイッチの信頼できないローカル インターフェ
イスのインターフェイス情報が含まれています。このデータベースには、信頼できるインターフェ
イスに接続されたホストの情報はありません。
サービスプロバイダーネットワークでは、信頼できるインターフェイスとして設定できるものの
例として、同じネットワーク内のデバイスのポートに接続されたインターフェイスがあります。
信頼できないインターフェイスには、ネットワーク内の信頼できないインターフェイスまたはネッ
トワークに属さないデバイスのインターフェイスに接続されたインターフェイスがあります。
スイッチが信頼できないインターフェイスでパケットを受信し、そのインターフェイスが属して
いる VLAN で DHCP スヌーピングがイネーブルに設定されている場合、スイッチは送信元 MAC
アドレスと DHCP クライアントのハードウェア アドレスを比較します。アドレスが一致した場合
（デフォルト）、スイッチはパケットを転送します。アドレスが一致しない場合、スイッチはパ
ケットをドロップします。
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スイッチは、次のいずれかの状況が発生した場合に DHCP パケットをドロップします。
• DHCPOFFER パケット、DHCPACK パケット、DHCPNAK パケット、DHCPLEASEQUERY
パケットなど、DHCP サーバからのパケットがネットワークまたはファイアウォールの外側
から着信した。
• パケットが信頼できないインターフェイスに着信し、送信元 MAC アドレスと DHCP クライ
アントのハードウェア アドレスが一致しない。
• スイッチが DHCPRELEASE または DHCPDECLINE ブロードキャスト メッセージを受信し、
その MAC アドレスは DHCP スヌーピング バインディング データベースに含まれているが、
バインディング データベース内のインターフェイス情報がメッセージを受信したインター
フェイスと一致しない。
• DHCP リレー エージェントが 0.0.0.0 以外のリレー エージェント IP アドレスを含む DHCP パ
ケットを転送し、Option 82 情報が含まれないパケットを信頼できないポートに転送する。
DHCP スヌーピングをサポートする集約スイッチであり、DHCP Option 82 情報を挿入するエッジ
スイッチに接続されているスイッチは、Option 82 情報を含むパケットが信頼できないインター
フェイスに着信した場合、それらのパケットをドロップします。DHCP スヌーピングがイネーブ
ルに設定されている場合に、パケットが信頼できるポートに着信しても、集約スイッチは接続さ
れたデバイスの DHCP スヌーピング バインディングを認識せず、完全な DHCP スヌーピング バ
インディング データベースを作成できません。
集約スイッチを信頼できないインターフェイス経由でエッジ スイッチに接続できる場合、ip dhcp
snooping information option allow-untrusted グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力
すると、集約スイッチはエッジ スイッチによって挿入された Option 82 情報を含むパケットを受
け入れます。集約スイッチは、信頼できないスイッチ インターフェイスを介して接続されたホス
トのバインディングを認識します。集約スイッチで、ダイナミック ARP インスペクションや IP
ソース ガードなど、DHCP セキュリティ機能をイネーブルに設定することもできますが、その場
合でもスイッチは Option 82 情報を含むパケットをホストが接続されている信頼できない入力イン
ターフェイスで受信します。集約スイッチ上のエッジ スイッチとの接続ポートは、信頼できるイ
ンターフェイスとして設定する必要があります。
通常、ワイヤレス クライアントにパケットをブロードキャストするのは望ましくありません。し
たがって、DHCP スヌーピングは、宛先ブロードキャスト MAC アドレス（ffff.ffff.ffff）をサーバ
からワイヤレス クライアントに送信される DHCP パケットのユニキャスト MAC アドレスに置き
換えます。ユニキャスト MAC アドレスは DHCP ペイロードの CHADDR フィールドから取得され
ます。この処理は、DHCP OFFER、DHCP ACK および DHCP NACK メッセージなどのクライアン
ト パケットにサーバ用に適用されます。ip dhcp snooping wireless bootp-broadcast enable は、この
動作を戻すために使用できます。ワイヤレス BOOTP ブロードキャストがイネーブルの場合、サー
バからのブロードキャスト DHCP パケットは、宛先 MAC アドレスを変更せずにワイヤレス クラ
イアントに転送されます。
関連トピック
DHCP スヌーピングおよび Option 82 を設定するための前提条件, （1730 ページ）
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Option 82 データ挿入
住宅地域にあるメトロポリタン イーサネット アクセス環境では、DHCP は多数の加入者に対し、
IP アドレスの割り当てを一元的に管理できます。スイッチで DHCP スヌーピングの Option 82 機
能をイネーブルにすると、加入者装置は MAC アドレスだけでなく、その装置をネットワークに
接続するスイッチ ポートによっても識別されます。サブスクライバ LAN 上の複数のホストをア
クセス スイッチの同じポートに接続できます。これらのホストは一意に識別されます。

（注）

DHCP Option 82 機能は、DHCP スヌーピングがグローバルにイネーブルであり、Option 82 を
使用する加入者装置が割り当てられた VLAN でイネーブルである場合に限りサポートされま
す。
次の図に、一元的な DHCP サーバがアクセス レイヤのスイッチに接続された加入者に IP アドレ
スを割り当てるメトロポリタン イーサネット ネットワークを示します。DHCP クライアントとそ
れらに関連付けられた DHCP サーバは同じ IP ネットワークまたはサブネット内に存在しないた
め、DHCP リレー エージェント（Catalyst スイッチ）にヘルパー アドレスを設定することにより、
ブロードキャスト転送をイネーブルにし、クライアントとサーバ間で DHCP メッセージを転送し
ます。
図 84：メトロポリタン イーサネット ネットワークにおける DHCP リレー エージェント

スイッチで DHCP スヌーピング情報 Option 82 をイネーブルにすると、次のイベントがこの順序で
発生します。
• ホスト（DHCP クライアント）は DHCP 要求を生成し、これをネットワーク上にブロード
キャストします。
• スイッチは、この DHCP 要求を受信すると、パケットに Option 82 情報を追加します。デフォ
ルトでは、リモート ID サブオプションがスイッチの MAC アドレスで、回線 ID サブオプショ
ンはパケットを受信するポート ID（vlan-mod-port）です。リモート ID および回線 ID は設
定できます。
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• リレー エージェントの IP アドレスが設定されている場合、スイッチはこの IP アドレスを
DHCP パケットに追加します。
• スイッチは、オプション 82 フィールドを含む DHCP 要求を DHCP サーバに転送します。
• DHCP サーバはこのパケットを受信します。Option 82 に対応しているサーバであれば、リ
モート ID と回線 ID のいずれか一方または両方を使用して、IP アドレスを割り当てたり、1
つのリモート ID または回線 ID に割り当てることができる IP アドレスの数を制限するよう
なポリシーを実装したりできます。次に DHCP サーバは、DHCP 応答内にオプション 82
フィールドをエコーします。
• スイッチによって要求がサーバにリレーされた場合、DHCP サーバは応答をスイッチにユニ
キャストします。スイッチは、リモート ID フィールドと、場合によっては回線 ID フィール
ドを調べ、Option 82 データが挿入済みであることを確認します。スイッチは Option 82 フィー
ルドを削除してから、DHCP 要求を送信した DHCP クライアントに接続するスイッチ ポート
にパケットを転送します。
デフォルトのサブオプション設定では、前述のイベントのシーケンスが発生すると、次のフィー
ルドの値は変化しません（図「サブオプションのパケット形式」を参照）。
• 回線 ID サブオプション フィールド
◦ サブオプション タイプ
◦ サブオプション タイプの長さ
◦ 回線 ID タイプ
◦ 回線 ID タイプの長さ
• リモート ID サブオプション フィールド
◦ サブオプション タイプ
◦ サブオプション タイプの長さ
◦ リモート ID タイプ
◦ リモート ID タイプの長さ
回線 ID サブオプションのポート フィールドでは、ポート番号が 3 から始まります。たとえば、
24 個の 10/100/1000 ポートおよび 4 つの Small Form-Factor Pluggable（SFP）モジュール スロット
を搭載するスイッチでは、ポート 3 がギガビット イーサネット 1/0/1 ポート、ポート 4 がギガビッ
ト イーサネット 1/0/2 ポートとなり、以降同様に続きます。ポート 27 は SFP モジュール スロッ
トのギガビット イーサネット 1/0/25 となり、以降同様に続きます。
図「サブオプションのパケット形式」に、デフォルトのサブオプション設定が使用されている場
合のリモート ID サブオプションおよび回線 ID サブオプションのパケット形式を示します。回線
ID サブオプションでは、モジュール番号は、スタックにあるスイッチ番号に対応します。スイッ
チがこれらのパケット形式を使用するのは、DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにし、
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ip dhcp snooping information option グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力した場合で
す。
図 85：サブオプションのパケット形式

図「ユーザ設定のサブオプションのパケット形式」は、ユーザ設定のリモート ID サブオプショ
ン、および回線 ID サブオプションのパケット形式を示しています。スイッチでは、DHCP スヌー
ピングをグローバルにイネーブルにし、ip dhcp snooping information option format remote-id グ
ローバル コンフィギュレーション コマンド、および ip dhcp snooping vlan information option
format-type circuit-id string インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力した場合
に、これらのパケット形式が使用されます。
パケットでは、リモート ID および回線 ID サブオプションを次のように設定した場合、これらの
フィールドの値がデフォルト値から変更されます。
• 回線 ID サブオプション フィールド
◦ 回線 ID タイプが 1 である。
◦ 設定した文字列の長さに応じて、長さの値が変化する。
• リモート ID サブオプション フィールド
◦ リモート ID タイプが 1 である。
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◦ 設定した文字列の長さに応じて、長さの値が変化する。

図 86：ユーザ設定のサブオプションのパケット形式

Cisco IOS DHCP サーバ データベース
DHCP ベースの自動設定プロセスの間、指定 DHCP サーバは Cisco IOS DHCP サーバ データベー
スを使用します。これには IP アドレス、アドレス バインディング、およびブート ファイルなど
の設定パラメータが含まれます。
アドレス バインディングは、Cisco IOS DHCP サーバ データベース内のホストの IP アドレスおよ
び MAC アドレス間のマッピングです。クライアント IP アドレスを手動で割り当てること、また
は、DHCP サーバが DHCP アドレス プールから IP アドレスを割り当てることが可能です。手動
および自動アドレス バインディングの詳細については、『Cisco IOS IP Configuration Guide, Release
12.4』の「Configuring DHCP」の章を参照してください。
Cisco IOS DHCP サーバ データベースをイネーブルにして設定する手順については、『Cisco IOS
IP Configuration Guide, Release 12.4』の「Configuring DHCP」の章にある「DHCP Configuration Task
List」の項を参照してください。

DHCP スヌーピング バインディング データベース
DHCP スヌーピングをイネーブルにすると、スイッチは信頼できないインターフェイスに関する
情報を DHCP スヌーピング バインディング データベースに保存します。データベースには、64,000
のバインディングを含めることができます。
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各データベース エントリ（バインディング）は、IP アドレス、それに関連付けられた MAC アド
レス、リース期間（16 進形式）、バインディングが適用されるインターフェイス、およびイン
ターフェイスが属する VLAN で構成されます。データベース エージェントは、設定された場所の
ファイルにバインディングを保存します。各エントリの末尾にあるチェックサムは、ファイルの
先頭のバイトを含め、エントリに関連付けられたすべてのバイトを対象として計算されます。各
エントリは、まず 72 バイトのデータがあり、その後に 1 つのスペースとチェックサム値が続きま
す。
スイッチのリロード後もバインディングを保持するには、DHCP スヌーピング データベース エー
ジェントを使用する必要があります。エージェントがディセーブルで、ダイナミック ARP インス
ペクションまたは IP ソース ガードがイネーブルにされ、DHCP スヌーピング バインディング デー
タベースがダイナミックバインディングされている場合、スイッチは接続を切断されます。この
エージェントがディセーブルで、DHCP スヌーピングだけがイネーブルである場合、スイッチの
接続は切断されませんが、DHCP スヌーピングは DHCP スプーフィング攻撃を防止できないこと
があります。
リロードすると、スイッチはバインディング ファイルを読み込み、DHCP スヌーピング バイン
ディング データベースを作成します。スイッチは、データベースに変更が加えられたときにはバ
インディング ファイルを更新します。
スイッチは、新しいバインディングを認識するか、バインディングを失うと、ただちにデータベー
ス内のエントリを更新します。スイッチはバインディング ファイル内のエントリも更新します。
バインディング ファイルの更新頻度は設定可能な遅延時間によって決まり、更新はバッチ処理さ
れます。ファイルが指定された時間内（書き込み遅延および中断タイムアウトの値によって設定
される）に更新されない場合、更新は停止します。
バインディングが含まれるファイルの形式は次のとおりです。
<initial-checksum>
TYPE DHCP-SNOOPING
VERSION 1
BEGIN
<entry-1> <checksum-1>
<entry-2> <checksum-1-2>
...
...
<entry-n> <checksum-1-2-..-n>
END

このファイルの各エントリにはチェックサム値を示すタグが付けられます。スイッチは、ファイ
ルを読み取るときに、このチェックサムを使用してエントリを検証します。最初の行の
initial-checksum エントリは、最新のファイル更新に関連するエントリを以前のファイル更新に関
連するエントリと区別します。
次に、バインディング ファイルの例を示します。
2bb4c2a1
TYPE DHCP-SNOOPING
VERSION 1
BEGIN
192.1.168.1 3 0003.47d8.c91f 2BB6488E Gi1/0/4 21ae5fbb
192.1.168.3 3 0003.44d6.c52f 2BB648EB Gi1/0/4 1bdb223f
192.1.168.2 3 0003.47d9.c8f1 2BB648AB Gi1/0/4 584a38f0
END

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
1724

OL-30686-01-J

DHCP 機能の設定方法

スイッチが起動し、計算されたチェックサム値が保存されているチェックサム値と一致した場合、
スイッチはバインディング ファイルのエントリを読み取り、バインディングを DHCP スヌーピン
グバインディングデータベースに追加します。次のいずれかの状況が発生した場合、スイッチは
エントリを無視します。
• スイッチがエントリを読み取り、計算されたチェックサム値が保存されているチェックサム
値と一致しない。この場合、そのエントリとそれ以降のエントリは無視されます。
• エントリに含まれているリース期間が終了している（スイッチはリース期間の終了時にバイ
ンディング エントリを削除しないことがある）。
• エントリに含まれるインターフェイスが現在はシステムに存在しない。
• インターフェイスがルーテッド インターフェイスまたは DHCP スヌーピングにおける信頼で
きるインターフェイスである。

DHCP スヌーピングおよびスイッチ スタック
DHCP スヌーピングは、スタック マスターで管理されます。新しいスイッチがスタックに加入す
ると、スイッチでは、スタック マスターから DHCP スヌーピング設定を受信します。メンバがス
タックから除外されると、スイッチに関連付けられているすべての DHCP スヌーピング アドレス
バインディングがエージング アウトします。
すべてのスヌーピング統計情報は、スタック マスター上で生成されます。新しいスタック マス
ターが選出された場合、統計カウンタはリセットされます。
スタックのマージが発生し、スタックマスターではなくなった場合、スタックマスターにあった
すべての DHCP スヌーピング バインディングが失われます。スタック パーティションでは、既存
のスタック マスターに変更はなく、パーティション化スイッチに属しているバインディングは、
エージング アウトします。パーティション化スイッチの新しいマスターでは、新たな着信 DHCP
パケットの処理が開始されます。

DHCP 機能の設定方法
DHCP スヌーピングのデフォルト設定
表 130：DHCP のデフォルト設定

機能

デフォルト設定

DHCP サーバ

Cisco IOS ソフトウェアではイネーブル、設定が
必要15

DHCP リレー エージェント

イネーブル16

DHCP パケット転送アドレス

未設定
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機能

デフォルト設定

リレー エージェント情報の確認

イネーブル（無効なメッセージは廃棄）。

DHCP リレー エージェント転送ポリシー

既存のリレー エージェント情報を置換。

DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブル ディセーブル
DHCP スヌーピング情報オプション

イネーブル

パケットを信頼できない入力インターフェイス ディセーブル
で受け取る DHCP スヌーピング オプション17
DHCP スヌーピング レート制限

未設定

DHCP スヌーピング信頼状態

信頼できない

DHCP スヌーピング VLAN

ディセーブル

DHCP スヌーピングの MAC アドレス検証

イネーブル

Cisco IOS DHCP サーバ バインディング データ Cisco IOS ソフトウェアではイネーブル、設定が
ベース
必要。
（注）

スイッチは、DHCP サーバとして設定
されているデバイスからだけ、ネット
ワーク アドレスおよび設定パラメー
タを取得します。

DHCP スヌーピング バインディング データベー Cisco IOS ソフトウェアではイネーブル、設定が
ス エージェント
必要。この機能は宛先が設定されている場合に
限り有効。

15
スイッチは、DHCP サーバとして設定されている場合に限り DHCP 要求に応答します。
16
スイッチは、DHCP サーバの IP アドレスが DHCP クライアントの SVI に設定されている場合に限り DHCP パケットをリレーします。
17
この機能は、スイッチがエッジ スイッチによって Option 82 情報が挿入されたパケットを受信する集約スイッチである場合に使用します。

DHCP スヌーピング設定時の注意事項
• スイッチ ポートが DHCP サーバに接続されている場合は、ip dhcp snooping trustip dhcp snooping
trust interfaceインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力して、ポートを信
頼できるポートとして設定してください。
• スイッチ ポートが DHCP クライアントに接続されている場合は、no ip dhcp snooping trustno
ip dhcp snooping trustインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力して、ポー
トを信頼できないポートとして設定してください。
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• show ip dhcp snooping statisticsshow ip dhcp snooping statisticsユーザ EXEC コマンドを入力し
て DHCP スヌーピング統計情報を表示したり、clear ip dhcp snooping statisticsclear ip dhcp
snooping statistics特権 EXEC コマンドを入力してスヌーピング統計情報をクリアしたりでき
るようになりました。

DHCP サーバの設定
スイッチは、DHCP サーバとして機能できます。
スイッチを DHCP サーバとして設定するときの手順については、『Cisco IOS IP Configuration Guide,
Release 12.4』の「IP Addressing and Services」の項の「Configuring DHCP」を参照してください。

DHCP サーバとスイッチ スタック
DHCP バインディング データベースは、スタック マスターで管理されます。新しいスタック マス
ターが割り当てられると、新しいマスターでは、TFTP サーバから保存されているバインディング
データベースがダウンロードされます。スタック マスターに障害が発生した場合、未保存のすべ
てのバインディングが失われます。失われたバインディングに関連付けられていた IP アドレス
は、解放されます。自動バックアップは、ip dhcp database url [timeout seconds | write-delay seconds]
グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して設定する必要があります。
スタックのマージが発生すると、スタック メンバになるスタック マスターでは、すべての DHCP
リースバインディングが失われます。スタックパーティションでは、パーティションにある新し
いマスターが、既存の DHCP リース バインディングなしで、新しい DHCP サーバとして動作しま
す。

DHCP リレー エージェントの設定
スイッチ上で DHCP リレー エージェントをイネーブルにするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
パスワードを入力します（要求された場
合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

service dhcp

Device(config)# service dhcp

スイッチ上で DHCP サーバおよび DHCP リ
レー エージェントをイネーブルにします。
デフォルトでは、この機能はイネーブルで
す。

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：

ステップ 4

例：
Device(config)# end

ステップ 5

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 6

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

次の作業
これらの手順については、『Cisco IOS IP Configuration Guide, Release 12.4』の「IP Addressing and
Services」の項の「Configuring DHCP」の項を参照してください。
• リレー エージェント情報のチェック（検証）
• リレー エージェント転送ポリシーの設定

パケット転送アドレスの指定
DHCP サーバおよび DHCP クライアントが異なるネットワークまたはサブネットにある場合、ス
イッチを ip helper-address address インターフェイス コンフィギュレーション コマンドで設定す
る必要があります。一般的なルールは、クライアントに最も近いレイヤ 3 インターフェイス上に
コマンドを設定することです。ip helper-address コマンドで使用されているアドレスは、特定の
DHCP サーバ IP アドレスか、または他の DHCP サーバが宛先ネットワーク セグメントにある場
合はネットワークアドレスにすることができます。ネットワークアドレスを使用することで、ど
の DHCP サーバも要求に応答できるようになります。
パケット転送アドレスを指定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interface vlan vlan-id
例：

VLAN ID を入力してスイッチ仮想インターフェ
イスを作成し、インターフェイス コンフィギュ
レーション モードを開始します。

Device(config)# interface vlan
1

ステップ 4

ip address ip-address subnet-mask インターフェイスに IP アドレスおよび IP サブ
ネットを設定します。
例：
Device(config-if)# ip address
192.108.1.27 255.255.255.0

ステップ 5

ip helper-address address
例：
Device(config-if)# ip
helper-address 172.16.1.2

DHCP パケット転送アドレスを指定します。
ヘルパー アドレスは特定の DHCP サーバ アド
レスにするか、他の DHCP サーバが宛先ネット
ワーク セグメントにある場合は、ネットワーク
アドレスにすることができます。ネットワーク
アドレスを使用することで、他のサーバもDHCP
要求に応答できるようになります。
複数のサーバがある場合、各サーバに 1 つのヘ
ルパー アドレスを設定できます。

ステップ 6

グローバル コンフィギュレーション モードに
戻ります。

end
例：
Device(config-if)# end

ステップ 7

次のいずれかを使用します。
• interface range port-range
• interface interface-id

DHCP クライアントに接続されている複数の物
理ポートを設定し、インターフェイス範囲コン
フィギュレーション モードを開始します。
または
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コマンドまたはアクション

目的

例：

DHCP クライアントに接続されている単一の物
理ポートを設定し、インターフェイス コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

Device(config)# interface
gigabitethernet1/0/2

ステップ 8

switchport mode access

ポートの VLAN メンバーシップ モードを定義
します。

例：
Device(config-if)# switchport
mode access

ステップ 9

switchport access vlan vlan-id

ステップ 2 で設定したのと同じ VLAN をポート
に割り当てます。

例：
Device(config-if)# switchport
access vlan 1

ステップ 10

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

ステップ 11

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 12

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

DHCP スヌーピングおよび Option 82 を設定するための前提条件
DHCP スヌーピングおよび Option 82 の前提条件は次のとおりです。
• DHCP スヌーピングは、スイッチ上でグローバルにイネーブルにする必要があります。
• スイッチ上で DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにする前に、DHCP サーバや
DHCP リレー エージェントとして機能するデバイスが設定され、イネーブルになっているこ
とを確認してください。
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• スイッチを DHCP 要求に応答するようにする場合は、DHCP サーバとして設定する必要があ
ります。
• スイッチで DHCP スヌーピング情報オプションを設定する前に、DHCP サーバとして機能す
るデバイスを設定してください。DHCP サーバが割り当てたり除外したりできる IP アドレス
を指定するか、またはそれらのデバイスの DHCP オプションを設定する必要があります。
• DHCP スヌーピングを正しく機能させるためには、すべての DHCP サーバを信頼できるイン
ターフェイス経由でスイッチに接続する必要があります。サービス プロバイダー ネットワー
クでは、同じネットワーク内のデバイスのポートに接続されたインターフェイスが信頼でき
るインターフェイスとなります。
• DHCP スヌーピングで Cisco IOS DHCP サーバ バインディング データベースを使用するには、
Cisco IOS DHCP サーバ バインディング データベースを使用するようにスイッチを設定する
必要があります。
• 信頼できない入力でパケットを受け入れる DHCP スヌーピング オプションを使用するには、
スイッチがエッジ スイッチから Option 82 情報を含むパケットを受信する集約スイッチであ
る必要があります。
• 次の前提条件が DHCP スヌーピング バインディング データベースの設定に適用されます。
◦ DHCP スヌーピング用にスイッチを使用するには、DHCP スヌーピング バインディング
データベースで宛先を設定する必要があります。
◦ NVRAM とフラッシュ メモリは、いずれも記憶容量が限られているため、バインディン
グ ファイルを TFTP サーバに保存することを推奨します。
◦ ネットワーク ベースの URL（TFTP や FTP など）については、スイッチがバインディ
ングをその URL のバインディング ファイルに初めて書き込む前に、設定された URL に
空のファイルを作成する必要があります。空のファイルをサーバ上に作成する必要があ
るかどうかについては、TFTP サーバのマニュアルを参照してください。TFTP サーバに
よっては、そのように設定できないことがあります。
◦ データベースに正しいリース期間が記録されるように、ネットワーク タイム プロトコ
ル（NTP）をイネーブルにし、設定することを推奨します。
◦ NTP が設定されている場合、スイッチのシステム クロックが NTP と同期化されたとき
にだけ、スイッチがバインディングの変更内容をバインディング ファイルに書き込みま
す。
• スイッチで DHCP リレー エージェントを設定する前に、DHCP サーバとして機能するデバイ
スを設定してください。DHCP サーバが割り当てたり除外したりできる IP アドレスを指定す
るか、デバイスの DHCP オプションを設定するか、または DHCP データベース エージェン
トをセットアップする必要があります。
• スイッチが DHCP パケットをリレーするようにする場合は、DHCP サーバの IP アドレスは
DHCP クライアントのスイッチ仮想インターフェイス（SVI）に設定する必要があります。
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• スイッチ ポートが DHCP サーバに接続されている場合は、ip dhcp snooping trustip dhcp snooping
trust interfaceインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力して、ポートを信
頼できるポートとして設定してください。
• スイッチ ポートが DHCP クライアントに接続されている場合は、no ip dhcp snooping trustno
ip dhcp snooping trustインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力して、ポー
トを信頼できないポートとして設定してください。
関連トピック
DHCP スヌーピング, （1718 ページ）

DHCP スヌーピングおよび Option 82 のイネーブル化
スイッチ上で DHCP スヌーピングをイネーブルにするには、次の手順に従います。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ip dhcp snooping

DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブル化しま
す。

例：
Device(config)# ip dhcp
snooping

ステップ 4

ip dhcp snooping vlan
vlan-range
例：
Device(config)# ip dhcp
snooping vlan 10

VLAN または VLAN 範囲で DHCP スヌーピングをイ
ネーブルにします。指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。
VLAN ID 番号によって特定される単一の VLAN ID、
それぞれをカンマで区切った一連の VLAN ID、ハイ
フンを間に挿入した VLAN ID の範囲、または先頭お
よび末尾の VLAN ID で区切られた VLAN ID の範囲
を入力することができます。これらはスペースで区切
ります。
• VLAN ID 番号によって特定される単一の VLAN
ID、それぞれをカンマで区切った一連の VLAN
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コマンドまたはアクション

目的
ID、ハイフンを間に挿入した VLAN ID の範囲、
または先頭および末尾の VLAN ID で区切られた
VLAN ID の範囲を入力することができます。こ
れらはスペースで区切ります。

ステップ 5

ip dhcp snooping information スイッチが、転送された DHCP 要求メッセージにあ
option
る DHCP リレー情報（オプション 82 フィールド）を
DHCP サーバに挿入したり削除したりできるようにイ
例：
ネーブルにします。これがデフォルト設定です。
Device(config)# ip dhcp
snooping information option

ステップ 6

ip dhcp snooping information （任意）リモート ID サブオプションを設定します。
option format remote-id [string
リモート ID は次のように設定できます。
ASCII-string | hostname]
• 63 文字までの ASCII 文字列（スペースなし）
例：
Device(config)# ip dhcp
snooping information option
format remote-id string
acsiistring2

• スイッチに設定されたホスト名
（注）

ホスト名が 64 文字以上の場合、リモー
ト ID 設定で 63 文字に切り捨てられま
す。

デフォルトのリモート ID はスイッチ MAC アドレス
です。
ステップ 7

ip dhcp snooping information （任意）スイッチが、エッジ スイッチに接続された
option allow-untrusted
集約スイッチである場合、エッジ スイッチからのオ
プション 82 情報付き着信 DHCP スヌーピング パケッ
例：
トを受け入れるようにこのコマンドによってスイッチ
をイネーブルにします。
Device(config)# ip dhcp
snooping information option
allow-untrusted

デフォルト設定では無効になっています。
このコマンドは、信頼できるデバイスに接
続された集約スイッチだけで入力してくだ
さい。
サーバによって送信されたブロードキャスト アドレ
スが、DHCP パケットをワイヤレス クライアントに
転送するときに、スイッチによって保持されるように
します。
（注）

ステップ 8

ip dhcp snooping wireless
bootp-broadcast enable
(optional)
例：
Device(config)# ip dhcp
snooping wireless
bootp-broadcast enable
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

interface interface-id

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

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

ステップ 10 ip dhcp snooping vlan
vlaninformation option
format-type circuit-id
[override] string ASCII-string
例：
Device(config-if)# ip dhcp
snooping vlan 1 information
option format-type
curcuit-id override string
ovrride2

ステップ 11 ip dhcp snooping trust
例：
Device(config-if)# ip dhcp
snooping trust

（任意）指定したインターフェイスの回線 ID サブオ
プションを設定します。
1 ～ 4094 の範囲の VLAN ID を使用して、VLAN およ
びポート ID を指定します。デフォルトの回線 ID は
ポート ID で、フォーマットは vlan-mod-port です。
回線 ID は 3 ～ 63 の ASCII 文字列（スペースなし）
を設定できます。
（任意）override キーワードは、加入者情報を定義す
るための TLV 形式に回線 ID サブオプションを挿入し
たくない場合に使用します。
（任意）インターフェイスの信頼性を trusted または
untrusted に設定します。信頼できないクライアントか
らのメッセージを受信するようにインターフェイスを
設定するには、no キーワードを使用します。デフォ
ルト設定は untrusted です。

ステップ 12 ip dhcp snooping limit rate rate （任意）インターフェイスが受信できる 1 秒あたりの
DHCP パケット数を設定します。指定できる範囲は 1
例：
～ 2048 です。デフォルトでは、レート制限は設定さ
Device(config-if)# ip dhcp れません。
snooping limit rate 100

ステップ 13 exit

信頼できないインターフェイスのレート制
限を 1 秒あたり 100 パケット以下に設定す
ることを推奨します。信頼できるインター
フェイスのレート制限を設定する場合、
DHCP スヌーピングを使った複数の VLAN
に割り当てられたトランク ポートでは、
レート制限の値を大きくすることが必要に
なることがあります。
グローバル コンフィギュレーション モードに戻りま
す。
（注）

例：
Device(config-if)# exit
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コマンドまたはアクション
ステップ 14 ip dhcp snooping verify
mac-address
例：
Device(config)# ip dhcp
snooping verify mac-address

ステップ 15 end

目的
（任意）信頼できないポートに着信した DHCP パケッ
トの送信元 MAC アドレスがパケットのクライアント
ハードウェア アドレスと一致することを確認するよ
うにスイッチを設定します。デフォルトでは、送信元
MAC アドレスがパケットのクライアント ハードウェ
ア アドレスと一致することを確認します。
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 16 show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 17 copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を
保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

Cisco IOS DHCP サーバ データベースのイネーブル化
Cisco IOS DHCP サーバ データベースをイネーブルにして設定する手順については、『Cisco IOS
IP Configuration Guide, Release 12.4』の「Configuring DHCP」の章にある「DHCP Configuration Task
List」の項を参照してください。

DHCP スヌーピング情報のモニタリング
表 131：DHCP 情報を表示するためのコマンド

show ip dhcp snooping

スイッチの DHCP スヌーピングの設定を表示します。
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show ip dhcp snooping binding DHCP スヌーピング バインディング データベース内の動的に設
定されたバインディングだけを表示します。このようなバイン
ディングは、バインディング テーブルとも呼ばれます。

（注）

show ip dhcp snooping
database

DHCP スヌーピング バインディング データベースのステータス
および統計情報を表示します。

show ip dhcp snooping
statistics

DHCP スヌーピングの統計情報を要約または詳細形式で表示しま
す。

show ip source binding

動的および静的に設定されたバインディングを表示します。

DHCP スヌーピングがイネーブルでインターフェイスがダウン ステートに変更された場合、静
的に設定されたバインディングは削除されません。

DHCP サーバ ポートベースのアドレス割り当ての設定
DHCP サーバ ポートベースのアドレス割り当ての設定に関する情報
DHCP サーバ ポートベースのアドレス割り当ては、接続されたデバイス クライアントの ID また
はクライアント ハードウェア アドレスに関係なく、DHCP がイーサネット スイッチ ポートで同
じ IP アドレスを維持できるようにする機能です。
ネットワークに導入されたイーサネット スイッチは、直接接続されたデバイスに接続を提供しま
す。工場の作業場など、一部の環境では、あるデバイスで不具合が発生した場合は、それと同時
に、そのネットワークで代わりのデバイスが動作を開始しなければなりません。現在の DHCP 実
装では、この代わりのデバイスに、DHCP が同じ IP アドレスを提供する保証はありません。コン
トロールやモニタリングなどを行うソフトウェアは、各デバイスに関連付けられた IP アドレスが
一定であることを期待しています。デバイスを交換した場合、DHCP クライアントが変更された
場合でも、アドレスの割り当ては一定のままでなければなりません。
DHCP サーバ ポートベースのアドレス割り当て機能が設定されている場合、この機能により、あ
る接続ポートで受信された DHCP メッセージでクライアント ID やクライアント ハードウェア ア
ドレスが変更されたとしても、同じ接続ポートには常に同じ IP アドレスが提供されることが保証
されます。DHCP プロトコルは、DHCP パケットのクライアント ID オプションにより、DHCP ク
ライアントを識別します。クライアント ID オプションを含まないクライアントは、クライアント
ハードウェア アドレスにより識別されます。この機能を設定すると、インターフェイスのポート
名が、クライアント ID またはハードウェア アドレスよりも優先され、実際の接続ポイントであ
るスイッチ ポートがクライアント ID になります。
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すべてのケースで、同じポートにイーサネット ケーブルを接続することにより、接続されたデバ
イスに、DHCP 経由で同じ IP アドレスが割り当てられます。
DHCP サーバ ポートベースのアドレス割り当て機能がサポートされているのは、Cisco IOS DHCP
サーバだけです。サードパーティ製のサーバではサポートされていません。

ポートベースのアドレス テーブルのデフォルト設定
デフォルトでは、DHCP サーバ ポートベースのアドレス割り当てはディセーブルにされています。

ポートベースのアドレス割り当て設定時の注意事項
• デフォルトでは、DHCP サーバ ポートベースのアドレス割り当てはディセーブルにされてい
ます。
• DHCP プールから事前に設定された予約への割り当てを制限する（予約されていないアドレ
スはクライアントに提供されず、その他のクライアントはプールによるサービスを受けな
い）ために、reserved-only DHCP プール コンフィギュレーション コマンドを入力すること
ができます。

DHCP スヌーピング バインディング データベース エージェントのイネーブル化
スイッチ上で DHCP スヌーピング バインディング データベース エージェントをイネーブルにし、
設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パ
スワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ip dhcp snooping database
次のいずれかの形式を使用して、データベー
{flash[number]:/filename |
ス エージェントまたはバインディング ファ
ftp://user:password@host/filename |
イルの URL を指定します。
http://[[username:password]@]{hostname
• flash[number]:/filename
| host-ip}[/directory] /image-name.tar |
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rcp://user@host/filename}|
tftp://host/filename
例：
Device(config)# ip dhcp snooping
database
tftp://10.90.90.90/snooping-rp2

目的
（任意）スタック マスターのスタック
メンバ番号を指定するには、number パ
ラメータを使用します。number の指定
できる範囲は 1 ～ 9 です。
• ftp://user:password@host/filename
• http://[[username:password]@]{hostname
| host-ip}[/directory] /image-name.tar
• rcp://user@host/filename
• tftp://host/filename

ステップ 4

ip dhcp snooping database timeout
seconds
例：
Device(config)# ip dhcp snooping
database timeout 300

ステップ 5

ip dhcp snooping database write-delay
seconds
例：

データベース転送プロセスが完了するのを待
ち、それまでに完了しない場合はプロセスを
停止する時間（秒数）を指定します。
デフォルトは 300 秒です。指定できる範囲は
0 ～ 86400 です。無期限の期間を定義するに
は、0 を使用します。これは転送を無期限に
試行することを意味します。
バインディング データベースが変更されてか
ら転送を開始するまでの遅延時間を指定しま
す。指定できる範囲は 15 ～ 86400 秒です。
デフォルトは 300 秒（5 分）です。

Device(config)# ip dhcp snooping
database write-delay 15

ステップ 6

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 7

ip dhcp snooping binding
mac-addressvlan vlan-id
ip-addressinterface interface-idexpiry
seconds
例：
Device# ip dhcp snooping binding
0001.1234.1234 vlan 1 172.20.50.5
interface gi1/1 expiry 1000

（任意）DHCP スヌーピング バインディング
データベースにバインディング エントリを追
加します。vlan-id に指定できる範囲は 1 ～
4904 です。seconds の範囲は 1 ～ 4294967295
です。
このコマンドは、追加するエントリごとに入
力します。
このコマンドは、スイッチをテストまたはデ
バッグするときに使用します。
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コマンドまたはアクション
ステップ 8

目的

show ip dhcp snooping database [detail] DHCP スヌーピング バインディング データ
ベース エージェントのステータスおよび統計
例：
情報を表示します。
Device# show ip dhcp snooping
database detail

ステップ 9

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステッ
プ 10

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに
設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

DHCP サーバ ポートベースのアドレス割り当てのイネーブル化
ポートベースのアドレス割り当てをグローバルにイネーブル化し、インターフェイス上で加入者
ID を自動的に生成するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パ
スワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ip dhcp use subscriber-id client-id
例：

すべての着信 DHCP メッセージで、加入者
ID がクライアント ID としてグローバルに使
用されるように DHCP サーバを設定します。

Device(config)# ip dhcp use
subscriber-id client-id
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コマンドまたはアクション
ステップ 4

ip dhcp subscriber-id interface-name インターフェイスの短い名前に基づいて、加
入者 ID を自動的に生成します。
例：
Device(config)# ip dhcp
subscriber-id interface-name

ステップ 5

目的

interface interface-id
例：

特定のインターフェイスで設定された加入者
ID は、このコマンドで優先されます。
設定するインターフェイスを指定し、イン
ターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

Device(config)# interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 6

ip dhcp server use subscriber-id
client-id
例：

インターフェイス上ですべての着信 DHCP
メッセージで、加入者 ID がクライアント ID
として使用されるように DHCP サーバを設定
します。

Device(config-if)# ip dhcp server
use subscriber-id client-id

ステップ 7

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 8

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 9

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

次の作業
スイッチ上での DHCP ポートベースのアドレス割り当てをイネーブルにした後で、ip dhcp pool グ
ローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、IP アドレスの事前割り当てと、クライア
ントへの関連付けを行います。
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DHCP サーバ ポートベースのアドレス割り当てのモニタリング
表 132：DHCP ポートベースのアドレス割り当て情報を表示するためのコマンド

コマンド

目的

show interface interface id

特定のインターフェイスのステータスおよび設定を表示します。

show ip dhcp pool

DHCP アドレス プールを表示します。

show ip dhcp binding

Cisco IOS DHCP サーバのアドレス バインディングを表示します。

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

DHCP 設定情報および手順

『IP Addressing: DHCP Configuration Guide, Cisco
IOS XE Release 3S』
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/
ipaddr_dhcp/configuration/xe-3s/
dhcp-xe-3s-book.html

エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

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

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs
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シスコのテクニカル サポート
説明

Link

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

DHCP スヌーピングおよび Option 82 の機能情報
リリース

機能情報

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
次のコマンドのサポートが導入されました。
• show ip dhcp snooping statistics DHCP ス
ヌーピング統計情報を表示するためのユー
ザ EXEC コマンド。
• clear ip dhcp snooping statistics スヌーピン
グ統計カウンタをクリアするための特権
EXEC コマンド。
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章

IP ソース ガードの設定
IP ソース ガード（IPSG）は、ルーティングされないレイヤ 2 インターフェイス上の IP トラフィッ
クを制限するセキュリティ機能で、DHCP スヌーピング バインディング データベースと手動で
設定された IP ソース バインディングに基づいてトラフィックをフィルタリングすることで実現
されます。
この章は、次の内容で構成されています。
• 機能情報の確認, 1743 ページ
• IP ソース ガードの概要, 1744 ページ
• IP ソース ガードの設定方法, 1746 ページ
• IP ソース ガードのモニタリング, 1750 ページ
• その他の参考資料, 1750 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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IP ソース ガードの概要
IP ソース ガード
ネイバーの IP アドレスを使用する場合に、トラフィック攻撃を防ぐために IP ソース ガードを使
用でき、そして信頼できないインターフェイスで DHCP スヌーピングがイネーブルの場合に、IP
アドレスを使用しようとすると、IP ソース ガードをイネーブルにできます。
インターフェイス上で IPSG をイネーブルにすると、スイッチは、DHCP スヌーピングにより許可
された DHCP パケットを除き、このインターフェイスで受信したすべての IP トラフィックをブ
ロックします。
スイッチは IP アドレスをポートにバインドするためにハードウェアの発信元 IP 検索テーブルを
使用します。IP および MAC のフィルタリングでは、送信元 IP 検索および送信元 MAC 検索が組
み合わせが使用されます。送信元 IP アドレスを使用する IP トラフィックでは、バインディング
テーブルが許可され、他のすべてのトラフィックは拒否されます。
IP ソース バインディング テーブルには、DHCP スヌーピングで学習されたバインディング、また
は手動で設定されたバインディング（スタティック IP 送信元バインディング）があります。この
テーブルのエントリには IP アドレスと、関連 MAC アドレス、および関連 VLAN 番号がありま
す。スイッチは、IP ソース ガードがイネーブルにされている場合だけ、IP ソース バインディン
グ テーブルを使用します。
IPSG は、アクセス ポートおよびトランク ポートを含むレイヤ 2 ポートだけでサポートされます。
送信元 IP アドレスと送信元 IP および MAC アドレス フィルタリングで IPSG を設定できます。

スタティック ホスト用 IP ソース ガード
（注）

アップリンク ポート、またはトランク ポートで、スタティック ホスト用 IP ソース ガード
（IPSG）を使用しないでください。
スタティック ホスト用 IPSG は、IPSG の機能を DHCP ではない、スタティックな環境に拡張する
ものです。これまでの IPSG は、DHCP スヌーピングにより作成されたエントリを使用して、ス
イッチに接続されたホストを検証していました。ホストから受信したトラフィックのうち、有効
な DHCP を持たないものはすべてドロップされます。このセキュリティ機能によって、ルーティ
ングされないレイヤ 2 インターフェイス上の IP トラフィックが制限されます。この機能は、DHCP
スヌーピング バインディング データベース、および手動で設定された IP ソース バインディング
に基づいてトラフィックをフィルタリングします。前バージョンの IPSG では、IPSG を動作させ
るために DHCP 環境が必要でした。
スタティック ホスト用 IPSG では、DHCP なしで IPSG を動作させることができます。スタティッ
ク ホスト用 IPSG は、ポート ACL をインストールするために IP デバイス トラッキング テーブル
エントリに依存していまます。このスイッチは、指定されたポートで有効なホストのリストを維
持するために、ARP リクエスト、またはその他の IP パケットに基づいてスタティック エントリ
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を作成します。また、指定されたポートにトラフィックを送信できるホストの数を指定すること
もできます。これはレイヤ 3 でのポート セキュリティと同じです。
スタティック ホスト用 IPSG はダイナミック ホストもサポートしています。ダイナミック ホスト
が、IP DHCP スヌーピング テーブルに存在する DHCP が割り当てられた IP アドレスを受信する
と、IP デバイス トラッキング テーブルは同じエントリを学習します。スタック化環境では、マス
ターのフェールオーバーが発生すると、メンバ ポートに接続されたスタティック ホストの IP ソー
ス ガード エントリは、そのまま残ります。 特権 EXEC コマンドを入力すると、IP デバイス ト
ラッキング テーブルには、これらのエントリが ACTIVE であると表示されます。

（注）

複数のネットワーク インターフェイスを持つ IP ホストの一部は、ネットワーク インターフェ
イスに無効なパケットを注入することができます。この無効なパケットには、ソース アドレ
スとして、別のホスト ネットワーク インターフェイスの IP アドレス、または MAC アドレス
が含まれます。この無効パケットは、スタティック ホスト用 IPSG がホストに接続され、無効
な IP アドレス バインディングまたは MAC アドレス バインディングが学習されて、有効なバ
インディングが拒否される原因となります。ホストによる無効なパケットの注入を回避する方
法については、対応するオペレーティング システムとネットワーク インターフェイスのベン
ダーにお問い合わせください。
最初、スタティック ホスト用 IPSG は ACL ベースのスヌーピング メカニズムを通じて、動的に
IP バインディング、または MAC バインディングを学習します。IP バインディング、または MAC
バインディングは、ARP パケット、および IP パケットにより、スタティック ホストから学習さ
れます。これらはデバイストラッキングデータベースに保存されます。指定されたポートで動的
に学習、または静的に設定された IP アドレスの数が最大値に達した場合、新しい IP アドレスを
持つパケットはすべて、ハードウェアによりドロップされます。何らかの理由で移動された、ま
たはなくなったホストを解決するために、スタティック ホスト用 IPSG は IP デバイス トラッキン
グを活用して、動的に学習した IP アドレス バインディングをエージング アウトします。この機
能は、DHCP スヌーピングとともに使用できます。複数バインディングは、DHCP ホストとスタ
ティック ホストの両方に接続されたポートに確立されます。たとえば、バインディングは、デバ
イス トラッキング データベースと DHCP スヌーピング バインディング データベースの両方に保
存されます。

IP ソース ガードの設定時の注意事項
• スタティック IP バインディングは、非ルーテッド ポートだけで設定できます。ルーテッド
インターフェイスで ip source binding mac-addressvlan vlan-id ip-addressinterface interface-id グ
ローバル コンフィギュレーション コマンドを入力すると、次のエラー メッセージが表示さ
れます。
Static IP source binding can only be configured on switch port.

• 送信元 IP フィルタリング機能を持つ IP ソース ガードがインターフェイスでイネーブルにさ
れている場合、このインターフェイスのアクセス VLAN で、DHCP スヌーピングをイネーブ
ルにしておく必要があります。
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• 複数の VLAN を持つトランク インターフェイス上で IP ソース ガードをイネーブルにし、こ
れらすべての VLAN で DHCP スヌーピングをイネーブルにした場合、すべての VLAN に、
送信元 IP アドレス フィルタが適用されます。

（注）

IP ソース ガードがイネーブルにされているときに、トランク インターフェイ
スの VLAN 上で DHCP スヌーピングをイネーブル、またはディセーブルにし
た場合、スイッチは適切にトラフィックをフィルタリングできない可能性が
あります。

• この機能は、802.1x ポートベースの認証がイネーブルにされている場合にイネーブルにでき
ます。
• IP ソース ガード スマート ロギングを設定すると、指定されたアドレスや DHCP によって学
習されたアドレス以外の送信元アドレスを持つパケットは拒否され、そのパケットの内容が
NetFlow 収集装置に送信されます。この機能を設定する場合は、スマート ロギングがグロー
バルにイネーブルになっていることを確認してください。
• スイッチ スタックでは、IP ソース ガードがスタック メンバー インターフェイスに設定され
ていて、noswitch stack-member-numberprovision グローバル コンフィギュレーション コマン
ドの入力によりそのスイッチの設定を削除した場合、インターフェイス スタティック バイ
ンディングはバインディング テーブルから削除されますが、実行コンフィギュレーションか
らは削除されません。switch stack-member-numberprovision コマンドを入力することによっ
て、スイッチを再度プロビジョニングした場合、バインディングは復元されます。
実行コンフィギュレーションからバインディングを削除するには、no switch provision コマ
ンドを入力する前に IP ソース ガードをディセーブルにする必要があります。インターフェ
イスがバインディング テーブルから削除される間にスイッチがリロードされると、設定も削
除されます。

IP ソース ガードの設定方法
IP ソース ガードのイネーブル化
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
パスワードを入力します（要求された場
合）。

例：
Device> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id
例：

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

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

ステップ 4

ip verify source [mac-check ]
例：
Device(config-if)# ip verify
source

ステップ 5

exit

送信元 IP アドレス フィルタリングによる IP
ソース ガードをイネーブルにします。
（任意）mac-check：送信元 IP アドレスによ
る IP ソース ガードおよび MAC アドレス
フィルタリングをイネーブルにします。
グローバル コンフィギュレーション モード
に戻ります。

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 6

ip source binding mac-addressvlan スタティック IP ソース バインディングを追
vlan-id ip-addressinterface interface-id 加します。
例：

スタティック バインディングごとにこのコ
マンドを入力します。

Device(config)# ip source binding
0100.0230.0002 vlan 11 10.0.0.4
interface gigabitethernet1/0/1

ステップ 7

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 8

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config
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コマンドまたはアクション
ステップ 9

目的

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

レイヤ 2 アクセス ポートでのスタティック ホスト用 IP ソース ガードの設定
スタティック ホスト用 IPSG を動作させるには、ip device trackingmaximum limit-number インター
フェイスコンフィギュレーションコマンドをグローバルに設定する必要があります。このコマン
ドをポートに対して実行したが、IP デバイス トラッキングをグローバルにイネーブルにしていな
い、または IP device tracking maximum をそのインターフェイスに対して設定していない場合は、
スタティック ホストの IPSG によって、そのインターフェイスからの IP トラフィックはすべて拒
否されます。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ip device tracking

IP ホスト テーブルをオンにし、IP デバイス ト
ラッキングをグローバルにイネーブルにします。

例：
Device(config)# ip device
tracking

ステップ 4

interface interface-id

インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device(config)# interface
gigabitethernet 1/0/1
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

switchport mode access

アクセスとしてポートを設定します。

例：
Device(config-if)# switchport
mode access

ステップ 6

switchport access vlan vlan-id

このポートに VLAN を設定します。

例：
Device(config-if)# switchport
access vlan 10

ステップ 7

ip verify source[tracking]
[mac-check ]

送信元 IP アドレス フィルタリングによる IP ソー
ス ガードをイネーブルにします。

例：

（任意）tracking：スタティック ホスト用 IP ソー
ス ガードをイネーブルにします。

Device(config-if)# ip verify
source tracking mac-check

（任意）mac-check：MAC アドレス フィルタリ
ングをイネーブルにします。
ip verify source tracking mac-check コマンドは、
MAC アドレス フィルタリングのあるスタティッ
ク ホストに対して IP ソース ガードをイネーブル
にします。

ステップ 8

ip device tracking maximum
number
例：

ステップ 9

そのポートで、IP デバイス トラッキング テーブ
ルにより許可されるスタティック IP 数の上限を
設定します。指定できる範囲は 1 ～ 10 です。最
大値は 10 です。
ip device trackingmaximum limit-number
インターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを設定する必要があり
ます。

Device(config-if)# ip device
tracking maximum 8

（注）

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end
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IP ソース ガードのモニタリング
表 133：特権 EXEC 表示コマンド

コマンド

目的

show ip verify source [ interface interface-id ]

スイッチ上または特定のインターフェイス上の
IP ソース ガードの設定を表示します。

show ip device tracking { all | interface interface-id IP デバイス トラッキング テーブル内のエント
| ip ip-address | mac imac-address}
リに関する情報を表示します。

表 134：インターフェイス コンフィギュレーション コマンド

コマンド

目的

ip verify source tracking

データ ソースを確認します。

出力フィールドの詳細については、このリリースに対応するコマンド リファレンスを参照してく
ださい。

その他の参考資料
エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

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

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs
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シスコのテクニカル サポート
Link

説明

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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ダイナミック ARP インスペクションの制約事項
ここでは、スイッチにダイナミック ARP インスペクションを設定するときの制約事項および注意
事項を示します。
• ダイナミック ARP インスペクションは入力セキュリティ機能です。出力チェックはまったく
行いません。
• ダイナミック ARP インスペクションは、ダイナミック ARP インスペクションをサポートし
ていないスイッチ、またはこの機能がイネーブルにされていないスイッチに接続されるホス
トに対しては有効ではありません。中間者攻撃は単一のレイヤ 2 ブロードキャスト ドメイン
に制限されているため、チェックされないドメインと、ダイナミック ARP インスペクション
によりチェックされるドメインは区別します。このアクションは、ダイナミック ARP インス
ペクションのためにイネーブルにされているドメインでホストの ARP キャッシュを保護しま
す。
• 着信 ARP 要求、および ARP 応答で IP/MAC アドレス バインディングを検証するために、ダ
イナミック ARP インスペクション DHCP スヌーピング バインディング データベースのエン
トリに依存します。IP アドレスがダイナミックに割り当てられた ARP パケットを許可する
際は、DHCP スヌーピングをイネーブルにしてください。
DHCP スヌーピングをディセーブルにしている場合、または DHCP 以外の環境では、ARP
ACL を使用してパケットの許可または拒否を行います。
• ダイナミック ARP インスペクションは、アクセス ポート、トランク ポート、および
EtherChannel ポートでサポートされます。

（注）

RSPAN VLAN では、ダイナミック ARP インスペクションをイネーブルにしな
いでください。RSPAN VLAN でダイナミック ARP インスペクションをイネー
ブルにすると、ダイナミック ARP インスペクション パケットが RSPAN 宛先
ポートに届かない可能性があります。

• 物理ポートを EtherChannel ポート チャネルに結合するには、この物理ポートとチャネル ポー
トの信頼状態が一致する必要があります。そうでない物理ポートは、ポート チャネル内で中
断状態のままとなります。ポート チャネルは、チャネルと結合された最初の物理ポートの信
頼状態を継承します。したがって、最初の物理ポートの信頼状態は、チャネルの信頼状態と
一致する必要はありません。
逆に、ポート チャネルで信頼状態を変更すると、スイッチは、チャネルを構成するすべての
物理ポートで新しい信頼状態を設定します。
• レート制限は、スイッチ スタックの各スイッチで別々に算出されます。クロススタック
EtherChannel の場合、これは実際のレート制限が設定値よりも高い可能性があることを意味
します。たとえば、レート制限が 30 pps に設定された EtherChannel で、スイッチ 1 に 1 つの
ポート、およびスイッチ 2 に 1 つのポートがある場合、EtherChannel が errdisable にならず
に、各ポートは 29 pps でパケットを受信できます。
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• ポート チャネルの動作レートは、チャネル内のすべての物理ポートによる累積値です。たと
えば、ポート チャネルの ARP レート制限を 400 pps に設定すると、このチャネルに結合され
たすべてのインターフェイスは、合計で 400 pps を受信します。EtherChannel ポートで受信さ
れる ARP パケットのレートは、すべてのチャネル メンバーからの受信パケット レートの合
計となります。EtherChannel ポートのレート制限は、各チャネル ポート メンバーが受信する
ARP パケットのレートを確認してから設定してください。
物理ポートで受信されるパケットのレートは、物理ポートの設定ではなく、ポート チャネル
の設定に照合して検査されます。ポート チャネルのレート制限設定は、物理ポートの設定に
は依存しません。
EtherChannel が、設定したレートより多くの ARP パケットを受信すると、このチャネル（す
べての物理ポートを含む）は errdisable ステートとなります。
• 着信トランク ポートでは、ARP パケットを必ずレート制限してください。トランク ポート
の集約を反映し、複数のダイナミック ARP インスペクションがイネーブルにされた VLAN
にわたってパケットを処理するために、トランク ポートのレートをより高く設定します。ま
た、ip arp inspection limit none インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用し
て、レートを無制限に設定することもできます。1 つの VLAN に高いレート制限値を設定す
ると、ソフトウェアによってこのポートが errdisable ステートにされた場合に、他の VLAN
への DoS 攻撃を招く可能性があります。
• スイッチで、ダイナミック ARP インスペクションをイネーブルにすると、ARP トラフィッ
クをポリシングするように設定されたポリサーの有効性は失われます。この結果、すべての
ARP トラフィックは CPU に送信されます。

ダイナミック ARP インスペクションの概要
ARP では、IP アドレスを MAC アドレスにマッピングすることで、レイヤ 2 ブロードキャスト ド
メイン内の IP 通信を実現します。たとえば、ホスト B はホスト A に情報を送信する必要があり
ますが、ARP キャッシュにホスト A の MAC アドレスを持っていないとします。ホスト B は、ホ
スト A の IP アドレスと関連付けられた MAC アドレスを取得するために、このブロードキャスト
ドメインにあるホストすべてに対してブロードキャスト メッセージを生成します。このブロード
キャスト ドメイン内のホストはすべて ARP 要求を受信し、ホスト A は MAC アドレスで応答しま
す。しかし、ARP は、ARP 要求が受信されなった場合でも、ホストからの余分な応答を許可する
ため、ARP スプーフィング攻撃や ARP キャッシュのポイズニングが発生することがあります。攻
撃が開始されると、攻撃を受けたデバイスからのすべてのトラフィックは、攻撃者のコンピュー
タを経由してルータ、スイッチ、またはホストに送信されるようになります。
悪意のあるユーザは、サブネットに接続されているシステムの ARP キャッシュをポイズニング
し、このサブネット上の他のホストを目的とするトラフィックを代行受信することにより、レイ
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ヤ 2 ネットワークに接続されているホスト、スイッチ、およびルータを攻撃することができます。
図 26-1 に、ARP キャッシュ ポイズニングの例を示します。
図 87：ARP キャッシュ ポイズニング

ホスト A、B、および C は、インターフェイス A、B、および C 上にあるスイッチに接続されてい
ます。これらはすべて同一のサブネット上にあります。カッコ内に示されているのは、これらの
IP アドレス、および MAC アドレスです。たとえば、ホスト A が使用する IP アドレスは IA、MAC
アドレスは MA です。ホスト A が IP レイヤにあるホスト B と通信する必要がある場合、ホスト
A は IP アドレス IB と関連付けられている MAC アドレスに ARP 要求をブロードキャストします。
スイッチとホスト B は、この ARP 要求を受信すると、IP アドレスが IA で、MAC アドレスが MA
のホストに対する ARP バインディングを ARP キャッシュに読み込みます。たとえば、IP アドレ
ス IA は、MAC アドレス MA にバインドされています。ホスト B が応答すると、スイッチ、およ
びホスト A は、IP アドレスが IB で、MAC アドレスが MB のホストに対するバインディングを
ARP に読み込みます。
ホスト C は、IP アドレスが IA（または IB）で、MAC アドレスが MC のホストに対するバイン
ディングを持つ偽造 ARP 応答をブロードキャストすることにより、スイッチ、ホスト A、および
ホスト B の ARP キャッシュをポイズニングすることができます。ARP キャッシュがポイズニン
グされたホストは、IA または IB 宛てのトラフィックに、宛先 MAC アドレスとして MAC アドレ
ス MC を使用します。つまり、ホスト C がこのトラフィックを代行受信することになります。ホ
スト C は IA および IB に関連付けられた本物の MAC アドレスを知っているため、正しい MAC
アドレスを宛先として使用することで、代行受信したトラフィックをこれらのホストに転送でき
ます。ホスト C は自身をホスト A からホスト B へのトラフィック ストリームに挿入します。従
来の中間者攻撃です。
ダイナミック ARP インスペクションは、ネットワーク内の ARP パケットの正当性を確認するセ
キュリティ機能です。不正な IP/MAC アドレス バインディングを持つ ARP パケットを代行受信
し、ログに記録して、廃棄します。この機能により、ネットワークをある種の中間者攻撃から保
護することができます。
ダイナミック ARP インスペクションにより、有効な ARP 要求と応答だけが確実にリレーされる
ようになります。スイッチが実行する機能は次のとおりです。
• 信頼できないポートを経由したすべての ARP 要求および ARP 応答を代行受信します。
• 代行受信した各パケットが、IP アドレスと MAC アドレスの有効なバインディングを持つこ
とを確認してから、ローカル ARP キャッシュを更新するか、または適切な宛先にパケットを
転送します。
• 無効な ARP パケットはドロップします。
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ダイナミック ARP インスペクションは、信頼できるデータベースである DHCP スヌーピング バ
インディング データベースに格納されている有効な IP/MAC アドレス バインディングに基づい
て、ARP パケットの正当性を判断します。このデータベースは、VLAN およびスイッチ上で DHCP
スヌーピングがイネーブルになっている場合に、DHCP スヌーピングにより構築されます。信頼
できるインターフェイスで ARP パケットが受信されると、スイッチは何もチェックせずに、この
パケットを転送します。信頼できないインターフェイスでは、スイッチはこのパケットが有効で
ある場合だけ、このパケットを転送します。
ip arp inspection vlan vlan-range グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、VLAN
ごとにダイナミック ARP インスペクションをイネーブルにすることができます。
非 DHCP 環境では、ダイナミック ARP インスペクションは、静的に設定された IP アドレスを持
つホストに対するユーザ設定の ARP アクセス コントロール リスト（ACL）と照らし合わせて、
ARP パケットの正当性を確認することができます。ARP ACL を定義するには、arp access-list
acl-name グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。
パケットの IP アドレスが無効である場合、または ARP パケットの本文にある MAC アドレスが、
イーサネット ヘッダーで指定されたアドレスと一致しない場合、ARP パケットをドロップするよ
うにダイナミック ARP インスペクションを設定することができます。このためには、ip arp
inspection validate {[src-mac] [dst-mac] [ip]} グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用
します。

インターフェイスの信頼状態とネットワーク セキュリティ
ダイナミック ARP インスペクションは、スイッチの各インターフェイスに信頼状態を関連付けま
す。信頼できるインターフェイスに到着するパケットは、ダイナミック ARP インスペクションの
確認検査をすべてバイパスし、信頼できないインターフェイスに到着するパケットには、ダイナ
ミック ARP インスペクションの検証プロセスを受けます。
一般的なネットワーク構成では、ホストポートに接続されているスイッチポートすべてを信頼で
きないものに設定し、スイッチに接続されているスイッチ ポートすべてを信頼できるものに設定
します。この構成では、指定されたスイッチからネットワークに入ってくる ARP パケットはすべ
て、セキュリティ チェックをバイパスします。VLAN 内、またはネットワーク内のその他の場所
では、他の検査を実行する必要はありません。信頼状態を設定するには、ip arp inspection trust イ
ンターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

注意

信頼状態の設定は、慎重に行ってください。信頼すべきインターフェイスを信頼できないイン
ターフェイスとして設定すると、接続が失われる場合があります。
次の図では、スイッチ A とスイッチ B の両方が、ホスト 1 とホスト 2 を含む VLAN でダイナミッ
ク ARP インスペクションを実行しているとします。ホスト 1 とホスト 2 が、スイッチ A に接続し
ている DHCP サーバから IP アドレスを取得している場合、スイッチ A だけが、ホスト 1 の IP/MAC
アドレスをバインディングします。したがって、スイッチ A とスイッチ B 間のインターフェイス

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

1757

ダイナミック ARP インスペクションの概要

が信頼できない場合は、ホスト 1 からの ARP パケットはスイッチ B ではドロップされ、ホスト 1
およびホスト 2 の間の接続は切断されます。
図 88：ダイナミック ARP インスペクションのためにイネーブルにされた VLAN 上の ARP パケット検証

実際には信頼できないインターフェイスを信頼できるインターフェイスとして設定すると、ネッ
トワーク内にセキュリティ ホールが生じます。スイッチ A でダイナミック ARP インスペクショ
ンが実行されていない場合、ホスト 1 はスイッチ B の ARP キャッシュを簡単にポイズニングでき
ます（および、これらのスイッチの間のリンクが信頼できるものとして設定されている場合はホ
スト 2）。この状況は、スイッチ B がダイナミック ARP インスペクションを実行している場合で
も発生します。
ダイナミック ARP インスペクションは、ダイナミック ARP インスペクションを実行しているス
イッチに接続された（信頼できないインターフェイス上の）ホストが、そのネットワークにある
その他のホストの ARP キャッシュをポイズニングしていないことを保証します。しかし、ダイナ
ミック ARP インスペクションにより、ネットワークの他の部分にあるホストが、ダイナミック
ARP インスペクションを実行しているスイッチに接続されているホストのキャッシュをポイズニ
ングできないようにすることはできません。
VLAN のスイッチの一部がダイナミック ARP インスペクションを実行し、残りのスイッチは実行
していない場合、このようなスイッチに接続しているインターフェイスは信頼できないものとし
て設定します。ただし、非ダイナミック ARP インスペクションスイッチからパケットのバイン
ディングを検証するには、ARP ACL を使用して、ダイナミック ARP インスペクションを実行す
るスイッチを設定します。このようなバインディングが判断できない場合は、レイヤ 3 で、ダイ
ナミック ARP インスペクション スイッチを実行していないスイッチから、ダイナミック ARP イ
ンスペクションを実行しているスイッチを分離します。

（注）

DHCP サーバとネットワークの設定によっては、VLAN 上のすべてのスイッチで指定された
ARP パケットを検証できない可能性があります。
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ARP パケットのレート制限
スイッチの CPU は、ダイナミック ARP インスペクション確認検査を実行します。したがって、
DoS 攻撃を阻止するために、着信 ARP パケット数はレート制限されます。デフォルトでは、信頼
できないインターフェイスのレートは 15 パケット/秒（pps）です。信頼できるインターフェイス
はレート制限されません。この設定を変更するには、ip arp inspection limit インターフェイス コ
ンフィギュレーション コマンドを使用します。
着信 ARP パケットのレートが設定された制限を超えると、スイッチはポートを errdisable ステー
トにします。ユーザが介入するまで、ポートはこの状態を維持します。errdisable recovery グロー
バル コンフィギュレーション コマンドを使用すると、errdisable ステートの回復をイネーブルにで
きます。これによって、ポートは指定のタイムアウト時間が経過すると、この状態から自動的に
回復するようになります。

（注）

EtherChannel のレート制限は、スタックにある各スイッチに個別に適用されます。たとえば、
EtherChannel で 20 pps の制限が設定されている場合、EtherChannel にあるポートの各スイッチ
では、最大 20 pps まで実行できます。スイッチが制限を超過した場合、EtherChannel 全体が
errdisable ステートになります。

ARP ACL および DHCP スヌーピング エントリの相対的なプライオリティ
ダイナミック ARP インスペクションでは、有効な IP/MAC アドレス バインディングのリストとし
て、DHCP スヌーピング バインディング データベースが使用されます。
DHCP スヌーピング バインディング データベース内のエントリより、ARP ACL の方が優先され
ます。スイッチが ACL を使用するのは、ACL が ip arp inspection filter vlan グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用して設定されている場合だけです。スイッチは、まず、ARP パ
ケットをユーザ設定の ARP ACL と比較します。DHCP スヌーピングによりデータが入力された
データベースに有効なバインディングが存在していても、ARP ACL が ARP パケットを拒否する
場合、スイッチもこのパケットを拒否します。

廃棄パケットのロギング
スイッチがパケットをドロップすると、ログ バッファにエントリが記録され、その割合に応じ
て、システムメッセージが生成されます。メッセージの生成後、スイッチにより、ログバッファ
からこのエントリが消去されます。各ログ エントリには、受信側の VLAN、ポート番号、送信元
IP アドレスおよび宛先 IP アドレス、送信元 MAC アドレスおよび宛先 MAC アドレスといったフ
ロー情報が記録されます。
ip arp inspection log-buffer グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、バッファ内
のエントリ数や、システム メッセージ生成までの指定のインターバルに必要とされるエントリ数
を設定します。記録されるパケットの種類を指定するには、ip arp inspection vlan logging グロー
バル コンフィギュレーション コマンドを使用します。
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ダイナミック ARP インスペクションのデフォルト設定
機能

デフォルト設定

ダイナミック ARP インスペクション

すべての VLAN でディセーブル。

インターフェイスの信頼状態

すべてのインターフェイスは untrusted。

着信 ARP パケットのレート制限

1 秒間に 15 台の新規ホストに接続するホストが
配置されたスイッチド ネットワークの場合、信
頼できないインターフェイスのレートは 15 pps
に設定されます。
信頼できるすべてのインターフェイスでは、
レート制限は行われません。
バースト インターバルは 1 秒です。

非 DHCP 環境に対する ARP ACL

ARP ACL は定義されません。

有効性検査

検査は実行されません。

ログ バッファ

ダイナミック ARP インスペクションがイネー
ブル化されると、拒否またはドロップされた
ARP パケットはすべてが記録されます。
ログ内のエントリ数は 32 です。
システム メッセージ数は、毎秒 5 つに制限され
ます。
ロギング レート インターバルは 1 秒です。

VLAN 単位のロギング

拒否または廃棄されたすべての ARP パケット
が記録されます。

ARP ACL および DHCP スヌーピングエントリの相対的なプライオリティ
ダイナミック ARP インスペクションでは、有効な IP/MAC アドレス バインディングのリストとし
て、DHCP スヌーピング バインディング データベースが使用されます。
DHCP スヌーピング バインディング データベース内のエントリより、ARP ACL の方が優先され
ます。スイッチが ACL を使用するのは、ACL が ip arp inspection filter vlan グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用して作成されている場合だけです。スイッチは、まず、ARP パ
ケットをユーザ設定の ARP ACL と比較します。DHCP スヌーピングによりデータが入力された
データベースに有効なバインディングが存在していても、ARP ACL が ARP パケットを拒否する
場合、スイッチもこのパケットを拒否します。
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非 DHCP 環境での ARP ACL の設定
この手順は、図 2 に示すスイッチ B がダイナミック ARP インスペクション、または DHCP スヌー
ピングをサポートしていないときにダイナミック ARP インスペクションを設定する方法を示して
います。
スイッチ A のポート 1 を信頼できるものとして設定した場合、スイッチ A とホスト 1 は両方と
も、スイッチ B またはホスト 2 により攻撃される可能性があるため、セキュリティ ホールが作り
出されます。これを阻止するには、スイッチ A のポート 1 を信頼できないものとして設定する必
要があります。ホスト 2 からの ARP パケットを許可するには、ARP ACL をセットアップして、
これを VLAN 1 に適用する必要があります。ホスト 2 の IP アドレスがスタティックではない（ス
イッチ A で ACL 設定を適用することは不可能である）場合、レイヤ 3 でスイッチ A をスイッチ
B から分離し、これらの間では、ルータを使用してパケットをルートする必要があります。
スイッチ A で ARP ACL を設定するには、次の手順を実行します。この手順は、非 DHCP 環境で
は必須です。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアク
ション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワードを
入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。

例：
Device# configure
terminal

ステップ 3

arp access-list acl-name

ARP ACL を定義し、ARP アクセス リスト コンフィギュ
レーション モードを開始します。デフォルトでは、ARP
アクセス リストは定義されません。
（注）

ステップ 4

permit ip host
sender-ipmac host
sender-mac

ARP アクセス リストの末尾に暗黙的な deny ip
any mac any コマンドが指定されています。

指定されたホスト（ホスト 2）からの ARP パケットを許
可します。
• sender-ip には、ホスト 2 の IP アドレスを入力しま
す。
• sender-mac には、ホスト 2 の MAC アドレスを入力し
ます。
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コマンドまたはアク
ション

目的

ステップ 5

exit

グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 6

ip arp inspection filter
arp-acl-name vlan
vlan-range [static]

VLAN に ARP ACL を適用します。デフォルトでは、定義
済みの ARP ACL は、どのような VLAN にも適用されませ
ん。
• arp-acl-name には、ステップ 2 で作成した ACL の名
前を指定します。
• vlan-range では、スイッチとホストが存在する VLAN
を指定します。VLAN ID 番号により識別される単一
の VLAN、ハイフンで区切られた VLAN 範囲、また
はカンマで区切られた一連のVLANを指定できます。
指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。
• （任意）static を指定すると、ARP ACL 内の暗黙的
な拒否が明示的な拒否と見なされ、それ以前に指定
された ACL 句に一致しないパケットは廃棄されま
す。DHCP バインディングは使用されません。
このキーワードを指定しない場合は、ACL 内にはパ
ケットを拒否する明示的な拒否が存在しないことに
なります。この場合は、ACL 句に一致しないパケッ
トを許可するか拒否するかは、DHCP バインディン
グによって決定されます。
IP アドレスと MAC アドレスとのバインディングしか持た
ない ARP パケットは、ACL に照合されます。パケット
は、アクセス リストで許可された場合だけに許可されま
す。

ステップ 7

interface interface-id

ステップ 8

no ip arp inspection trust スイッチ B に接続されたスイッチ A のインターフェイス
を untrusted として設定します。

スイッチ B に接続されたスイッチ A のインターフェイス
を指定し、インターフェイスコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

デフォルトでは、すべてのインターフェイスは信頼できま
せん。
信頼できないインターフェイスでは、スイッチはすべての
ARP 要求と応答を代行受信します。ルータは、代行受信
した各パケットが、IP アドレスと MAC アドレスとの有効
なバインディングを持つことを確認してから、ローカル
キャッシュを更新するか、適切な宛先にパケットを転送し
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コマンドまたはアク
ション

目的
ます。スイッチは、無効なパケットをドロップし、ip arp
inspection vlan logging グローバル コンフィギュレーショ
ン コマンドで指定されたロギング設定に従ってログ バッ
ファに記録します。

ステップ 9

end

ステップ 10

次の show コマンドを使 入力を確認します。
用します。

特権 EXEC モードに戻ります。

• show arp access-list
acl-name
• show ip arp
inspection vlan
vlan-range
• show ip arp
inspection interfaces
ステップ 11

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show
running-config

ステップ 12

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存
します。

例：
Device# copy
running-config
startup-config

DHCP 環境でのダイナミック ARP インスペクションの設定
はじめる前に
この手順では、2 つのスイッチがダイナミック ARP インスペクションをサポートしているときに、
この機能を設定する方法を示します。ホスト 1 はスイッチ A に、ホスト 2 はスイッチ B にそれぞ
れ接続されています。スイッチは両方とも、ホストが配置されている VLAN 1 でダイナミック
ARP インスペクションを実行しています。DHCP サーバはスイッチ A に接続されています。両方
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のホストは、同一の DHCP サーバから IP アドレスを取得します。したがって、スイッチ A はホ
スト 1 およびホスト 2 に対するバインディングを、スイッチ B はホスト 2 に対するバインディン
グを持ちます。

（注）

着信 ARP 要求、および ARP 応答で IP/MAC アドレス バインディングを検証するために、ダイ
ナミック ARP インスペクション DHCP スヌーピング バインディング データベースのエントリ
に依存します。IP アドレスがダイナミックに割り当てられた ARP パケットを許可する際は、
DHCP スヌーピングをイネーブルにしてください。
ダイナミック ARP インスペクションを設定するには、次の手順を実行します。この処理は、両方
のスイッチで行う必要があります。この手順は必須です。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

show cdp neighbors

スイッチ間の接続を確認します。

例：
Device(config-if)#show cdp
neighbors

ステップ 3

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 4

ip arp inspection vlan
vlan-range
例：
Device(config)# ip arp
inspection vlan 1

VLAN 単位で、ダイナミック ARP インスペクショ
ンをイネーブルにします。デフォルトでは、すべて
の VLAN 上でダイナミック ARP インスペクション
はディセーブルになっています。vlan-range には、
VLAN ID 番号で識別された単一の VLAN、ハイフ
ンで区切られた範囲の VLAN、またはカンマで区
切られた一連の VLAN を指定できます。指定でき
る範囲は 1 ～ 4094 です。両方のスイッチに同じ
VLAN ID を指定します。
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

Interfaceinterface-id

他のスイッチに接続されるインターフェイスを指定
して、インターフェイス コンフィギュレーション
モードを開始します。

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

ステップ 6

ip arp inspection trust
例：
Device(config-if)#ip arp
inspection trust

スイッチ間の接続を trusted に設定します。デフォ
ルトでは、すべてのインターフェイスは信頼できま
せん。
スイッチは、信頼できるインターフェイスにあるも
う 1 つのスイッチから受信した ARP パケットは確
認しません。この場合、パケットはそのまま転送さ
れます。
信頼できないインターフェイスでは、スイッチはす
べての ARP 要求と応答を代行受信します。ルータ
は、代行受信した各パケットが、IP アドレスと
MAC アドレスとの有効なバインディングを持つこ
とを確認してから、ローカル キャッシュを更新す
るか、適切な宛先にパケットを転送します。スイッ
チは、無効なパケットをドロップし、ip arp
inspection vlan logging グローバル コンフィギュレー
ション コマンドで指定されたロギング設定に従っ
てログ バッファに記録します。

ステップ 7

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)#end

ステップ 8

show ip arp inspection
interfaces

インターフェイスでダイナミック ARP インスペク
ションの設定を検証します。

例：

ステップ 9

show ip arp inspection vlan
vlan-range

VLAN でダイナミック ARP インスペクションの設
定を検証します。

例：
Device(config-if)#show ip
arp inspection vlan 1

ステップ 10

show ip dhcp snooping binding DHCP バインディングを確認します。
例：
Device(config-if)#show ip
dhcp snooping binding
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コマンドまたはアクション
ステップ 11

目的

show ip arp inspection statistics VLAN でダイナミック ARP インスペクションの統
vlan vlan-range
計情報を確認します。
例：
Device(config-if)#show ip
arp inspection statistics
vlan 1

ステップ 12

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 13

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

着信 ARP パケットのレート制限
スイッチの CPU は、ダイナミック ARP インスペクション確認検査を実行します。したがって、
DoS 攻撃を阻止するために、着信 ARP パケット数はレート制限されます。
着信 ARP パケットのレートが設定された制限を超えると、スイッチはポートを errdisable ステー
トにします。errordisable 回復をイネーブルにして、指定されたタイムアウト時間の後にポートが
このステートから自動的に抜け出すようにするまで、ポートはこのステートのままです。

（注）

インターフェイス上のレート制限を設定しない限り、インターフェイスの信頼状態を変更する
ことは、レート制限をその信頼状態のデフォルト値に変更することになります。レート制限を
設定すると、信頼状態が変更された場合でもインターフェイスはレート制限を保ちます。no
ip arp inspection limit インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力すると、イン
ターフェイスはデフォルトのレート制限に戻ります。
着信 ARP パケットのレートを制限するには、次の手順を実行します。この手順は任意です。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id

レート制限されるインターフェイスを指定して、イ
ンターフェイス コンフィギュレーション モードを
開始します。

ステップ 4

ip arp inspection limit {rate
pps [burst interval seconds] |
none}

インターフェイス上の着信 ARP 要求および ARP 応
答のレートを制限します。デフォルト レートは、信
頼できないインターフェイスでは 15 pps、信頼でき
るインターフェイスでは無制限です。バースト イン
ターバルは 1 秒です。
キーワードの意味は次のとおりです。
• ratepps には、1 秒あたりに処理される着信パ
ケット数の上限を指定します。有効な範囲は 0
～ 2048 pps です。
• （任意）burst intervalseconds は、レートの高
い ARP パケットの有無についてインターフェ
イスがモニタリングされる間隔（秒）を指定し
ます。指定できる範囲は 1 ～ 15 です。
• rate none では、処理できる着信 ARP パケット
のレートの上限を設定しません。

ステップ 5

exit

ステップ 6

次のコマンドを使用します。 （任意）ダイナミック ARP インスペクションの
errdisable ステートからのエラー回復をイネーブルに
• errdisable detect cause
し、ダイナミック ARP インスペクションの回復メ
arp-inspection
カニズムで使用する変数を設定します。
• errdisable recovery cause
デフォルトでは、回復はディセーブルで、回復のイ
arp-inspection
ンターバルは 300 秒です。

グローバル コンフィギュレーション モードに戻り
ます。
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• errdisable recovery
interval 間隔

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

ステップ 7

exit

ステップ 8

次の show コマンドを使用し 設定を確認します。
ます。

特権 EXEC モードに戻ります。

• show ip arp inspection
interfaces
• show errdisable recovery
ステップ 9

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 10

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を
保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

ダイナミック ARP インスペクション検証チェックの実行
ダイナミック ARP インスペクションは、不正な IP/MAC アドレス バインディングを持つ ARP パ
ケットを代行受信し、ログに記録して、廃棄します。宛先 MAC アドレス、送信側および宛先の
IP アドレス、および送信元 MAC アドレスで追加検証を実行するように、スイッチを設定できま
す。
着信 ARP パケットで特定のチェックを実行するには、次の手順を実行します。この手順は任意で
す。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアク
ション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワードを入
力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device# configure
terminal

ステップ 3

ip arp inspection validate 着信 ARP パケットで特定の検査を実行します。デフォルト
{[src-mac] [dst-mac]
では、検証は実行されません。
[ip]}
キーワードの意味は次のとおりです。
• src-mac では、イーサネット ヘッダーの送信元 MAC
アドレスと ARP 本文の送信元 MAC アドレスが比較さ
れます。この検査は、ARP 要求および ARP 応答の両
方に対して実行されます。イネーブルにすると、異な
る MAC アドレスを持つパケットは無効パケットとし
て分類され、廃棄されます。
• dst-mac では、イーサネット ヘッダーの宛先 MAC ア
ドレスと ARP 本文の宛先 MAC アドレスが比較されま
す。この検査は、ARP 応答に対して実行されます。イ
ネーブルにすると、異なるMACアドレスを持つパケッ
トは無効パケットとして分類され、廃棄されます。
• ip では、ARP 本文から、無効な IP アドレスや予期し
ない IP アドレスがないかを確認します。アドレスに
は 0.0.0.0、255.255.255.255、およびすべての IP マルチ
キャスト アドレスが含まれます。送信元 IP アドレス
はすべての ARP 要求および ARP 応答内で検査され、
宛先 IP アドレスは ARP 応答内だけで検査されます。
少なくとも 1 つのキーワードを指定する必要があります。
コマンドを実行するたびに、その前のコマンドの設定は上
書きされます。つまり、コマンドが src および dst mac の検
証をイネーブルにし、別のコマンドが IP 検証だけをイネー
ブルにすると、2 番めのコマンドによって src および dst mac
の検証がディセーブルになります。
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コマンドまたはアク
ション

目的

ステップ 4

exit

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5

show ip arp inspection
vlan vlan-range

設定を確認します。

ステップ 6

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show
running-config

ステップ 7

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存し
ます。

例：
Device# copy
running-config
startup-config

DAI のモニタリング
DAI をモニタするには、次のコマンドを使用します。
コマンド

説明

clear ip arp inspection statistics

ダイナミック ARP インスペクション統計情報
をクリアします。

show ip arp inspection statistics [vlan vlan-range] 指定の VLAN において、転送されたパケット、
廃棄されたパケット、MAC 検証に失敗したパ
ケット、IP 検証に失敗したパケット、ACL に
よって許可および拒否されたパケット、DHCP
によって許可および拒否されたパケットの統計
情報を表示します。VLAN が指定されていない
場合、または範囲が指定されている場合は、ダ
イナミック ARP インスペクションがイネーブ
ルにされた（アクティブ）VLAN だけの情報を
表示します。
clear ip arp inspection log

ダイナミック ARP インスペクション ログ バッ
ファをクリアします。
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コマンド

説明

show ip arp inspection log

ダイナミック ARP インスペクション ログ バッ
ファの設定と内容を表示します。

show ip arp inspection statistics コマンドでは、スイッチは信頼されたダイナミック ARP インスペ
クション ポート上の各 ARP 要求および応答パケットの転送済みパケット数を増加させます。ス
イッチは、送信元 MAC、宛先 MAC、または IP 検証チェックによって拒否された各パケットの
ACL または DHCP 許可済みパケット数を増加させ、適切な失敗数を増加させます。

DAI の設定の確認
DAI の設定を表示して確認するには、次のコマンドを使用します。
コマンド

説明

show arp access-list [acl-name]

ARP ACL についての詳細情報を表示します。

show ip arp inspection interfaces [interface-id]

指定されたインターフェイスまたはすべてのイ
ンターフェイスの ARP パケットの信頼状態お
よびレート制限を表示します。

show ip arp inspection vlan vlan-range

指定された VLAN のダイナミック ARP インス
ペクションの設定および動作ステートを表示し
ます。VLAN が指定されていない場合、または
範囲が指定されている場合は、ダイナミック
ARP インスペクションがイネーブルにされた
（アクティブ）VLAN だけの情報を表示しま
す。

その他の参考資料
エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

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

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

シスコのテクニカル サポート
説明

Link

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

IEEE 802.1x ポートベースの認証の設定
この章では、IEEE 802.1x ポート ベース認証を設定する方法について説明します。IEEE 802.1x 認
証は、不正なデバイス（クライアント）によるネットワーク アクセスを防止します。特に明記
しないかぎり、スイッチという用語はスタンドアロン スイッチまたはスイッチ スタックを意味
します。
• 機能情報の確認, 1773 ページ
• 802.1x ポートベース認証について, 1773 ページ
• 802.1x ポートベース認証の設定方法, 1814 ページ
• 802.1x の統計情報およびステータスのモニタリング, 1868 ページ
• IEEE 802.1x ポートベース認証に関するその他の参考資料, 1869 ページ
• 802.1x ポートベースの認証の機能情報, 1870 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

802.1x ポートベース認証について
802.1x 規格では、一般の人がアクセス可能なポートから不正なクライアントが LAN に接続しない
ように規制する（適切に認証されている場合を除く）、クライアント/サーバ型のアクセス コント
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ロールおよび認証プロトコルを定めています。認証サーバがスイッチ ポートに接続する各クライ
アントを認証したうえで、スイッチまたは LAN が提供するサービスを利用できるようにします。

（注）

TACACS は、802.1x 認証ではサポートされていません。
802.1x アクセス コントロールでは、クライアントを認証するまでの間、そのクライアントが接続
しているポート経由では Extensible Authentication Protocol over LAN（EAPOL）、Cisco Discovery
Protocol（CDP）、およびスパニングツリー プロトコル（STP）トラフィックしか許可されませ
ん。認証に成功すると、通常のトラフィックはポートを通過できるようになります。
次の表に、Catalyst 3850 および Catalyst 3650 スイッチでサポートされる各クライアント セッショ
ンの最大数を示します。
クライアント セッション

サポートされる最大セッション数

dot1x または MAB クライアント セッションの
最大数

2000

Web ベース認証セッションの最大数

2000

クリティカル認証 VLAN を有効にしてサーバを 2000
再初期化した dot1x セッションの最大数
さまざまなセッション機能が適用される MAB
セッションの最大数

2000

サービス テンプレートまたはセッション機能が 2000
適用される dot1x セッションの最大数

（注）

本項で使用した構文およびコマンドの使用に関する情報は、『Cisco IOS Security Command
Reference, Release 3SE』の「RADIUS Commands」の項を参照してください。

ポートベース認証プロセス
IEEE 802.1X ポートベース認証を設定するには、認証、認可、およびアカウンティング（AAA）
を有効にし、認証方式リストを指定する必要があります。方式リストは、ユーザ認証のためにク
エリー送信を行う手順と認証方式を記述したものです。
AAA プロセスは認証から始まります。802.1x ポートベース認証がイネーブルであり、クライアン
トが 802.1x 準拠のクライアント ソフトウェアをサポートしている場合、次のイベントが発生しま
す。
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• クライアント ID が有効で 802.1x 認証に成功した場合、スイッチはクライアントにネットワー
クへのアクセスを許可します。
• EAPOL メッセージ交換の待機中に 802.1x 認証がタイムアウトし、MAC 認証バイパスがイ
ネーブルの場合、スイッチはクライアント MAC アドレスを認証用に使用します。このクラ
イアント MAC アドレスが有効で認証に成功した場合、スイッチはクライアントにネットワー
クへのアクセスを許可します。クライアント MAC アドレスが無効で認証に失敗した場合、
ゲスト VLAN が設定されていれば、スイッチはクライアントに限定的なサービスを提供する
ゲスト VLAN を割り当てます。
• スイッチが 802.1x 対応クライアントから無効な ID を取得し、制限付き VLAN が指定されて
いる場合、スイッチはクライアントに限定的なサービスを提供する制限付き VLAN を割り当
てることができます。
• RADIUS認証サーバが使用できず（ダウンしていて）アクセスできない認証バイパスがイネー
ブルの場合、スイッチは、RADIUS 設定 VLAN またはユーザ指定アクセス VLAN で、ポー
トをクリティカル認証ステートにして、クライアントにネットワークのアクセスを許可しま
す。

（注）

アクセスできない認証バイパスは、クリティカル認証、または AAA 失敗ポリ
シーとも呼ばれます。

ポートで Multi Domain Authentication（MDA）がイネーブルになっている場合、音声許可に該当す
る例外をいくつか伴ったフローを使用できます。
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次の図は認証プロセスを示します。
図 89：認証フローチャート

次の状況のいずれかが発生すると、スイッチはクライアントを再認証します。
• 定期的な再認証がイネーブルで、再認証タイマーの期限が切れている場合。
スイッチ固有の値を使用するか、RADIUS サーバからの値に基づいて再認証タイマーを設定
できます。
RADIUS サーバを使用した 802.1x 認証の後で、スイッチは Session-Timeout RADIUS 属性
（Attribute[27]）、および Termination-Action RADIUS 属性（Attribute[29]）に基づいてタイ
マーを使用します。
Session-Timeout RADIUS 属性（Attribute[27]）には再認証が行われるまでの時間を指定しま
す。
Termination-Action RADIUS 属性（Attribute[29]）には、再認証中に行われるアクションを指定
します。アクションは Initialize および ReAuthenticate に設定できます。アクションに Initialize
（属性値は DEFAULT）を設定した場合、802.1x セッションは終了し、認証中、接続は失わ
れます。アクションに ReAuthenticate（属性値は RADIUS-Request）を設定した場合、セッショ
ンは再認証による影響を受けません。
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• クライアントを手動で再認証するには、dot1x re-authenticate interface interface-id 特権 EXEC
コマンドを入力します。

ポートベース認証の開始およびメッセージ交換
802.1x 認証中に、スイッチまたはクライアントは認証を開始できます。authentication port-control
auto インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用してポート上で認証をイネーブル
にすると、スイッチは、リンク ステートがダウンからアップに移行したときに認証を開始し、
ポートがアップしていて認証されていない場合は定期的に認証を開始します。スイッチはクライ
アントに EAP-Request/Identity フレームを送信し、その ID を要求します。クライアントはフレー
ムを受信すると、EAP-Response/Identity フレームで応答します。
ただし、クライアントが起動時にスイッチからの EAP-Request/Identity フレームを受信しなかった
場合、クライアントは EAPOL-Start フレームを送信して認証を開始できます。このフレームはス
イッチに対し、クライアントの識別情報を要求するように指示します。

（注）

ネットワーク アクセス デバイスで 802.1x 認証がイネーブルに設定されていない、またはサ
ポートされていない場合には、クライアントからの EAPOL フレームはすべて廃棄されます。
クライアントが認証の開始を 3 回試みても EAP-Request/Identity フレームを受信しなかった場
合、クライアントはポートが許可ステートであるものとしてフレームを送信します。ポートが
許可ステートであるということは、クライアントの認証が成功したことを実質的に意味しま
す。
クライアントが自らの識別情報を提示すると、スイッチは仲介デバイスとしての役割を開始し、
認証が成功または失敗するまで、クライアントと認証サーバの間で EAP フレームを送受信しま
す。認証が成功すると、スイッチ ポートは許可ステートになります。認証に失敗した場合、認証
が再試行されるか、ポートが限定的なサービスを提供する VLAN に割り当てられるか、あるいは
ネットワーク アクセスが許可されないかのいずれかになります。
実際に行われる EAP フレーム交換は、使用する認証方式によって異なります。
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次の図に、クライアントが RADIUS サーバとの間で OTP（ワンタイム パスワード）認証方式を使
用する際に行われるメッセージ交換を示します。
図 90：メッセージ交換

EAPOL メッセージ交換の待機中に 802.1x 認証がタイムアウトし、MAC 認証バイパスがイネーブ
ルの場合、スイッチはクライアントからイーサネット パケットを検出するとそのクライアントを
認証できます。スイッチは、クライアントの MAC アドレスを ID として使用し、RADIUS サーバ
に送信される RADIUS Access/Request フレームにこの情報を保存します。サーバがスイッチに
RADIUS Access/Accept フレームを送信（認証が成功）すると、ポートが許可されます。認証に失
敗してゲスト VLAN が指定されている場合、スイッチはポートをゲスト VLAN に割り当てます。
イーサネット パケットの待機中にスイッチが EAPOL パケットを検出すると、スイッチは MAC
認証バイパス プロセスを停止して、802.1x 認証を開始します。
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次の図に、MAC 認証バイパス中のメッセージ交換を示します。
図 91：MAC 認証バイパス中のメッセージ交換

ポートベース認証の認証マネージャ
Port-Based 認証方法
表 135：802.1x 機能

Authentication method

802.1x

モード
シングル ホス
ト

マルチ ホスト

MDA

複数認証

VLAN 割り当
て

VLAN 割り当
て

VLAN 割り当
て

VLAN 割り当
て

ユーザ単位
ACL

ユーザ単位
ACL

ユーザ単位
ACL

Filter-ID 属性

Filter-ID 属性

Filter-ID 属性

ダウンロード可
能 ACL18

ダウンロード可 ダウンロード可
能 ACL
能 ACL

リダイレクト
URL

リダイレクト
URL

リダイレクト
URL
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Authentication method

MAC 認証バイパス

モード
シングル ホス
ト

マルチ ホスト

MDA

複数認証

VLAN 割り当
て

VLAN 割り当
て

VLAN 割り当
て

VLAN 割り当
て

ユーザ単位
ACL

ユーザ単位
ACL

ユーザ単位
ACL

Filter-ID 属性

Filter-ID 属性

Filter-ID 属性

ダウンロード可
能 ACL

ダウンロード可 ダウンロード可
能 ACL
能 ACL

リダイレクト
URL

リダイレクト
URL

リダイレクト
URL

スタンドアロン Web 認証

プロキシ ACL、Filter-ID 属性、ダウンロード可能 ACL

NAC レイヤ 2 IP 検証

Filter-ID 属性

Filter-ID 属性

Filter-ID 属性

Filter-ID 属性

ダウンロード可 ダウンロード可 ダウンロード可 ダウンロード可
能 ACL
能 ACL
能 ACL
能 ACL
リダイレクト
URL
フォールバック方式としての Proxy ACL
Web 認証19
Filter-ID 属性

リダイレクト
URL

リダイレクト
URL

リダイレクト
URL

Proxy ACL

Proxy ACL

Proxy ACL

Filter-ID 属性

Filter-ID 属性

Filter-ID 属性

ダウンロード可 ダウンロード可 ダウンロード可 ダウンロード可
能 ACL
能 ACL
能 ACL
能 ACL

18
Cisco IOS Release 12.2(50)SE 以降でサポートされています。
19
802.1x 認証をサポートしないクライアント用。

ユーザ単位 ACL および Filter-Id

（注）

any は、ACL の発信元としてだけ設定できます。

（注）

マルチホスト モードで設定された ACL では、ステートメントの発信元部分は any でなければ
なりません。（たとえば、permit icmp anyhost 10.10.1.1）
定義された ACL の発信元ポートには any を指定する必要があります。指定しない場合、ACL は
適用できず、認証は失敗します。シングル ホストは唯一例外的に後方互換性をサポートします。
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MDA 対応ポートおよびマルチ認証ポートでは、複数のホストを認証できます。ホストに適用され
る ACL ポリシーは、別のホストのトラフィックには影響を与えません。マルチ ホスト ポートで
認証されるホストが 1 つだけで、他のホストが認証なしでネットワーク アクセスを取得する場
合、発信元アドレスに any を指定することで、最初のホストの ACL ポリシーを他の接続ホストに
適用できます。

ポートベース認証マネージャ CLI コマンド
認証マネージャ インターフェイス コンフィギュレーション コマンドは、802.1x、MAC 認証バイ
パスおよび Web 認証など、すべての認証方法を制御します。認証マネージャ コマンドは、接続ホ
ストに適用される認証方法のプライオリティと順序を決定します。
認証マネージャコマンドは、ホストモード、違反モードおよび認証タイマーなど、一般的な認証
機能を制御します。一般的な認証コマンドには、authentication host-mode、authentication violation
および authentication timer インターフェイス コンフィギュレーション コマンドがあります。
802.1x 専用コマンドは、先頭に dot1x キーワードが付きます。たとえば、authentication port-control
auto インターフェイス コンフィギュレーション コマンドは、インターフェイスでの認証をイネー
ブルにします。ただし、dot1x system-authentication control グローバル コンフィギュレーション
コマンドは常にグローバルに 802.1x 認証をイネーブルまたはディセーブルにします。

（注）

802.1x 認証がグローバルにディセーブル化されても、Web 認証など他の認証方法はそのポート
でイネーブルのままです。
authentication manager コマンドは従来の 802.1x コマンドと同様の機能を提供します。
認証マネージャが生成する冗長なシステム メッセージをフィルタリングすると、通常は、フィル
タリングされた内容が認証の成功に結びつきます。802.1x 認証および MAB 認証の冗長なメッセー
ジをフィルタリングすることもできます。認証方式ごとに異なるコマンドが用意されています。
• no authentication logging verbose グローバル コンフィギュレーション コマンドは、認証マ
ネージャからの冗長なメッセージをフィルタリングします。
• no dot1x logging verbose グローバル コンフィギュレーション コマンドは、802.1x 認証の冗長
なメッセージをフィルタリングします。
• no mab logging verbose グローバル コンフィギュレーション コマンドは、MAC 認証バイパス
（MAB）の冗長なメッセージをフィルタリングします。
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表 136：認証マネージャ コマンドおよび以前の 802.1x コマンド

Cisco IOS Release 12.2(50)SE Cisco IOS Release 12.2(46)SE 説明
以降での認証マネージャ コ 以前での同等の 802.1x コマ
マンド
ンド
authentication
control-direction {both | in}

dot1x control-direction
{both | in}

Wake-on-LAN（WoL）機能を使用して
802.1x 認証をイネーブルにし、ポート
制御を単一方向または双方向に設定し
ます。

authentication event

dot1x auth-fail vlan

ポート上で制限付き VLAN をイネーブ
ルにします。

dot1x critical (interface
configuration)
dot1x guest-vlan6

アクセス不能認証バイパス機能をイ
ネーブルにします。
アクティブ VLAN を 802.1x ゲスト
VLAN として指定します。
802.1x 認証をサポートしていないクラ
イアント用に、Web 認証をフォール
バック方式として使用するようにポー
トを設定します。

authentication fallback
fallback-profile

dot1x fallback
fallback-profile

authentication host-mode
[multi-auth | multi-domain |
multi-host | single-host]

dot1x host-mode {single-host 802.1x 許可ポートで単一のホスト（ク
| multi-host | multi-domain} ライアント）または複数のホストの接
続を許可します。

authentication order

mab

使用される認証方法の順序を柔軟に定
義できるようにします。

authentication periodic

dot1x reauthentication

クライアントの定期的再認証をイネー
ブルにします。

authentication port-control
{auto | force-authorized |
force-un authorized}

dot1x port-control {auto |
force-authorized |
force-unauthorized}

ポートの許可ステートの手動制御をイ
ネーブルにします。

authentication timer

dot1x timeout

802.1x タイマーを設定します。

authentication violation
dot1x violation-mode
{protect | restrict | shutdown} {shutdown | restrict |
protect}

新しいデバイスがポートに接続された
場合、または最大数のデバイスがポー
トに接続された後に新しいデバイスが
そのポートに接続された場合に発生す
る違反モードを設定します。
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許可ステートおよび無許可ステートのポート
802.1x 認証中に、スイッチのポート ステートによって、スイッチはネットワークへのクライアン
ト アクセスを許可します。ポートは最初、無許可ステートです。このステートでは、音声 VLAN
（仮想 LAN）ポートとして設定されていないポートは 802.1x 認証、CDP、および STP パケット
を除くすべての入力および出力トラフィックを禁止します。クライアントの認証が成功すると、
ポートは許可ステートに変更し、クライアントのトラフィック送受信を通常どおりに許可します。
ポートが音声 VLAN ポートとして設定されている場合、VoIP トラフィックおよび 802.1x プロト
コル パケットが許可された後クライアントが正常に認証されます。

（注）

CDP バイパスはサポートされていないため、ポートが error-disabled ステートになる場合があ
ります。
802.1x をサポートしていないクライアントが、無許可ステートの 802.1x ポートに接続すると、ス
イッチはそのクライアントの識別情報を要求します。この状況では、クライアントは要求に応答
せず、ポートは引き続き無許可ステートとなり、クライアントはネットワーク アクセスを許可さ
れません。
反対に、802.1x 対応のクライアントが、802.1x 標準が稼働していないポートに接続すると、クラ
イアントは EAPOL-Start フレームを送信して認証プロセスを開始します。応答がなければ、クラ
イアントは同じ要求を所定の回数だけ送信します。応答がないので、クライアントはポートが許
可ステートであるものとしてフレーム送信を開始します。
authentication port-control インターフェイス コンフィギュレーション コマンドおよび次のキー
ワードを使用して、ポートの許可ステートを制御できます。
• force-authorized：802.1x 認証をディセーブルにし、認証情報の交換を必要とせずに、ポート
を許可ステートに変更します。ポートはクライアントとの 802.1x ベース認証を行わずに、通
常のトラフィックを送受信します。これがデフォルト設定です。
• force-unauthorized：ポートが無許可ステートのままになり、クライアントからの認証の試み
をすべて無視します。スイッチはポートを介してクライアントに認証サービスを提供できま
せん。
• auto：802.1x 認証をイネーブルにします。ポートは最初、無許可ステートであり、ポート経
由で送受信できるのは EAPOL フレームだけです。ポートのリンク ステートがダウンからアッ
プに変更したとき、または EAPOL-Start フレームを受信したときに、認証プロセスが開始さ
れます。スイッチはクライアントの識別情報を要求し、クライアントと認証サーバとの間で
認証メッセージのリレーを開始します。スイッチはクライアントの MAC アドレスを使用し
て、ネットワーク アクセスを試みる各クライアントを一意に識別します。
クライアントが認証に成功すると（認証サーバから Accept フレームを受信すると）、ポートが許
可ステートに変わり、認証されたクライアントからの全フレームがポート経由での送受信を許可
されます。認証が失敗すると、ポートは無許可ステートのままですが、認証を再試行することは
できます。認証サーバに到達できない場合、スイッチは要求を再送信します。所定の回数だけ試
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行してもサーバから応答が得られない場合には、認証が失敗し、ネットワーク アクセスは許可さ
れません。
クライアントはログオフするとき、EAPOL-Logoff メッセージを送信します。このメッセージに
よって、スイッチ ポートが無許可ステートになります。
ポートのリンク ステートがアップからダウンに変更した場合、または EAPOL-Logoff フレームを
受信した場合に、ポートは無許可ステートに戻ります。

ポートベース認証とスイッチ スタック
スイッチが、スイッチ スタックに追加されるか、スイッチ スタックから削除される場合、RADIUS
サーバとスタックとの間の IP 接続が正常な場合、802.1x 認証は影響を受けません。これは、ス
タック マスターがスイッチ スタックから削除される場合も、適用されます。スタック マスター
に障害が発生した場合、スタック メンバは、選択プロセスを使用することによって新しいスタッ
ク マスターになり、802.1x 認証プロセスは通常どおり続行されます。
サーバに接続されていたスイッチが削除されたか、そのスイッチに障害が発生したために、RADIUS
サーバへの IP 接続が中断された場合、これらのイベントが発生します。
• すでに認証済みで、定期的な再認証がイネーブルではないポートは、認証ステートのままで
す。RADIUS サーバとの通信は、必要ではありません。
• すでに認証済みで、（dot1x re-authentication グローバル コンフィギュレーション コマンド
を使用）定期的な再認証がイネーブルにされているポートは、再認証の発生時に、認証プロ
セスに失敗します。ポートは、再認証プロセス中に、非認証ステートに戻ります。RADIUS
サーバとの通信が必要です。
進行中の認証については、サーバ接続が行われていないため、認証はただちに失敗します。
障害が発生したスイッチが実行状態になり、スイッチ スタックに再加入した場合、ブートアップ
の時刻と、認証の試行時までに RADIUS サーバへの接続が再確立されたかどうかによって、認証
は失敗する場合と、失敗しない場合があります。
RADIUS サーバへの接続を失うことを避けるには、冗長接続を設定する必要があります。たとえ
ば、スタックマスターへの冗長接続と、スタックメンバへの別の接続を設定できます。スタック
マスターに障害が発生した場合でも、スイッチ スタックは、RADIUS サーバに接続されたままで
す。

802.1X のホスト モード
802.1x ポートは、シングル ホスト モードまたはマルチ ホスト モードで設定できます。シングル
ホスト モードでは、802.1x 対応のスイッチ ポートに接続できるのはクライアント 1 つだけです。
スイッチは、ポートのリンク ステートがアップに変化したときに、EAPOL フレームを送信する
ことでクライアントを検出します。クライアントがログオフしたとき、または別のクライアント
に代わったときには、スイッチはポートのリンク ステートをダウンに変更し、ポートは無許可ス
テートに戻ります。
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マルチ ホスト モードでは、複数のホストを単一の 802.1x 対応ポートに接続できます。このモー
ドでは、接続されたクライアントのうち 1 つが許可されれば、クライアントすべてのネットワー
ク アクセスが許可されます。ポートが無許可ステートになると（再認証が失敗するか、または
EAPOL-Logoff メッセージを受信した場合）、スイッチは接続しているクライアントのネットワー
ク アクセスをすべて禁止します。
このトポロジでは、ワイヤレスアクセスポイントが接続しているクライアントの認証を処理し、
スイッチに対してクライアントとしての役割を果たします。
図 92：マルチ ホスト モードの例

（注）

すべてのホスト モードで、ポートベース認証が設定されている場合、ライン プロトコルは許
可の前にアップのままです。
スイッチはマルチドメイン認証（MDA）をサポートしています。これにより、データ装置と IP
Phone などの音声装置（シスコ製品またはシスコ以外の製品）の両方を同じスイッチ ポートに接
続できます。

802.1x 複数認証モード
複数認証（multiauth）モードでは、データ VLAN で複数のクライアントを認証できます。各ホス
トは個別に認証されます。音声 VLAN が設定されている場合、このモードでは、VLAN で 1 クラ
イアントだけ認証できます（ポートが他の音声クライアントを検出すると、これらはポートから
廃棄されますが、違反エラーは発生しません）。
ハブまたはアクセス ポイントが 802.1x 対応ポートに接続されている場合、接続されている各クラ
イアントを認証する必要があります。802.1x 以外のデバイスでは、MAC 認証バイパスまたは Web
認証をホスト単位認証フォールバック メソッドとして使用し、単一のポートで異なる方法で異な
るホストを認証できます。
複数認証ポートで認証できるデータ ホストの数には制限はありません。ただし、音声 VLAN が設
定されている場合、許可される音声デバイスは 1 台だけです。ホスト制限がないため、定義され
た違反はトリガーされません。たとえば、別の音声デバイスが検出された場合、これは通知なし
で廃棄され、違反はトリガーされません。音声 VLAN の MDA 機能の場合、複数認証モードでは、
認証サーバから受け取ったVSAに応じて、認証されたデバイスがデータまたは音声のいずれかの
VLAN に割り当てられます。
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（注）

ポートがマルチ認証モードの場合、ゲスト VLAN、および認証失敗 VLAN 機能はアクティブ
になりません。
次の条件で、RADIUS サーバから提供された VLAN をマルチ認証モードで割り当てることができ
ます。
• ホストがポートで最初に許可されたホストであり、RADIUS サーバが VLAN 情報を提供して
いる。
• 後続のホストが、動作 VLAN に一致する VLAN を使用して許可される。
• ホストは VLAN が割り当てられていないポートで許可され、後続のホストでは VLAN 割り
当てが設定されていないか、VLAN 情報が動作 VLAN と一致している。
• ポートで最初に許可されたホストにはグループ VLAN が割り当てられ、後続のホストでは
VLAN 割り当てが設定されていないか、グループ VLAN がポート上のグループ VLAN と一
致している。後続のホストが、最初のホストと同じ VLAN グループの VLAN を使用する必
要がある。VLAN リストが使用されている場合、すべてのホストは VLAN リストで指定され
た条件に従う。
• マルチ認証ポート上で、1 つの音声 VLAN 割り当てのみがサポートされている。
• VLAN がポート上のホストに割り当てられると、後続のホストは一致する VLAN 情報を持つ
必要があり、この情報がなければポートへのアクセスを拒否される。
• ゲスト VLAN または認証失敗 VLAN をマルチ認証モードに設定できない。
• クリティカル認証 VLAN の動作が、マルチ認証モード用に変更されない。ホストが認証を試
みたときにサーバに到達できない場合、許可されたすべてのホストは、設定された VLAN で
再初期化される。

ユーザごとのマルチ認証 VLAN 割り当て
ユーザごとのマルチ認証 VLAN 割り当て機能を使用すると、単一の設定済みアクセス VLAN を持
つポート上のクライアントに割り当てられた VLAN に基づいて複数の運用アクセス VLAN を作成
することができます。データ ドメインに関連付けられたすべての VLAN に対するトラフィックが
dot1q とタグ付けされていないアクセス ポートとして設定されているポートおよびこれらの VLAN
は、ネイティブ VLAN として処理されます。
マルチ認証ポート 1 つあたりのホストの数は 8 ですが、さらに多くのホストが存在する場合があ
ります。

（注）

ユーザごとのマルチ認証 VLAN 割り当て機能は、音声ドメインではサポートされません。ポー
ト上の音声ドメインのすべてのクライアントが同じ VLAN を使用する必要があります。
次のシナリオは、ユーザごとのマルチ認証 VLAN 割り当てに関連しています。
シナリオ 1

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
1786

OL-30686-01-J

802.1x ポートベース認証について

ハブがアクセス ポートに接続されている場合、およびポートがアクセス VLAN（V0）で設定され
ている場合。
ホスト（H1）は、ハブを介して VLAN（V1）に割り当てられます。ポートの運用 VLAN は V1 に
変更されます。この動作は、単一ホスト ポートまたはマルチ ドメイン認証ポートで同様です。
2 番目のホスト（H2）が接続され、VLAN（V2）に割り当てられる場合、ポートには 2 つの運用
VLAN があります（V1 および V2）。H1 と H2 がタグなし入力トラフィックを送信すると、H1 ト
ラフィックは VLAN（V1）に、H2 トラフィックは VLAN（V2）にマッピングされ、VLAN（V1）
および VLAN（V2）のポートからの出トラフィックはすべてタグなしになります。
両方のホスト H1 と H2 がログアウトするか、またはセッションがなんらかの理由で削除される
と、VLAN（V1）と VLAN（V2）がポートから削除され、設定された VLAN（V0）がポートに復
元されます。
シナリオ 2
ハブがアクセス ポートに接続されている場合、およびポートがアクセス VLAN（V0）で設定され
ている場合。ホスト（H1）は、ハブを介して VLAN（V1）に割り当てられます。ポートの運用
VLAN は V1 に変更されます。
2 番目のホスト（H2）が接続され明示的な VLAN ポリシーなしで承認されると、H2 はポート上
で復元される設定済み VLAN（V0）を使用することを予期されます。2 つの運用 VLAN、VLAN
（V0）および VLAN（V1）からの出トラフィックはすべてタグなしになります。
ホスト（H2）がログアウトするか、またはセッションがなんらかの理由で削除されると、設定さ
れた VLAN（V0）がポートから削除され、VLAN（V1）がそのポートでの唯一の運用 VLAN にな
ります。
シナリオ 3
ハブがオープン モードでアクセス ポートに接続されている場合、およびポートがアクセス VLAN
（V0）で設定されている場合。
ホスト（H1）は、ハブを介して VLAN（V1）に割り当てられます。ポートの運用 VLAN は V1 に
変更されます。2 番目のホスト（H2）が接続され無許可のままだと、オープン モードにより、運
用 VLAN（V1）に引き続きアクセスできます。
ホストH1がログアウトするか、またはセッションがなんらかの理由で削除されると、VLAN（V1）
はポートから削除され、ホスト（H2）は VLAN（V0）に割り当てられます。

（注）

オープン モードと VLAN 割り当ての組み合わせは、ホスト（H2）に悪影響を与えます。その
ホストは VLAN（V1）に対応するサブネット内に IP アドレスを含んでいるからです。

ユーザごとのマルチ認証 VLAN 割り当ての制限
ユーザごとのマルチ認証 VLAN 割り当て機能では、複数の VLAN からの出トラフィックは、ホス
トが自分宛てではないトラフィックを受信するポート上ではタグなしになります。これは、ブロー
ドキャストおよびマルチキャスト トラフィックで問題になる可能性があります。
• IPv4 ARP：ホストは他のサブネットからの ARP パケットを受信します。これは、IP アドレ
ス範囲が重複する異なる仮想ルーティングおよび転送（VRF）テーブルの 2 個のサブネット
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がポート上でアクティブな場合に問題となります。ホストの ARP キャッシュが無効なエント
リを受け取る可能性があります。
• IPv6 制御パケット：IPv6 の導入環境では、ルータ アドバタイズメント（RA）は、その受信
を想定されていないホストによって処理されます。ある VLAN からのホストが別の VLAN
からの RA を受信すると、ホストはそれ自身に間違った IPv6 アドレスを割り当てます。この
ようなホストは、ネットワークにアクセスできません。
回避策は、IPv6 ファースト ホップ セキュリティをイネーブルにして、ブロードキャスト
ICMPv6 パケットがユニキャストに変換され、マルチ認証がイネーブルのポートから送信さ
れるようにすることです。パケットは VLAN に属するマルチ認証ポートの各クライアント用
に複製され、宛先 MAC が個々のクライアントに設定されます。1 つの VLAN を持つポート
で、ICMPv6 パケットは正常にブロードキャストされます。
• IP マルチキャスト：送信先のマルチキャスト グループへのマルチキャスト トラフィックは、
異なる VLAN 上のホストがそのマルチキャスト グループに参加している場合それらの VLAN
用に複製されます。異なる VLAN の 2 つのホストが（同じマルチ認証ポート上の）マルチ
キャスト グループに参加している場合、各マルチキャスト パケットのコピー 2 部がそのポー
トから送信されます。

MAC 移動
あるスイッチ ポートで MAC アドレスが認証されると、そのアドレスは同じスイッチの別の認証
マネージャ対応ポートでは許可されません。スイッチが同じ MAC アドレスを別の認証マネージャ
対応ポートで検出すると、そのアドレスは許可されなくなります。
場合によっては、MAC アドレスを同じスイッチ上のポート間で移動する必要があります。たとえ
ば、認証ホストとスイッチ ポート間に別のデバイス（ハブまたは IP Phone など）がある場合、ホ
ストをデバイスから接続して、同じスイッチの別のポートに直接接続する必要があります。
デバイスが新しいポートで再認証されるように、MAC 移動をグローバルにイネーブルにできま
す。ホストが別のポートに移動すると、最初のポートのセッションが削除され、ホストは新しい
ポートで再認証されます。MAC 移動はすべてのホスト モードでサポートされます（認証ホスト
は、ポートでイネーブルにされているホスト モードに関係なく、スイッチの任意のポートに移動
できます）。MAC アドレスがあるポートから別のポートに移動すると、スイッチは元のポートで
認証済みセッションを終了し、新しいポートで新しい認証シーケンスを開始します。MAC 移動の
機能は、音声およびデータ ホストの両方に適用されます。

（注）

オープン認証モードでは、MACアドレスは、新しいポートでの許可を必要とせずに、元のポー
トから新しいポートへただちに移動します。

MAC 置換
MAC 置換機能は、ホストが、別のホストがすでに認証済みであるポートに接続しようとすると発
生する違反に対処するように設定できます。
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（注）

違反はマルチ認証モードでは発生しないため、マルチ認証モードのポートにこの機能は適用さ
れません。マルチホスト モードで認証が必要なのは最初のホストだけなので、この機能はこ
のモードのポートには適用されません。
replace キーワードを指定して authentication violation インターフェイス コンフィギュレーション
コマンドを設定すると、マルチドメイン モードのポートでの認証プロセスは、次のようになりま
す。
• 既存の認証済み MAC アドレスを使用するポートで新しい MAC アドレスが受信されます。
• 認証マネージャは、ポート上の現在のデータ ホストの MAC アドレスを、新しい MAC アド
レスで置き換えます。
• 認証マネージャは、新しい MAC アドレスに対する認証プロセスを開始します。
• 認証マネージャによって新しいホストが音声ホストであると判断された場合、元の音声ホス
トは削除されます。
ポートがオープン認証モードになっている場合、MAC アドレスはただちに MAC アドレス テーブ
ルに追加されます。

802.1x アカウンティング
802.1x 標準では、ユーザの認証およびユーザのネットワーク アクセスに対する許可方法を定義し
ています。ただし、ネットワークの使用法についてはトラッキングしません。802.1x アカウンティ
ングは、デフォルトでディセーブルです。802.1x アカウンティングをイネーブルにすると、次の
処理を 802.1x 対応のポート上でモニタできます。
• 正常にユーザを認証します。
• ユーザがログ オフします。
• リンクダウンが発生します。
• 再認証が正常に行われます。
• 再認証が失敗します。
スイッチは 802.1x アカウンティング情報を記録しません。その代わり、スイッチはこの情報を
RADIUS サーバに送信します。RADIUS サーバは、アカウンティング メッセージを記録するよう
に設定する必要があります。

802.1x アカウンティング属性値ペア
RADIUS サーバに送信された情報は、属性値（AV）ペアの形式で表示されます。これらの AV ペ
アのデータは、各種アプリケーションによって使用されます（たとえば課金アプリケーションの
場合、RADIUS パケットの Acct-Input-Octets または Acct-Output-Octets 属性の情報が必要です）。
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AV ペアは、802.1x アカウンティングが設定されているスイッチによって自動的に送信されます。
次の種類の RADIUS アカウンティング パケットがスイッチによって送信されます。
• START：新規ユーザ セッションが始まると送信されます。
• INTERIM：既存のセッションが更新されると送信されます。
• STOP：セッションが終了すると送信されます。
スイッチによって送信された AV ペアは、debug radius accounting 特権 EXEC コマンドを入力す
ることで表示できます。このコマンドの詳細については、『Cisco IOS Debug Command Reference,
Release 12.4』を参照してください。
次の表に、AV ペアおよびスイッチによって送信される AV ペアの条件を示します。
表 137：アカウンティング AV ペア

Attribute Number AV ペア名

START

INTERIM

STOP

属性 [1]

User-Name

送信

送信

送信

属性 [4]

NAS-IP-Address

送信

送信

送信

属性 [5]

NAS-Port

送信

送信

送信

属性 [8]

Framed-IP-Address

非送信

条件に応じて送信20 条件に応じて送信

属性 [25]

クラス

送信

送信

送信

属性 [30]

Called-Station-ID

送信

送信

送信

属性 [31]

Calling-Station-ID

送信

送信

送信

属性 [40]

Acct-Status-Type

送信

送信

送信

属性 [41]

Acct-Delay-Time

送信

送信

送信

属性 [42]

Acct-Input-Octets

非送信

送信

送信

属性 [43]

Acct-Output-Octets

非送信

送信

送信

Attribute[47]

Acct-Input-Packets

非送信

送信

送信

属性 [48]

Acct-Output-Packets

非送信

送信

送信

属性 [44]

Acct-Session-ID

送信

送信

送信

属性 [45]

Acct-Authentic

送信

送信

送信
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20

Attribute Number AV ペア名

START

INTERIM

STOP

属性 [46]

Acct-Session-Time

非送信

送信

送信

属性 [49]

Acct-Terminate-Cause

非送信

非送信

送信

属性 [61]

NAS-Port-Type

送信

送信

送信

有効な静的 IP アドレスが設定されているか、ホストに対する Dynamic Host Control Protocol（DHCP）バインディングが DHCP スヌーピング
バインディング テーブルに存在している場合に、Framed-IP-Address の AV ペアが送信されます。

802.1x 準備状態チェック
802.1x 準備状態チェックは、すべてのスイッチ ポートの 802.1x アクティビティをモニタリング
し、802.1x をサポートするポートに接続されているデバイスの情報を表示します。この機能を使
用して、スイッチ ポートに接続されているデバイスが 802.1x に対応できるかどうかを判別できま
す。802.1x 機能をサポートしていないデバイスでは、MAC 認証バイパスまたは Web 認証などの
代替認証を使用します。
この機能が有用なのは、クライアントのサプリカントで NOTIFY EAP 通知パケットでのクエリー
がサポートされている場合だけです。クライアントは、802.1x タイムアウト値内に応答しなけれ
ばなりません。
関連トピック
802.1x 準備状態チェックの設定, （1818 ページ）

スイッチと RADIUS サーバ間の通信
RADIUS セキュリティ サーバは、ホスト名または IP アドレス、ホスト名と特定の UDP ポート番
号、または IP アドレスと特定の UDP ポート番号によって識別します。IP アドレスと UDP ポート
番号の組み合わせによって、一意の ID が作成され、同一 IP アドレスのサーバ上にある複数の UDP
ポートに RADIUS 要求を送信できるようになります。同じ RADIUS サーバ上の異なる 2 つのホス
ト エントリに同じサービス（たとえば認証）を設定した場合、2 番めに設定されたホスト エント
リは、最初に設定されたホスト エントリのフェールオーバー バックアップとして動作します。
RADIUS ホスト エントリは、設定した順序に従って試行されます。
関連トピック
スイッチと RADIUS サーバ間の通信の設定, （1826 ページ）

VLAN 割り当てを使用した 802.1x 認証
スイッチは、VLAN 割り当てを使用した 802.1x 認証をサポートしています。ポートの 802.1x 認証
が成功すると、RADIUS サーバは VLAN 割り当てを送信し、スイッチ ポートを設定します。
RADIUS サーバ データベースは、ユーザ名と VLAN のマッピングを維持し、スイッチ ポートに
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接続するクライアントのユーザ名に基づいて VLAN を割り当てます。この機能を使用して、特定
のユーザのネットワーク アクセスを制限できます。
音声デバイス認証は、Cisco IOS Release 12.2(37)SE のマルチドメイン ホスト モードでサポートさ
れています。Cisco IOS Release 12.2(40)SE 以降、音声デバイスが許可されており、RADIUS サーバ
が許可された VLAN を返した場合、割り当てられた音声 VLAN 上でパケットを送受信するように
ポート上の音声 VLAN が設定されます。音声 VLAN 割り当ては、マルチドメイン認証（MDA）
対応のポートでのデータ VLAN 割り当てと同じように機能します。
スイッチと RADIUS サーバ上で設定された場合、VLAN 割り当てを使用した 802.1x 認証には次の
特性があります。
• RADIUS サーバから VLAN が提供されない場合、または 802.1x 認証がディセーブルの場合、
認証が成功するとポートはアクセス VLAN に設定されます。アクセス VLAN とは、アクセ
ス ポートに割り当てられた VLAN です。このポート上で送受信されるパケットはすべて、
この VLAN に所属します。
• 802.1x 認証がイネーブルで、RADIUS サーバからの VLAN 情報が有効でない場合、認証に失
敗して、設定済みの VLAN が引き続き使用されます。これにより、設定エラーによって不適
切な VLAN に予期せぬポートが現れることを防ぎます。
設定エラーには、ルーテッド ポートの VLAN、間違った VLAN ID、存在しないまたは内部
（ルーテッド ポート）の VLAN ID、RSPAN VLAN、シャットダウンしている VLAN、ある
いは一時停止している VLAN ID の指定などがあります。マルチドメイン ホスト ポートの場
合、設定エラーには、設定済みまたは割り当て済み VLAN ID と一致するデータ VLAN の割
り当て試行（またはその逆）のために発生するものもあります。
• 802.1x 認証がイネーブルで、RADIUS サーバからのすべての情報が有効の場合、許可された
デバイスは認証後、指定した VLAN に配置されます。
• 802.1x ポートでマルチ ホスト モードがイネーブルの場合、すべてのホストは最初に認証さ
れたホストと同じ VLAN（RADIUS サーバにより指定）に配置されます。
• ポート セキュリティをイネーブル化しても、RADIUS サーバが割り当てられた VLAN の動
作には影響しません。
• 802.1x 認証がポートでディセーブルの場合、設定済みのアクセス VLAN と設定済みの音声
VLAN に戻ります。
• 802.1x ポートが認証され、RADIUS サーバによって割り当てられた VLAN に配置されると、
そのポートのアクセス VLAN 設定への変更は有効になりません。マルチドメイン ホストの
場合、ポートが完全にこれらの例外で許可されている場合、同じことが音声デバイスに適用
されます。
◦ あるデバイスで VLAN 設定を変更したことにより、他のデバイスに設定済みまたは割
り当て済みの VLAN と一致した場合、ポート上の全デバイスの認証が中断して、デー
タおよび音声デバイスに設定済みの VLAN が一致しなくなるような有効な設定が復元
されるまで、マルチドメイン ホスト モードがディセーブルになります。
◦ 音声デバイスが許可されて、ダウンロードされた音声 VLAN を使用している場合、音
声 VLAN 設定を削除したり設定値を dot1p または untagged に修正したりすると、音声デ
バイスが未許可になり、マルチドメイン ホスト モードがディセーブルになります。
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ポートが、強制許可（force-authorized）ステート、強制無許可（force-unauthorized）ステート、無
許可ステート、またはシャットダウン ステートの場合、ポートは設定済みのアクセス VLAN に配
置されます。
802.1x ポートが認証され、RADIUS サーバによって割り当てられた VLAN に配置されると、その
ポートのアクセス VLAN 設定への変更は有効になりません。マルチドメイン ホストの場合、ポー
トが完全にこれらの例外で許可されている場合、同じことが音声デバイスに適用されます。
• あるデバイスで VLAN 設定を変更したことにより、他のデバイスに設定済または割り当て済
みの VLAN と一致した場合、ポート上の全デバイスの認証が中断して、データおよび音声デ
バイスに設定済みの VLAN が一致しなくなるような有効な設定が復元されるまで、マルチド
メイン ホスト モードがディセーブルになります。
• 音声デバイスが許可されて、ダウンロードされた音声VLANを使用している場合、音声VLAN
設定を削除したり設定値を dot1p または untagged に修正したりすると、音声デバイスが未許
可になり、マルチドメイン ホスト モードがディセーブルになります。
ポートが、強制許可（force-authorized）ステート、強制無許可（force-unauthorized）ステート、無
許可ステート、またはシャットダウン ステートの場合、ポートは設定済みのアクセス VLAN に配
置されます。
トランク ポート、ダイナミック ポート、または VLAN メンバーシップ ポリシー サーバ（VMPS）
によるダイナミック アクセス ポート割り当ての場合、VLAN 割り当て機能を使用した 802.1x 認
証はサポートされません。
VLAN 割り当てを設定するには、次の作業を実行する必要があります。
• network キーワードを使用して AAA 認証をイネーブルにし、RADIUS サーバからのインター
フェイス設定を可能にします。
• 802.1x 認証をイネーブルにします。（アクセス ポートで 802.1x 認証を設定すると、VLAN
割り当て機能は自動的にイネーブルになります）。
• RADIUS サーバにベンダー固有のトンネル属性を割り当てます。RADIUS サーバは次の属性
をスイッチに返す必要があります。
◦ [64] Tunnel-Type = VLAN
◦ [65] Tunnel-Medium-Type = 802
◦ [81] Tunnel-Private-Group-ID = VLAN 名または VLAN ID
◦ [83] Tunnel-Preference
属性 [64] は、値 VLAN（タイプ 13）でなければなりません。属性 [65] は、値802（タイプ 6）
でなければなりません。属性 [81] は、IEEE 802.1x 認証ユーザに割り当てられた VLAN 名ま
たは VLAN ID を指定します。
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ユーザ単位 ACL を使用した 802.1x 認証
ユーザ単位アクセス コントロール リスト（ACL）をイネーブルにして、異なるレベルのネット
ワーク アクセスおよびサービスを 802.1x 認証ユーザに提供できます。RADIUS サーバは、802.1x
ポートに接続されるユーザを認証する場合、ユーザ ID に基づいて ACL 属性を受け取り、これら
をスイッチに送信します。スイッチは、ユーザ セッションの期間中、その属性を 802.1x ポートに
適用します。セッションが終了すると、認証が失敗した場合、またはリンクダウン状態の発生時
に、ユーザ単位 ACL 設定が削除されます。スイッチは、RADIUS 指定の ACL を実行コンフィギュ
レーションには保存しません。ポートが無許可の場合、スイッチはそのポートから ACLを削除し
ます。
ユーザは同一のスイッチ上で、ルータ ACL および入力ポート ACL を使用できます。ただし、ポー
トの ACL はルータ ACL より優先されます。入力ポート ACL を VLAN に属するインターフェイ
スに適用する場合、ポート ACL は VLAN インターフェイスに適用する入力ルータ ACL よりも優
先されます。ポート ACL が適用されたポート上で受信した着信パケットは、ポート ACL によっ
てフィルタリングされます。その他のポートに着信したルーテッド パケットは、ルータ ACL に
よってフィルタリングされます。発信するルーテッド パケットには、ルータ ACL のフィルタが
適用されます。コンフィギュレーションの矛盾を回避するには、RADIUS サーバに保存するユー
ザ プロファイルを慎重に計画しなければなりません。
RADIUSは、ベンダー固有属性などのユーザ単位属性をサポートします。ベンダー固有属性（VSA）
は、オクテット ストリング形式で、認証プロセス中にスイッチに渡されます。ユーザ単位 ACL
に使用される VSA は、入力方向では inacl#<n> で、出力方向では outacl#<n> です。MAC ACL は、
入力方向に限りサポートされます。VSA は入力方向に限りサポートされます。レイヤ 2 ポートの
出力方向ではポート ACL をサポートしません。
拡張 ACL 構文形式だけを使用して、RADIUS サーバに保存するユーザ単位コンフィギュレーショ
ンを定義します。RADIUS サーバから定義が渡される場合、拡張命名規則を使用して作成されま
す。ただし、Filter-Id 属性を使用する場合、標準 ACL を示すことができます。
Filter-Id 属性を使用して、すでにスイッチに設定されているインバウンドまたはアウトバウンド
ACL を指定できます。属性には、ACL番号と、その後ろに入力フィルタリング、出力フィルタリ
ングを示す .in または .out が含まれています。RADIUS サーバが .in または .out 構文を許可しない
場合、アクセス リストはデフォルトで発信 ACL に適用されます。スイッチでの Cisco IOS のアク
セス リストに関するサポートが制限されているため、Filter-ID 属性は 1 ～ 199 および 1300 ～ 2699
の IP ACL（IP 標準 ACL および IP 拡張 ACL）に対してだけサポートされます。
ユーザ単位 ACL の最大サイズは、4000 ASCII 文字ですが、RADIUS サーバのユーザ単位 ACL の
最大サイズにより制限されます。
ユーザ単位の ACL を設定するには、次の手順に従います。
• AAA 認証をイネーブルにします。
• network キーワードを使用して AAA 認証をイネーブルにし、RADIUS サーバからのインター
フェイス設定を可能にします。
• 802.1x 認証をイネーブルにします。
• RADIUS サーバにユーザ プロファイルと VSA を設定します。
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• 802.1x ポートをシングル ホスト モードに設定します。

（注）

ユーザ単位 ACL がサポートされるのはシングル ホスト モードだけです。

ダウンロード可能 ACL およびリダイレクト URL を使用した 802.1x 認証
ACL およびリダイレクト URL は、ホストの 802.1x 認証または MAC 認証バイパス中に、RADIUS
サーバからスイッチにダウンロードできます。また、Web 認証中に ACL をダウンロードすること
もできます。

（注）

ダウンロード可能な ACL は dACL とも呼ばれます。
複数のホストが認証され、それらのホストがシングル ホスト モード、MDA モード、またはマル
チ認証モードである場合、スイッチは ACL の送信元アドレスをホスト IP アドレスに変更します。
ACL およびリダイレクト URL は、802.1x 対応のポートに接続されるすべてのデバイスに適用で
きます。
ACL が 802.1x 認証中にダウンロードされない場合、スイッチは、ポートのスタティック デフォ
ルト ACL をホストに適用します。マルチ認証モードまたは MDA モードで設定された音声 VLAN
ポートでは、スイッチは ACL を認証ポリシーの一部として電話にだけ適用します。

（注）

スタッキングがある dACL の限度は、ポートあたりの dACL ごとに 64 ACE です。スタッキン
グがない場合の限度は、アクティブである他の ACL 機能に基づいて変化する使用可能な TCAM
エントリ数です。
Cisco IOS Release 12.2(55)SE 以降のリリースでは、ポート上にスタティック ACL がない場合、ダ
イナミックな認証デフォルト ACL が作成され、dACL がダウンロードされて適用される前にポリ
シーが実施されます。

（注）

認証デフォルト ACL は、実行コンフィギュレーションでは表示されません。
認証デフォルト ACL は、ポートで許可ポリシーを持つホストが 1 つ以上検出されると作成されま
す。認証デフォルト ACLは、最後の認証セッションが終了すると削除されます。認証デフォルト
ACL は、ip access-list extended auth-default-acl グローバル コンフィギュレーション コマンドを使
用して設定できます。
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（注）

認証デフォルト ACL は、シングル ホスト モードの Cisco Discovery Protocol（CDP）バイパス
をサポートしていません。CDPバイパスをサポートするには、インターフェイス上のスタティッ
ク ACL を設定する必要があります。
802.1x および MAB 認証方式では、オープンおよびクローズの 2 つの認証方式がサポートされま
す。クローズ認証モードのポートにスタティック ACL がない場合、次のようになります。
• 認証デフォルト ACL が作成されます。
• 認証デフォルト ACL は、ポリシーが実施されるまで DHCP トラフィックのみを許可します。
• 最初のホスト認証では、許可ポリシーは IP アドレスを挿入せずに適用されます。
• 別のホストが検出されると、最初のホストのポリシーがリフレッシュされ、最初のセッショ
ンと後続セッションのポリシーが IP アドレスを挿入して実施されます。
オープン認証モードのポートにスタティック ACL がない場合、次のようになります。
• 認証デフォルト ACL-OPEN が作成され、すべてのトラフィックが許可されます。
• セキュリティ違反を防ぐために、IP アドレスを挿入してポリシーが実施されます。
• Web 認証は、認証デフォルト ACL-OPEN に従います。
許可ポリシーのないホストへのアクセスを制御するために、ディレクティブを設定することがで
きます。サポートされているディレクティブの値は、open と default です。open ディレクティブを
設定すると、すべてのトラフィックが許可されます。default ディレクティブは、ポートから提供
されるアクセスにトラフィックを従わせます。ディレクティブは、AAA サーバ上のユーザ プロ
ファイル、またはスイッチ上のいずれかで設定できます。AAA サーバ上でディレクティブを設定
するには、authz-directive =<open/default> グローバル コマンドを使用します。スイッチ上でディ
レクティブを設定するには、epm access-control open グローバル コンフィギュレーション コマン
ドを使用します。

（注）

ディレクティブのデフォルト値は default です。
設定された ACL なしでポート上の Web 認証にホストがフォールバックする場合は、次のように
なります。
• ポートがオープン認証モードの場合、認証デフォルト ACL-OPEN が作成されます。
• ポートがクローズ認証モードの場合、認証デフォルト ACL が作成されます。
フォールバック ACL のアクセス コントロール エントリ（ACE）は、ユーザ単位のエントリに変
換されます。設定されたフォールバック プロファイルにフォールバック ACL が含まれていない
場合、ホストはポートに関連付けられた認証デフォルト ACL に従います。
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（注）

Web 認証でカスタム ロゴを使用し、それを外部サーバに格納する場合、認証の前にポートの
ACL で外部サーバへのアクセスを許可する必要があります。外部サーバに適切なアクセスを
提供するには、スタティック ポート ACL を設定するか、認証デフォルト ACL を変更する必
要があります。

Cisco Secure ACS およびリダイレクト URL の属性と値のペア
スイッチはこれらの cisco-av-pair VSA を使用します。
• url-redirect は HTTP URL または HTTPS URL です。
• url-redirect-acl はスイッチ ACL 名または番号です。
スイッチは、CiscoSecure-defined-ACL 属性値ペアを使用して、エンド ポイントからの HTTP また
は HTTPS リクエストを代行受信します。スイッチは、クライアント Web ブラウザを指定された
リダイレクト アドレスに転送します。Cisco Secure ACS 上の url-redirect AV ペアには、Web ブラ
ウザがリダイレクトされる URL が格納されます。url-redirect-acl 属性値ペアには、リダイレクト
する HTTP または HTTPS トラフィックを指定する ACL の名前または番号が含まれます。

（注）

• ACL の permit ACE と一致するトラフィックがリダイレクトされます。
• スイッチの URL リダイレクト ACL およびデフォルト ポート ACL を定義します。
リダイレクト URLが認証サーバのクライアントに設定される場合、接続されるクライアントのス
イッチ ポートのデフォルト ポート ACL も設定する必要があります。

Cisco Secure ACS およびダウンロード可能な ACL の属性と値のペア
Cisco Secure ACS で、RADIUS cisco-av-pair ベンダー固有属性（VSA）を使用して、
CiscoSecure-Defined-ACL 属性と値（AV）ペアを設定できます。このペアは、#ACL#-IP-name-number
属性を使って、Cisco Secure ACS でダウンロード可能な ACL の名前を指定します。
• name は ACL の名前です。
• number はバージョン番号（たとえば 3f783768）です。
ダウンロード可能な ACLが認証サーバのクライアントに設定される場合、接続されるクライアン
ト スイッチ ポートのデフォルト ポート ACL も設定する必要があります。
デフォルト ACL がスイッチで設定されている場合、Cisco Secure ACS がホスト アクセス ポリシー
をスイッチに送信すると、スイッチは、スイッチ ポートに接続されるホストからのトラフィック
にこのポリシーを適用します。ポリシーが適用されない場合、デフォルト ACLが適用されます。
Cisco Secure ACS がダウンロード可能な ACL をスイッチに送信する場合、この ACL は、スイッチ
ポートに設定されているデフォルト ACL より優先されます。ただし、スイッチが Cisco Secure
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ACS からホスト アクセス ポリシーを受信し、デフォルト ACL が設定されていない場合、許可失
敗が宣言されます。

VLAN ID ベース MAC 認証
ダウンロード可能な VLAN ではなくスタティック VLAN ID に基づいてホストを認証する場合、
VLAN ID ベース MAC 認証を使用できます。スタティック VLAN ポリシーがスイッチで設定され
ている場合、認証用の各ホストの MAC アドレスとともに、VLAN 情報が IAS（Microsoft）RADIUS
サーバに送信されます。接続ポートに設定されている VLAN ID は MAC 認証に使用されます。
VLAN ID ベース MAC 認証を IAS サーバで使用することで、ネットワークで一定数の VLAN を使
用できます。
機能は、STP によってモニタおよび処理される VLAN の数も制限します。ネットワークは固定
VLAN として管理できます。

（注）

この機能は Cisco ACS Server ではサポートされていません（ACS サーバは、新しいホストに送
信される VLAN-ID を無視して、MAC アドレスに基づいた認証だけを行います）。

ゲスト VLAN を使用した 802.1x 認証
スイッチ上の各 802.1x ポートにゲスト VLAN を設定し、クライアントに対して限定的なサービス
を提供できます（802.1x クライアントのダウンロードなど）。これらのクライアントは 802.1x 認
証用にシステムをアップグレードできる場合がありますが、一部のホスト（Windows 98 システム
など）は IEEE 802.1x 対応ではありません。
スイッチが EAP Request/Identity フレームに対する応答を受信していない場合、または EAPOL パ
ケットがクライアントによって送信されない場合に、802.1x ポート上でゲスト VLAN をイネーブ
ルにすると、スイッチはクライアントにゲスト VLAN を割り当てます。
スイッチは EAPOL パケット履歴を保持します。EAPOL パケットがリンクの存続時間中にインター
フェイスで検出された場合、スイッチはそのインターフェイスに接続されているデバイスが IEEE
802.1x 対応のものであると判断します。インターフェイスはゲスト VLAN ステートにはなりませ
ん。インターフェイスのリンク ステータスがダウンした場合、EAPOL 履歴はクリアされます。
EAPOLパケットがインターフェイスで検出されない場合、そのインターフェイスはゲスト VLAN
のステートになります。
スイッチが 802.1x 対応の音声デバイスを許可しようとしたが、AAA サーバが使用できない場合、
許可は失敗します。ただし、EAPOL パケットの検出は EAPOL 履歴に保存されます。この音声デ
バイスは、AAA サーバが使用可能になると許可されます。ただし、他のデバイスによるゲスト
VLAN へのアクセスは許可されなくなります。この状況を防ぐには、次のいずれかのコマンド
シーケンスを使用します。
• authentication event no-response action authorize vlan vlan-id インターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを入力し、ゲスト VLAN へのアクセスを許可します。
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• shutdown インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力し、さらに no shutdown
インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力してポートを再起動します。
リンクの存続時間中にデバイスが EAPOL パケットを送信した場合、スイッチはゲスト VLAN へ
の認証アクセスに失敗したクライアントを許可しません。

（注）

インターフェイスがゲスト VLAN に変わってから EAPOL パケットが検出された場合、無許可
ステートに戻って 802.1x 認証を再起動します。
スイッチ ポートがゲスト VLAN に変わると、802.1x 非対応クライアントはすべてアクセスを許可
されます。ゲスト VLAN が設定されているポートに 802.1x 対応クライアントが加入すると、ポー
トは、ユーザ設定によるアクセス VLAN で無許可ステートになり、認証が再起動されます。
ゲスト VLAN は、単一のホスト、複数のホスト、複数認証、またはマルチドメイン モードにおけ
る 802.1x ポートでサポートされています。
RSPAN VLAN、プライベート VLAN、音声 VLAN を除いて、アクティブ VLAN を 802.1x ゲスト
VLAN として設定できます。ゲスト VLAN 機能は、内部 VLAN（ルーテッド ポート）またはトラ
ンク ポートではサポートされていません。アクセス ポート上でだけサポートされます。
スイッチは MAC 認証バイパス をサポートします。MAC 認証バイパスが 802.1x ポートでイネーブ
ルの場合、スイッチは、IEEE 802.1x 認証のタイムアウト時に EAPOL メッセージ交換を待機して
いる間、クライアントMACアドレスに基づいてクライアントを許可できます。スイッチは、802.1x
ポート上のクライアントを検出したあとで、クライアントからのイーサネット パケットを待機し
ます。スイッチは、MAC アドレスに基づいたユーザ名およびパスワードを持つ
RADIUS-access/request フレームを認証サーバに送信します。認証に成功すると、スイッチはクラ
イアントにネットワークへのアクセスを許可します。認証に失敗すると、スイッチはポートにゲ
スト VLAN を割り当てます（指定されていない場合）。

制限付き VLAN による 802.1x 認証
ゲスト VLAN にアクセスできないクライアント向けに、限定されたサービスを提供するために、
スイッチ スタックまたはスイッチの各 IEEE 802.1x ポートに対して制限付き VLAN（認証失敗
VLAN と呼ばれることもあります）を設定できます。これらのクライアントは、認証プロセスに失
敗したため他の VLAN にアクセスできない 802.1x 対応クライアントです。制限付き VLAN を使
用すると、認証サーバの有効なクレデンシャルを持っていないユーザ（通常、企業にアクセスす
るユーザ）に、サービスを制限したアクセスを提供できます。管理者は制限付き VLAN のサービ
スを制御できます。

（注）

両方のタイプのユーザに同じサービスを提供する場合、ゲスト VLAN と制限付き VLAN の両
方を同じに設定できます。
この機能がないと、クライアントは認証失敗を永遠に繰り返すことになるため、スイッチ ポート
がスパニングツリーのブロッキングステートから変わることができなくなります。制限付きVLAN
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の機能を使用することで、クライアントの認証試行回数を指定し（デフォルト値は 3 回）、一定
回数後にスイッチ ポートを制限付き VLAN の状態に移行させることができます。
認証サーバはクライアントの認証試行回数をカウントします。このカウントが設定した認証試行
回数を超えると、ポートが制限付き VLAN の状態に変わります。失敗した試行回数は、RADIUS
サーバが EAP failure で応答したときや、EAP パケットなしの空の応答を返したときからカウント
されます。ポートが制限付き VLAN に変わったら、このカウント数はリセットされます。
認証に失敗したユーザの VLAN は、もう一度認証を実行するまで制限された状態が続きます。
VLAN 内のポートは設定された間隔に従って再認証を試みます（デフォルトは 60 秒）。再認証に
失敗している間は、ポートの VLAN は制限された状態が続きます。再認証に成功した場合、ポー
トは設定された VLAN もしくは RADIUS サーバによって送信された VLAN に移行します。再認
証はディセーブルにすることもできますが、ディセーブルにすると、link down または EAP logoff
イベントを受信しない限り、ポートの認証プロセスを再起動できません。クライアントがハブを
介して接続している場合、再認証機能はイネーブルにしておくことを推奨します。クライアント
の接続をハブから切り離すと、ポートに link down や EAP logoff イベントが送信されない場合があ
ります。
ポートが制限付き VLAN に移行すると、EAP 成功の疑似メッセージがクライアントに送信されま
す。このメッセージによって、繰り返し実行している再認証を停止させることができます。クラ
イアントによっては（Windows XP が稼働しているデバイスなど）、EAP なしで DHCP を実装で
きません。
制限付き VLAN は、すべてのホスト モードでの 802.1x ポート上、およびレイヤ 2 ポート上でサ
ポートされます。
RSPAN VLAN、プライマリ プライベート VLAN、音声 VLAN を除いて、アクティブ VLAN を
802.1x 制限付き VLAN として設定できます。制限付き VLAN 機能は、内部 VLAN（ルーテッド
ポート）またはトランクポートではサポートされていません。アクセスポート上でだけサポート
されます。
ダイナミック ARP インスペクション、DHCP スヌーピング、IP 送信元ガードなどの他のセキュリ
ティ ポート機能は、制限付き VLAN に対して個別に設定できます。

アクセス不能認証バイパスを使用した 802.1x 認証
スイッチが設定された RADIUS サーバに到達できず、新しいホストを認証できない場合、アクセ
ス不能認証バイパス機能を使用します。この機能は、クリティカル認証または AAA 失敗ポリシー
とも呼ばれます。これらのホストをクリティカル ポートに接続するようにスイッチを設定できま
す。
新しいホストがクリティカル ポートに接続しようとすると、そのホストはユーザ指定のアクセス
VLAN、クリティカル VLAN に移動されます。管理者はこれらのホストに制限付き認証を付与し
ます。
スイッチは、クリティカル ポートに接続されているホストを認証しようとする場合、設定されて
いる RADIUS サーバのステータスをチェックします。利用可能なサーバが 1 つあれば、スイッチ
はホストを認証できます。ただし、すべての RADIUS サーバが利用不可能な場合は、スイッチは
ホストへのネットワーク アクセスを許可して、ポートを認証ステートの特別なケースであるクリ
ティカル認証ステートにします。
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（注）

クリティカル認証をインターフェイスで設定する場合は、クリティカル承認（クリティカル
vlan）に使用する vlan をスイッチでアクティブにする必要があります。クリティカル vlan が非
アクティブまたはダウンしていると、クリティカル認証セッションは非アクティブな vlan の
有効化を試行し続け、繰り返し失敗します。これは大量のメモリ保持の原因となる可能性があ
ります。

複数認証ポートのアクセス不能認証バイパスのサポート
ポートが任意のホスト モードで設定されていて、AAA サーバを使用できない場合、ポートはマル
チホスト モードに設定され、クリティカル VLAN に移動されます。マルチ認証（multiauth）ポー
トで、このアクセス不能バイパスをサポートするには、authentication event server dead action
reinitialize vlan vlan-id コマンドを使用します。新しいホストがクリティカル ポートに接続しよう
とすると、そのポートは再初期化され、接続されているすべてのホストがユーザ指定のアクセス
VLAN に移動されます。
このコマンドは、すべてのホスト モードでサポートされます。

アクセス不能認証バイパスの認証結果
アクセス不能認証バイパス機能の動作は、ポートの許可ステートにより異なります。
• クリティカル ポートに接続されているホストが認証しようとする際にポートが無許可ですべ
てのサーバが利用できない場合、スイッチは RADIUS 設定済み VLAN またはユーザ指定の
アクセス VLAN にあるポートをクリティカル認証ステートにします。
• ポートが許可済みで、再認証が行われた場合、スイッチは現在の VLAN（事前に RADIUS
サーバにより割り当てられた）でクリティカル ポートをクリティカル認証ステートにしま
す。
• 認証交換中に RADIUS サーバが利用不可能となった場合、現在の交換はタイム アウトとな
り、スイッチは次の認証試行の間にクリティカル ポートをクリティカル認証ステートとしま
す。
RADIUS サーバが再び使用可能になったときにホストを再初期化し、クリティカル VLAN から移
動するように、クリティカル ポートを設定できます。このように設定した場合、クリティカル認
証ステートのすべてのクリティカル ポートは自動的に再認証されます。

アクセス不能認証バイパス機能の相互作用
アクセス不能認証バイパスは、次の機能と相互に作用します。
• ゲスト VLAN：アクセス不能認証バイパスは、ゲスト VLAN と互換性があります。ゲスト
VLAN が 8021.x ポートでイネーブルの場合、この機能は次のように相互に作用します。
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◦ スイッチが EAP Request/Identity フレームへの応答を受信しないとき、または EAPOL パ
ケットがクライアントによって送信されないときに、少なくとも 1 つの RADIUS サーバ
が使用できれば、スイッチはクライアントにゲスト VLAN を割り当てます。
◦ すべての RADIUS サーバが使用できず、クライアントがクリティカル ポートに接続さ
れている場合、スイッチはクライアントを認証して、クリティカル ポートを RADIUS
認証済み VLAN またはユーザ指定のアクセス VLAN でクリティカル認証ステートにし
ます。
◦ すべての RADIUS サーバが使用できず、クライアントがクリティカル ポートに接続さ
れていない場合、ゲスト VLAN が設定されていても、スイッチはクライアントにゲス
ト VLAN を割り当てられません。
◦ すべての RADIUS サーバが使用できず、クライアントがクリティカル ポートに接続さ
れていて、すでにゲスト VLAN が割り当てられている場合、スイッチはそのポートを
ゲスト VLAN に保持します。
• 制限付き VLAN：ポートがすでに制限付き VLAN で許可されていて RADIUS サーバが使用
できない場合、スイッチはクリティカル ポートを制限付き VLAN でクリティカル認証ステー
トにします。
• 802.1x アカウンティング：RADIUS サーバが使用できない場合、アカウンティングは影響を
受けません。
• プライベート VLAN：プライベート VLAN ホスト ポートにアクセス不能認証バイパスを設
定できます。アクセス VLAN は、セカンダリ VLAN でなければなりません。
• 音声VLAN：アクセス不能認証バイパスは音声 VLAN と互換性がありますが、RADIUS 設定
済み VLAN またはユーザ指定のアクセス VLAN は、音声 VLAN と異なっていなければなり
ません。
• Remote Switched Port Analyzer（RSPAN）：アクセス不能認証バイパスの RADIUS 設定または
ユーザ指定のアクセス VLAN として RSPAN VLAN を指定しないでください。
スイッチ スタックで、次の動作が発生します。
• キープアライブ パケットを送信することによって、スタック マスターにより、RADIUS サー
バのステータスがチェックされます。RADIUS サーバのステータスが変更されると、スタッ
ク マスターからスタック メンバへ、情報が送信されます。クリティカル ポートの再認証時
に、スタック メンバにより、RADIUS サーバのステータスがチェックされます。
• 新しいスタック マスターが選択されると、スイッチ スタックと RADIUS サーバとの間のリ
ンクが変更される可能性があり、新しいスタックにより、キープアライブ パケットがただち
に送信され、RADIUS サーバのステータスがアップデートされます。サーバのステータスが
dead から alive に変化すると、スイッチはクリティカル認証ステートの状態にあるすべての
スイッチ ポートを再認証します。
メンバがスタックに追加されると、スタックマスターからメンバへサーバステータスが送信され
ます。
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（注）

スイッチ スタックは、LAN Base イメージを実行している Catalyst 2960-S スイッチだけでサポー
トされています。

802.1x クリティカル音声 VLAN
ポートに接続されている IP Phone がアクセス コントロール サーバ（ACS）によって認証される
際、電話機は音声ドメインに参加します。ACS が到達不能である場合、スイッチはデバイスが音
声デバイスなのかどうかを判断できません。サーバが使用できない場合、電話機は音声ネットワー
クにアクセスできないため、動作できません。
データ トラフィックの場合、アクセス不能認証バイパス（クリティカル認証）を設定し、サーバ
が使用できない場合にトラフィックがネイティブ VLAN を通過できるようにすることができま
す。RADIUS 認証サーバが使用できず（ダウンしていて）、アクセスできない認証バイパスがイ
ネーブルの場合、スイッチは、クライアントにネットワークのアクセスを許可し、RADIUS 設定
VLAN またはユーザ指定アクセス VLAN でポートをクリティカル認証ステートにします。設定さ
れた RADIUS サーバにスイッチが到達できず、新しいホストを認証できない場合、スイッチはこ
れらのホストをクリティカルポートに接続します。クリティカルポートに接続を試行している新
しいホストは、ユーザ指定のアクセス VLAN（クリティカル VLAN）に移動され、制限付き認証
を許可されます。
authentication event server dead action authorize voice インターフェイス コンフィギュレーション
コマンドを使用して、クリティカル音声 VLAN 機能を設定できます。ACS が応答しない場合、
ポートはクリティカル認証モードになります。ホストからのトラフィックが音声 VLAN でタグ付
けされると、接続デバイス（電話機）は、ポートに対して設定された音声 VLAN に配置されま
す。IP Phone は CDP（シスコ デバイス）や LLDP または DHCP を介して音声 VLAN ID を学習し
ます。
switchport voice vlan vlan-id インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力して、ポー
トの音声 VLAN を設定できます。
この機能は、マルチドメインモードおよびマルチ認証ホストモードでサポートされます。スイッ
チがシングルホストモードまたはマルチホストモードの場合にコマンドを入力できますが、デバ
イスがマルチドメインまたはマルチ認証ホスト モードに変わらない限りコマンドは有効になりま
せん。

802.1x ユーザ ディストリビューション
802.1x ユーザ ディストリビューションを設定すると、複数の異なる VLAN で同じグループ名の
ユーザのロード バランシングを行うことができます。
VLAN は、RADIUS サーバにより提供されるか、VLAN グループ名でスイッチ CLI を介して設定
します。
• RADIUS サーバを設定して、ユーザの複数の VLAN 名を送信します。複数の VLAN 名は、
ユーザへの応答の一部として送信できます。802.1x ユーザ ディストリビューションは、特定
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の VLAN のすべてのユーザを追跡し、許可されたユーザをユーザ数が最も少ない VLAN に
移動することでロード バランシングを行います。
• RADIUS サーバを設定してユーザの VLAN グループ名を送信します。VLAN グループ名は、
ユーザへの応答の一部として送信できます。スイッチ CLI を使用して設定した VLAN グルー
プ名で、選択された VLAN グループ名を検索できます。VLAN グループ名が検出されると、
この VLAN グループ名で対応する VLAN を検索して、ユーザ数が最も少ない VLAN が検出
されます。ロード バランシングは、対応する許可済みユーザをその VLAN に移動すること
で行われます。

（注）

RADIUS サーバは、VLAN-ID、VLAN 名または VLAN グループを任意に組み
合わせて VLAN 情報を送信できます。

802.1x ユーザ ディストリビューションの設定時の注意事項
• 少なくとも 1 つの VLAN が VLAN グループにマッピングされることを確認してください。
• 複数の VLAN を VLAN グループにマッピングできます。
• VLAN を追加または削除することで、VLAN グループを変更できます。
• 既存の VLAN を VLAN グループ名からクリアする場合、VLAN の認証済みポートはクリア
されませんが、既存の VLAN グループからマッピングが削除されます。
• 最後の VLAN を VLAN グループ名からクリアすると、VLAN グループがクリアされます。
• アクティブ VLAN がグループにマッピングされても VLAN グループをクリアできます。VLAN
グループをクリアすると、グループ内で任意の VLAN の認証ステートであるポートまたは
ユーザはクリアされませんが、VLAN の VLAN グループへのマッピングはクリアされます。

音声 VLAN ポートを使用した IEEE 802.1x 認証
音声 VLAN ポートは特殊なアクセス ポートで、次の 2 つの VLAN ID が対応付けられています。
• IP Phone との間で音声トラフィックを伝送する VVID。VVID は、ポートに接続された IP
Phone を設定するために使用されます。
• IP Phone を通じて、スイッチと接続しているワークステーションとの間でデータ トラフィッ
クを伝送する PVID。PVID は、ポートのネイティブ VLAN です。
ポートの許可ステートにかかわらず、IP Phone は音声トラフィックに対して VVID を使用します。
これにより、IP Phone は IEEE 802.1x 認証とは独立して動作できます。
シングル ホスト モードでは、IP Phone だけが音声 VLAN で許可されます。マルチ ホスト モード
では、サプリカントが PVID で認証された後、追加のクライアントがトラフィックを音声 VLAN
上で送信できます。マルチ ホスト モードがイネーブルの場合、サプリカント認証は PVID と VVID
の両方に影響します。
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リンクがあるとき、音声 VLAN ポートはアクティブになり、IP Phone からの最初の CDP メッセー
ジを受け取るとデバイスの MAC アドレスが表示されます。Cisco IP Phone は、他のデバイスから
受け取った CDP メッセージをリレーしません。その結果、複数の IP Phone が直列に接続されてい
る場合、スイッチは直接接続されている 1 台の IP Phone のみを認識します。音声 VLAN ポートで
IEEE 802.1x 認証がイネーブルの場合、スイッチは 2 ホップ以上離れた認識されない IP Phone から
のパケットをドロップします。
IEEE 802.1x 認証をスイッチ ポート上でイネーブルにすると、音声 VLAN でもあるアクセス ポー
ト VLAN を設定できます。
IP 電話がシングル ホスト モードで 802.1x 対応のスイッチ ポートに接続されている場合、スイッ
チは認証を行わずに電話ネットワーク アクセスを承認します。ポートで Multidomain Authentication
（MDA）を使用して、データ デバイスと IP フォンなどの音声デバイスの両方を認証することを
推奨します。

（注）

音声 VLAN が設定され、Cisco IP Phone が接続されているアクセス ポートで IEEE 802.1x 認証
をイネーブルにした場合、Cisco IP Phone のスイッチへの接続が最大 30 秒間失われます。

ポート セキュリティを使用した IEEE 802.1x 認証
通常、IEEE 802.1x がイネーブルの場合に、ポート セキュリティをイネーブルにすることは推奨さ
れません。IEEE 802.1x ではポート単位（IP テレフォニーに MDA が設定されている場合は VLAN
単位）で単一の MAC アドレスが適用されるため、ポート セキュリティは冗長であり、場合によっ
ては期待される IEEE 802.1x の動作と干渉することがあります。

WoL 機能を使用した IEEE 802.1x 認証
IEEE 802.1x 認証の Wake-on-LAN（WoL）機能を使用すると、スイッチにマジック パケットと呼
ばれる特定のイーサネット フレームを受信させて、休止状態の PC を起動させることができます。
この機能は、管理者が休止状態のシステムへ接続しなければならない場合に役立ちます。
WoL を使用するホストが IEEE 802.1x ポートを通じて接続され、ホストの電源がオフになると、
IEEE 802.1x ポートは無許可になります。無許可になったポートは EAPOL パケットしか送受信で
きないため、WoL マジック パケットはホストに届きません。さらに PC が休止状態になると、PC
が認証されなくなるため、スイッチ ポートは閉じたままになります。
スイッチが WoL 機能を有効にした IEEE 802.1x 認証を使用している場合、スイッチはマジック パ
ケットを含むトラフィックを無許可の IEEE 802.1x ポートに転送します。ポートが無許可の間、ス
イッチは EAPOL パケット以外の入力トラフィックをブロックし続けます。ホストはパケットを
受信できますが、パケットをネットワーク内にある他のデバイスに送信できません。

（注）

PortFast がポートでイネーブルになっていないと、そのポートは強制的に双方向ステートにな
ります。
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authentication control-direction in インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して
ポートを単一方向に設定すると、そのポートはスパニングツリーフォワーディングステートに変
わります。ポートは、ホストにパケットを送信できますが、受信はできません。
authentication control-direction both インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用し
てポートを双方向に設定すると、そのポートのアクセスが双方向で制御されます。ポートは、ホ
ストとの間でパケットを送受信しません。

MAC 認証バイパスを使用した IEEE 802.1x 認証
MAC 認証バイパス機能を使用し、クライアント MAC アドレスに基づいてクライアントを許可す
るようにスイッチを設定できます。たとえば、プリンタなどのデバイスに接続された IEEE 802.1x
ポートでこの機能をイネーブルにできます。
クライアントからの EAPOL 応答の待機中に IEEE 802.1x 認証がタイムアウトした場合、スイッチ
は MAC 認証バイパスを使用してクライアントを許可しようとします。
MAC 認証バイパス機能が IEEE 802.1x ポートでイネーブルの場合、スイッチはクライアント ID
として MAC アドレスを使用します。認証サーバには、ネットワーク アクセスを許可されたクラ
イアント MAC アドレスのデータベースがあります。スイッチは、IEEE 802.1x ポート上のクライ
アントを検出した後で、クライアントからのイーサネット パケットを待機します。スイッチは、
MAC アドレスに基づいたユーザ名およびパスワードを持つ RADIUS-access/request フレームを認
証サーバに送信します。認証に成功すると、スイッチはクライアントにネットワークへのアクセ
スを許可します。許可が失敗した場合、ゲスト VLAN が設定されていれば、スイッチはポートを
ゲスト VLAN に割り当てます。このプロセスは、ほとんどのクライアント デバイスで動作しま
す。ただし、代替の MAC アドレス形式を使用しているクライアントでは動作しません。標準の
形式とは異なる MAC アドレスを持つクライアントに対して MAB 認証をどのように実行するか
や、RADIUS の設定のどこでユーザ名とパスワードが異なることが要求されるかを設定できます。
リンクのライフタイム中に EAPOL パケットがインターフェイス上で検出された場合、スイッチ
は、そのインターフェイスに接続されているデバイスが 802.1x 対応サプリカントであることを確
認し、（MAC 認証バイパス機能ではなく）802.1x 認証を使用してインターフェイスを認証しま
す。インターフェイスのリンク ステータスがダウンした場合、EAPOL 履歴はクリアされます。
スイッチがすでに MAC 認証バイパスを使用してポートを許可し、IEEE 802.1x サプリカントを検
出している場合、スイッチはポートに接続されているクライアントを許可します。再認証が発生
するときに、Termination-Action RADIUS 属性値が DEFAULT であるために前のセッションが終了
した場合、スイッチはポートに設定されている認証または再認証手法を使用します。
MAC 認証バイパスで認証されたクライアントは再認証できます。再認証プロセスは、IEEE 802.1x
を使用して認証されたクライアントに対するプロセスと同じです。再認証中は、ポートは前に割
り当てられた VLAN のままです。再認証に成功すると、スイッチはポートを同じ VLAN に保持し
ます。再認証に失敗した場合、ゲスト VLAN が設定されていれば、スイッチはポートをゲスト
VLAN に割り当てます。
再認証が Session-Timeout RADIUS 属性（Attribute[27]）、および Termination-Action RADIUS 属性
（Attribute[29]）に基づいて行われるときに、Termination-Action RADIUS 属性（Attribute[29]）の
アクションが Initialize（属性値は DEFAULT）である場合、MAC 認証バイパス セッションは終了
し、再認証の間の接続は失われます。MAC 認証バイパス機能が IEEE 802.1x 認証がタイムアウト
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した場合、スイッチは MAC 認証バイパス機能を使用して再認証を開始します。これらの AV ペ
アの詳細については、RFC 3580『IEEE 802.1X Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS)
Usage Guidelines』を参照してください。
MAC 認証バイパスは、次の機能と相互に作用します。
• IEEE 802.1x 認証：802.1x 認証がポートでイネーブルの場合にのみ MAC 認証バイパスをイ
ネーブルにできます。
• ゲスト VLAN：クライアントの MAC アドレス ID が無効な場合、ゲスト VLAN が設定され
ていれば、スイッチは VLAN にクライアントを割り当てます。
• 制限付き VLAN：IEEE 802.1x ポートに接続されているクライアントが MAC 認証バイパスで
認証されている場合には、この機能はサポートされません。
• ポート セキュリティ
• 音声 VLAN
• プライベート VLAN：クライアントをプライベート VLAN に割り当てられます。
• Network Edge Access Topology（NEAT）：MAB と NEAT は相互に排他的です。インターフェ
イス上で NEAT が有効の場合は、MAB を有効にすることはできません。また、インターフェ
イス上で MAB が有効の場合は、NEAT を有効にすることはできません。
Cisco IOS Release 12.2(55)SE 以降では、冗長 MAB システム メッセージのフィルタリングをサポー
トします。

Network Admission Control レイヤ 2 IEEE 802.1x 検証
スイッチは、デバイスのネットワークアクセスを許可する前にエンドポイントシステムやクライ
アントのウイルス対策の状態またはポスチャを調べる Network Admission Control（NAC）レイヤ
2 IEEE 802.1x 検証をサポートしています。NAC レイヤ 2 IEEE 802.1x 検証を使用すると、以下の
作業を実行できます。
• Session-Timeout RADIUS 属性（属性 [27]）と Termination-Action RADIUS 属性（属性 [29]）を
認証サーバからダウンロードします。
• Session-Timeout RADIUS 属性（属性 [27]）の値として再認証試行間の秒数を指定し、RADIUS
サーバからクライアントのアクセス ポリシーを取得します。
• スイッチが Termination-Action RADIUS 属性（属性[29]）を使用してクライアントを再認証す
る際のアクションを設定します。値が DEFAULT であるか、値が設定されていない場合、セッ
ションは終了します。値が RADIUS 要求の場合、再認証プロセスが開始します。
• VLAN の番号や名前、または VLAN グループ名のリストを Tunnel Group Private ID（属性
[81]）の値として設定し、VLAN の番号や名前、または VLAN グループ名のプリファレンス
を Tunnel Preference（属性 [83]）の値として設定します。Tunnel Preference を設定しない場
合、最初の Tunnel Group Private ID（属性 [81]）属性がリストから選択されます。
• show authentication 特権 EXEC コマンドを使用して、クライアントのポスチャを表示する
NAC ポスチャ トークンを表示します。
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• ゲスト VLAN としてセカンダリ プライベート VLAN を設定します。
NAC レイヤ 2 IEEE 802.1x 検証の設定は、RADIUS サーバにポスチャ トークンを設定する必要が
あることを除いて、IEEE 802.1x ポートベース認証と似ています。

柔軟な認証の順序設定
柔軟な認証の順序設定を使用して、ポートが新しいホストを認証するときに使用する方法の順序
を設定できます。The IEEE 802.1X の柔軟な認証機能では、以下の 3 つの認証方法をサポートして
います。
• dot1X：IEEE 802.1X 認証はレイヤ 2 の認証方式です。
• mab：MAC 認証バイパスはレイヤ 2 の認証方式です。
• webauth：Web 認証はレイヤ 3 の認証方式です。
この機能を使用すると、各ポートでどの認証方式を使用するかを制御できます。また、そのポー
トの方式についてフェールオーバー順も制御できます。たとえば、MAC認証バイパスおよび802.1x
は、プライマリまたはセカンダリ認証方法として使用し、Web認証は、これらの認証のいずれか、
または両方が失敗した場合のフォールバック方法として使用できます。
The IEEE 802.1X の柔軟な認証機能では、以下のホスト モードをサポートしています。
• multi-auth：マルチ認証では、音声 VLAN に 1 つの認証、データ VLAN に複数の認証を使用
できます。
• multi-domain：マルチドメイン認証では、音声 VLAN に 1 つ、データ VLAN に 1 つ、計 2 つ
の認証を使用できます。
関連トピック
柔軟な認証順序の設定, （1863 ページ）

Open1x 認証
Open1x 認証によって、デバイスが認証される前に、そのデバイスがポートにアクセスできるよう
になります。オープン認証が設定されている場合、新しいホストはポートに定義されているアク
セス コントロール リスト（ACL）に基づいてトラフィックを渡します。ホストが認証されると、
RADIUS サーバに設定されているポリシーがそのホストに適用されます。
オープン認証を次の状況で設定できます。
• シングル ホスト モードでのオープン認証：1 人のユーザだけが認証の前後にネットワークに
アクセスできます。
• MDA モードでのオープン認証：音声ドメインの 1 人のユーザだけ、およびデータ ドメイン
の 1 人のユーザだけが許可されます。
• マルチ ホスト モードでのオープン認証：任意のホストがネットワークにアクセスできます。
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• 複数認証モードでのオープン認証：MDA の場合と似ていますが、複数のホストを認証でき
ます。

（注）

オープン認証が設定されている場合は、他の認証制御よりも優先されます。
これは、authentication open インターフェイス コンフィギュレーション コマ
ンドを使用した場合、authentication port-control インターフェイス コンフィ
ギュレーション コマンドに関係なく、ポートがホストにアクセス権を付与す
ることを意味します。

関連トピック
Open1x の設定, （1865 ページ）

マルチドメイン認証
スイッチはマルチドメイン認証（MDA）をサポートしています。これにより、データ装置と IP
Phone などの音声装置（シスコ製品またはシスコ以外の製品）の両方を同じスイッチ ポート上で
認証できます。ポートはデータ ドメインと音声ドメインに分割されます。

（注）

すべてのホスト モードで、ポートベース認証が設定されている場合、ライン プロトコルは許
可の前にアップのままです。
MDA では、デバイス認証の順序が指定されません。ただし、最適な結果を得るには、MDA 対応
のポート上のデータ デバイスよりも前に音声デバイスを認証することを推奨します。
MDA を設定するときには、次の注意事項に従ってください。
• MDA のスイッチ ポートを設定する必要があります。
• ホスト モードがマルチドメインに設定されている場合、IP Phone の音声 VLAN を設定する必
要があります。
• MDA 対応ポートでの音声 VLAN 割り当ては、Cisco IOS Release 12.2(40)SE 以降でサポートさ
れています。
• 音声デバイスを認可するには、値を device-traffic-class=voice に設定した Cisco 属性値（AV）
ペア属性を送信するように AAA サーバを設定する必要があります。この値を使用しない場
合、音声デバイスはデータ デバイスとして扱われます。
• ゲスト VLAN および制限付き VLAN 機能は、MDA 対応のポートのデータ デバイスだけに適
用されます。許可に失敗した音声デバイスは、データ デバイスとして扱われます。
• 複数のデバイスでポートの音声またはデータ ドメインの許可を行おうとすると、errordisable
になります。
• デバイスが許可されるまで、ポートはそのトラフィックをドロップします。他社製 IP Phone
または音声デバイスはデータおよび音声 VLAN の両方に許可されます。データ VLAN では、
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音声デバイスを DHCP サーバに接続して IP アドレスおよび音声 VLAN 情報を取得すること
ができます。音声デバイスが 音声 VLAN で送信を開始すると、データ VLAN へのアクセス
はブロックされます。
• データ VLAN とバインドしている音声デバイス MAC アドレスは、ポート セキュリティ MAC
アドレス制限にカウントされません。
• MDA では、IEEE 802.1x 認証をサポートしていないデバイスへのスイッチ ポートの接続を許
可するフォールバック メカニズムとして、MAC 認証バイパスを使用できます。
• データまたは音声デバイスがポートで検出されると、認証に成功するまでその MAC アドレ
スがブロックされます。許可に失敗した場合、MAC アドレスが 5 分間ブロックされたまま
になります。
• ポートが未認証中に 6 つ以上のデバイスがデータ VLAN で検出された場合や、複数の音声デ
バイスが音声 VLAN で検出された場合、ポートは errdisable になります。
• ポートのホスト モードをシングルホスト モードまたはマルチホスト モードからマルチドメ
イン モードに変更すると、ポートでは許可されたデータ デバイスは許可されたままになり
ます。ただし、ポートの音声 VLAN で許可されている Cisco IP Phone は自動的に削除される
ので、そのポートでは再認証を行う必要があります。
• ゲスト VLAN や制限付き VLAN などのアクティブ フォールバック メカニズムは、ポートを
シングル モードまたはマルチホスト モードからマルチドメイン モードに変更したあとでも
設定されたままになります。
• ポートのホスト モードをマルチドメイン モードからシングル モードまたはマルチホスト
モードに変更すると、許可されているすべてのデバイスがポートから削除されます。
• まずデータ ドメインを許可してゲスト VLAN に参加させる場合、IEEE 802.1x 非対応の音声
デバイスは、音声 VLAN のパケットをタグ付けして、認証を開始する必要があります。
• MDA 対応ポートでは、ユーザ単位 ACL を推奨しません。ユーザ単位 ACL ポリシーを備え
た、許可されたデバイスは、ポートの音声 VLAN とデータ VLAN の両方のトラフィックに
影響を与えることがあります。このようなデバイスを使用する場合は、ポートでユーザ単位
ACL を適用するデバイスは 1 台だけにしてください。

ユーザのログイン制限
ログイン制限機能では、ネットワーク管理者が、ユーザによるネットワークへのログイン試行を
制限することができます。ユーザによるネットワークへのログインの試行が、設定可能な時間制
限内かつ設定可能な回数以内に成功しなかった場合、ユーザをブロックできます。この機能は、
ローカルユーザに対してだけ有効であり、リモートユーザは利用できません。この機能を有効に
するには、グローバル コンフィギュレーション モードで aaa authentication rejected コマンドを設
定する必要があります。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
1810

OL-30686-01-J

802.1x ポートベース認証について

Network Edge Access Topology（NEAT）を使用した 802.1x サプリカントおよびオーセ
ンティケータ
Network Edge Access Topology（NEAT）機能は、ワイヤリング クローゼット（会議室など）外の
領域まで識別を拡張します。これにより、任意のタイプのデバイスをポートで認証できます。
• 802.1x スイッチ サプリカント：802.1x サプリカント機能を使用することで、別のスイッチの
サプリカントとして機能するようにスイッチを設定できます。この設定は、たとえば、ス
イッチがワイヤリング クローゼット外にあり、トランク ポートを介してアップストリーム
スイッチに接続される場合に役に立ちます。802.1x スイッチ サプリカント機能を使用して設
定されたスイッチは、セキュアな接続のためにアップストリーム スイッチで認証します。サ
プリカント スイッチが認証に成功すると、オーセンティケータ スイッチでポート モードが
アクセスからトランクに変更されます。サプリカント スイッチでは、CISP を有効にすると
きに手動でトランクを設定する必要があります。
• アクセス VLAN は、オーセンティケータ スイッチで設定されている場合、認証が成功した
後にトランク ポートのネイティブ VLAN になります。
デフォルトでは、BPDU ガードがイネーブルにされたオーセンティケータ スイッチにサプリカン
トのスイッチを接続する場合、オーセンティケータのポートはサプリカント スイッチが認証する
前にスパニングツリー プロトコル（STP）のブリッジ プロトコル データ ユニット（BPDU）を受
信した場合、errdisable 状態になる可能性があります。Cisco IOS Release 15.0(1) SE 以降では、認証
中にサプリカントのポートから送信されるトラフィックを制御できます。dot1x supplicant controlled
transient グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力すると、認証が完了する前にオーセ
ンティケータ ポートがシャットダウンすることがないように、認証中に一時的にサプリカントの
ポートをブロックします。認証に失敗すると、サプリカントのポートが開きます。no dot1x
supplicant controlled transient グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力すると、認証
期間中にサプリカント ポートが開きます。これはデフォルトの動作です。
BPDU ガードが spanning-tree bpduguard enable インターフェイス コンフィギュレーション コマ
ンドによりオーセンティケータのスイッチ ポートでイネーブルになっている場合、サプリカント
スイッチで dot1x supplicant controlled transient コマンドを使用することを強く推奨します。

（注）

spanning-tree portfast bpduguard default グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用
して、グローバルにオーセンティケータ スイッチで BPDU ガードをイネーブルにした場合、
dot1x supplicant controlled transient コマンドを入力すると、BPDU の違反が避けられなくなり
ます。
1 つ以上のサプリカント スイッチに接続するオーセンティケータ スイッチ インターフェイスで
MDA または multiauth モードをイネーブルにできます。マルチホスト モードはオーセンティケー
タ スイッチ インターフェイスではサポートされていません。
インターフェイスで有効になっているシングルホストモードでオーセンティケータスイッチをリ
ブートすると、インターフェイスが認証前に err-disabled 状態に移行する場合があります。err-disabled
状態から回復するには、オーセンティケータ ポートをフラップしてインターフェイスを再度アク
ティブにし、認証を開始します。
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すべてのホスト モードで機能するように dot1x supplicant force-multicast グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを Network Edge Access Topology（NEAT）のサプリカント スイッチで使用し
ます。
• ホスト許可：許可済み（サプリカントでスイッチに接続する）ホストからのトラフィックだ
けがネットワークで許可されます。これらのスイッチは、Client Information Signalling Protocol
（CISP）を使用して、サプリカント スイッチに接続する MAC アドレスをオーセンティケー
タ スイッチに送信します。
• 自動イネーブル化：オーセンティケータ スイッチでのトランク コンフィギュレーションを
自動的にイネーブル化します。これにより、サプリカントスイッチから着信する複数のVLAN
のユーザ トラフィックが許可されます。ACS で cisco-av-pair を device-traffic-class=switch と
して設定します（この設定は group または user 設定で行うことができます）。
図 93：CISP を使用したオーセンティケータまたはサプリカント スイッチ

（注）

1

ワークステーション（クライ 2
アント）

サプリカント スイッチ
（ワイヤリング クロー
ゼット外）

3

オーセンティケータ スイッチ 4

Access Control Server
（ACS）

5

トランク ポート

switchport nonegotiate コマンドは、NEAT を使用したサプリカントおよびオーセンティケータ
スイッチではサポートされません。このコマンドは、トポロジのサプリカント側で設定しない
でください。オーセンティケータ サーバ側で設定した場合は、内部マクロによってポートか
らこのコマンドが自動的に削除されます。
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音声認識 802.1x セキュリティ
（注）

音声認識 IEEE 802.1x 認証を使用するには、スイッチが LAN Base イメージを実行している必
要があります。
音声認識 802.1x セキュリティ機能を使用して、セキュリティ違反が発生した場合にデータまたは
音声 VLAN に関係なく VLAN だけをディセーブルにするようにスイッチを設定します。以前のリ
リースでは、セキュリティ違反の原因であるデータ クライアントを認証しようとすると、ポート
全体がシャットダウンし、接続が完全に切断されます。
この機能は、PC が IP Phone に接続されている IP Phone 環境で使用できます。データ VLAN でセ
キュリティ違反が検出されると、データ VLAN だけがシャットダウンされます。音声 VLAN のト
ラフィックは中断することなくスイッチで送受信されます。
関連トピック
音声認識 802.1x セキュリティの設定, （1820 ページ）

コモン セッション ID
認証マネージャは、使用された認証方式が何であれ、クライアントの単一のセッション ID（共通
セッション ID）を使用します。この ID は、表示コマンドや MIB などのすべてのレポートに使用
されます。セッション ID は、セッション単位のすべての Syslog メッセージに表示されます。
セッション ID には、次の情報が含まれます。
• ネットワーク アクセス デバイス（NAD）の IP アドレス
• 一意の 32 ビット整数（機械的に増加します）
• セッション開始タイム スタンプ（32 ビット整数）
次に、show authentication コマンドの出力に表示されたセッション ID の例を示します。この例で
は、セッション ID は 160000050000000B288508E5 です。
Device# show authentication sessions
Interface MAC Address
Method
Domain
Fa4/0/4
0000.0000.0203 mab
DATA

Status
Authz Success

Session ID
160000050000000B288508E5

次に、Syslog 出力にセッション ID が表示される例を示します。この例でも、セッション ID は
160000050000000B288508E5 です。
1w0d: %AUTHMGR-5-START: Starting 'mab' for client (0000.0000.0203) on Interface Fa4/0/4
AuditSessionID 160000050000000B288508E5
1w0d: %MAB-5-SUCCESS: Authentication successful for client (0000.0000.0203) on Interface
Fa4/0/4 AuditSessionID 160000050000000B288508E5
1w0d: %AUTHMGR-7-RESULT: Authentication result 'success' from 'mab' for client
(0000.0000.0203) on Interface Fa4/0/4 AuditSessionID 160000050000000B288508E5

セッション ID は、NAD、AAA サーバ、その他のレポート分析アプリケーションでクライアント
を識別するために使用されます。ID は自動的に表示されます。設定は必要ありません。
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802.1x 認証のデフォルト設定
表 138：802.1x 認証のデフォルト設定

機能

デフォルト設定

スイッチの 802.1x イネーブル ステート ディセーブル
ポート単位の 802.1x イネーブル ステー ディセーブル（force-authorized）
ト
ポートはクライアントとの 802.1x ベース認証を行わず
に、通常のトラフィックを送受信します。
ディセーブル

AAA
RADIUS サーバ

• 指定なし

• IP アドレス

• 1645

• UDP 認証ポート

• 1646

• デフォルトのアカウンティング

• 指定なし

ポート
• Key
ホスト モード

シングル ホスト モード

制御方向

双方向制御

定期的な再認証

ディセーブル

再認証の間隔（秒）

3600 秒

再認証回数

2 回（ポートが無許可ステートに変わる前に、スイッチ
が認証プロセスを再開する回数）

待機時間

60 秒（スイッチがクライアントとの認証情報の交換に
失敗した後、待機状態を続ける秒数）

再送信時間

30 秒（スイッチが EAP-Request/Identity フレームに対す
るクライアントからの応答を待ち、要求を再送信する
までの秒数）
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機能

デフォルト設定

最大再送信回数

2 回（スイッチが認証プロセスを再開する前に、
EAP-Request/Identity フレームを送信する回数）

クライアント タイムアウト時間

30 秒（認証サーバからの要求をクライアントにリレー
するとき、スイッチが返答を待ち、クライアントに要
求を再送信するまでの時間）

認証サーバ タイムアウト時間

30 秒（クライアントからの応答を認証サーバにリレー
するとき、スイッチが応答を待ち、応答をサーバに再
送信するまでの時間）
dot1x timeout server-timeout インターフェイス コンフィ
ギュレーション コマンドを使用して、このタイムアウ
ト時間を変更できます。

無活動タイムアウト

ディセーブル

ゲスト VLAN

指定なし

アクセス不能認証バイパス

ディセーブル

制限付き VLAN

指定なし

オーセンティケータ（スイッチ）モー
ド

指定なし

MAC 認証バイパス

ディセーブル

音声認識セキュリティ

ディセーブル

802.1x 認証設定時の注意事項
802.1X 認証
802.1x 認証を設定する場合の注意事項は、次のとおりです。
• 802.1x 認証をイネーブルにすると、他のレイヤ 2 またはレイヤ 3 機能がイネーブルになる前
に、ポートが認証されます。
• 802.1x 対応ポートが割り当てられている VLAN が変更された場合、この変更は透過的でス
イッチには影響しません。たとえば、ポートが RADIUS サーバに割り当ててられた VLAN
に割り当てられ、再認証後に別の VLAN に割り当てられた場合に、この変更が発生します。
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802.1x ポートが割り当てられている VLAN がシャットダウン、ディセーブル、または削除さ
れる場合、ポートは無許可になります。たとえば、ポートが割り当てられたアクセス VLAN
がシャットダウンまたは削除された後、ポートは無許可になります。
• 802.1x プロトコルは、レイヤ 2 スタティックアクセス ポート、音声 VLAN ポート、および
レイヤ 3 ルーテッド ポートでサポートされますが、次のポート タイプではサポートされま
せん。
◦ ダイナミック ポート：ダイナミック モードのポートは、ネイバーとトランク ポートへ
の変更をネゴシエートする場合があります。ダイナミック ポートで 802.1x 認証をイネー
ブルにしようとすると、エラー メッセージが表示され、802.1x 認証はイネーブルになり
ません。802.1x 対応ポートのモードをダイナミックに変更しようとしても、エラー メッ
セージが表示され、ポート モードは変更されません。
◦ EtherChannel ポート：アクティブまたはアクティブでない EtherChannel メンバを 802.1x
ポートとして設定しないでください。EtherChannel ポートで 802.1x 認証をイネーブルに
しようとすると、エラー メッセージが表示され、802.1x 認証はイネーブルになりませ
ん。
◦ スイッチド ポート アナライザ（SPAN）およびリモート SPAN（RSPAN）宛先ポート：
SPAN または RSPAN 宛先ポートであるポートの 802.1x 認証をイネーブルにすることが
できます。ただし、ポートを SPAN または RSPAN 宛先ポートとして削除するまでは、
802.1x 認証はディセーブルになります。SPAN または RSPAN 送信元ポートでは 802.1x
認証をイネーブルにすることができます。
• スイッチ上で、dot1x system-auth-control グローバル コンフィギュレーション コマンドを入
力して 802.1x 認証をグローバルにイネーブルにする前に、802.1x 認証と EtherChannel が設定
されているインターフェイスから、EtherChannel の設定を削除してください。
• Cisco IOS Release 12.2(55)SE 以降のリリースでは、802.1x 認証に関連するシステム メッセー
ジのフィルタリングがサポートされています。

VLAN 割り当て、ゲスト VLAN、制限付き VLAN、アクセス不能認証バイパス
VLAN 割り当て、ゲスト VLAN、制限付き VLAN、およびアクセス不能認証バイパス設定時の注
意事項は、次のとおりです。
• 802.1x 認証をポート上でイネーブルにすると、音声 VLAN の機能を持つポート VLAN は設
定できません。
• トランク ポート、ダイナミック ポート、または VMPS によるダイナミック アクセス ポート
割り当ての場合、VLAN 割り当て機能を使用した 802.1x 認証はサポートされません。
• RSPAN VLAN または音声 VLAN を除くあらゆる VLAN を、802.1x ゲスト VLAN として設定
できます。ゲスト VLAN 機能は、内部 VLAN（ルーテッド ポート）またはトランク ポート
ではサポートされていません。アクセス ポート上でだけサポートされます。
• DHCP クライアントが接続されている 802.1x ポートのゲスト VLAN を設定した後、DHCP
サーバからホスト IP アドレスを取得する必要があります。クライアント上の DHCP プロセ
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スが時間切れとなり DHCP サーバからホスト IP アドレスを取得しようとする前に、スイッ
チ上の 802.1x 認証プロセスを再起動する設定を変更できます。802.1x 認証プロセスの設定を
軽減します（authentication timer inactivity および authentication timer reauthentication イン
ターフェイス コンフィギュレーション コマンド）。設定の減少量は、接続された 802.1x ク
ライアントのタイプによって異なります。
• アクセス不能認証バイパス機能を設定する際には、次の注意事項に従ってください。
◦ この機能はシングル ホスト モードおよびマルチホスト モードの 802.1x ポートでサポー
トされます。
◦ Windows XP を稼働しているクライアントに接続されたポートがクリティカル認証ステー
トの場合、Windows XP はインターフェイスが認証されないと報告する場合があります。
◦ Windows XP クライアントで DHCP が設定され、DHCP サーバからの IP アドレスがある
場合、クリティカル ポートで EAP 認証成功メッセージを受信しても DHCP 設定プロセ
スを再初期化しません。
◦ アクセス不能認証バイパス機能および制限 VLAN を 802.1x ポート上に設定できます。
スイッチが制限付き VLAN 内でクリティカル ポートを再認証しようとし、すべての
RADIUS サーバが利用不可能な場合、スイッチはポート ステートをクリティカル認証ス
テートに変更し、制限付き VLAN に残ります。
◦ CTS リンクがクリティカル認証モードである場合にマスターがリロードすると、SGT を
デバイスに設定したポリシーは新しいマスターでは使用できません。これは、内部バイ
ンドが 3750-X スイッチ スタックのスタンバイ スイッチと同期しないためです。
• RSPAN VLAN または音声 VLAN を除くあらゆる VLAN を、802.1x 制限付き VLAN として設
定できます。制限付き VLAN 機能は、内部 VLAN（ルーテッド ポート）またはトランク ポー
トではサポートされていません。アクセス ポート上でだけサポートされます。
• ワイヤレス ゲスト クライアントが固定クライアント VLAN の代わりに外部クライアント
VLAN から IP を取得する際には、クライアントに新しい DHCP 要求を発行するために、
WLAN 設定で ip dhcp required コマンドを使用する必要があります。これは、クライアント
がアンカーで正しくない IP を取得することを防止します。
• Cisco WLC（外部の）のリロード後に、有線ゲスト クライアントが IP アドレスの取得に失敗
した場合は、クライアントによって使用されているポートで shut/no shut を実行して再接続し
ます。

MAC 認証バイパス
MAC 認証バイパス設定時の注意事項は次のとおりです。
• 特に明記していないかぎり、MAC 認証バイパスの注意事項は 802.1x 認証のものと同じです。
• ポートが MAC アドレスで許可された後に、ポートから MAC 認証バイパスをディセーブル
にしても、ポート ステートに影響はありません。
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• ポートが未許可ステートであり、クライアント MAC アドレスが認証サーバ データベースに
ない場合、ポートは未許可ステートのままです。ただし、クライアント MAC アドレスがデー
タベースに追加されると、スイッチは MAC 認証バイパス機能を使用してポートを再認証で
きます。
• ポートが認証ステートにない場合、再認証が行われるまでポートはこのステートを維持しま
す。
• MAC 認証バイパスにより接続されているが、非アクティブなホストのタイムアウト時間を
設定できます。指定できる範囲は 1 ～ 65535 秒です。

ポートあたりのデバイスの最大数
802.1x 対応のポートに接続できるデバイスの最大数です。
• シングル ホスト モードの場合、アクセス VLAN で接続できるデバイスは 1 台だけです。ポー
トが音声 VLAN でも設定されている場合、音声 VLAN を介して送受信できる Cisco IP Phone
の数には制限はありません。
• マルチドメイン認証（MDA）モードの場合、アクセス VLAN で 1 台のデバイス、音声 VLAN
で 1 台の IP Phone が許可されます。
• マルチホスト モードでは、1 つの 802.1x サプリカントだけがポートで許可されますが、非
802.1x ホストは数に制限なく、アクセス VLAN で許可されます。音声 VLAN で許可される
デバイスの数には制限はありません。

802.1x 準備状態チェックの設定
802.1x 準備状態チェックは、すべてのスイッチ ポートの 802.1x アクティビティをモニタリング
し、802.1x をサポートするポートに接続されているデバイスの情報を表示します。この機能を使
用して、スイッチ ポートに接続されているデバイスが 802.1x に対応できるかどうかを判別できま
す。
802.1x 準備状態チェックは、802.1x で設定できるすべてのポートで使用できます。準備状態チェッ
クは、dot1x force-unauthorized として設定されるポートでは使用できません。
802.1x 準備状態チェックをスイッチでイネーブルにする場合には、次の手順に従ってください。

はじめる前に
準備状態チェックをスイッチでイネーブルにする場合、次の注意事項に従ってください。
• 準備状態チェックは通常、802.1x がスイッチでイネーブルにされる前に使用されます。
• インターフェイスを指定せずに dot1x test eapol-capable 特権 EXEC コマンドを使用すると、
スイッチ スタックのすべてのポートがテストされます。
• dot1x test eapol-capable コマンドを 802.1x 対応のポートで設定し、リンクがアップになると、
ポートは、802.1x に対応するかどうか、接続クライアントでクエリーを実行します。クライ
アントが通知パケットに応答すると、802.1x 対応です。クライアントがタイムアウト時間内
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に応答すると Syslog メッセージが生成されます。クライアントがクエリーに応答しない場
合、クライアントは 802.1x 対応ではありません。Syslog メッセージは生成されません。
• dot1x test eapol-capable コマンドを 802.1x 対応のポートで設定し、リンクがアップになると、
ポートは、802.1x に対応するかどうか、接続クライアントでクエリーを実行します。クライ
アントが通知パケットに応答すると、802.1x 対応です。クライアントがタイムアウト時間内
に応答すると Syslog メッセージが生成されます。クライアントがクエリーに応答しない場
合、クライアントは 802.1x 対応ではありません。Syslog メッセージは生成されません。
• 準備状態チェックは、複数のホスト（たとえば、IP Phone に接続される PC）を扱うポートに
送信できます。Syslog メッセージは、タイマー時間内に準備状態チェックに応答する各クラ
イアントに生成されます。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パ
スワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

dot1x test eapol-capable [interface
interface-id]

スイッチ上で 802.1x 準備状態チェックをイ
ネーブルにします。

例：

（任意）interface-id では、IEEE 802.1x の準備
状態をチェックするポートを指定します。

Device# dot1x test eapol-capable
interface gigabitethernet1/0/13
DOT1X_PORT_EAPOL_CAPABLE:DOT1X: （注）
MAC 00-01-02-4b-f1-a3 on
gigabitethernet1/0/13 is EAPOL
capable

オプションの interface キーワード
を省略した場合、スイッチのすべ
てのインターフェイスがテストさ
れます。

ステップ 4

dot1x test timeout timeout

（任意）EAPOL 応答の待機に使用するタイ
ムアウトを設定します。範囲は 1 ～ 65535 秒
です。デフォルトは 10 秒です。

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 7

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

関連トピック
802.1x 準備状態チェック, （1791 ページ）

音声認識 802.1x セキュリティの設定
（注）

音声認識 IEEE 802.1x 認証を使用するには、スイッチが LAN Base イメージを実行している必
要があります。
音声認識 802.1x セキュリティ機能をスイッチで使用して、セキュリティ違反が発生した場合に
データまたは音声 VLAN に関係なく VLAN だけをディセーブルにします。この機能は、PC が IP
Phone に接続されている IP Phone 環境で使用できます。データ VLAN でセキュリティ違反が検出
されると、データ VLAN だけがシャットダウンされます。音声 VLAN のトラフィックは中断する
ことなくスイッチで送受信されます。
スイッチで音声認識 802.1x 音声セキュリティを設定する場合、次の注意事項に従ってください。
• errdisable detect cause security-violation shutdown vlan グローバル コンフィギュレーション
コマンドを入力して、音声認識 802.1x セキュリティをイネーブルにします。音声認識 802.1x
セキュリティをディセーブルにするには、このコマンドの no バージョンを入力します。こ
のコマンドは、スイッチの 802.1x 設定ポートのすべてに適用されます。

（注）

shutdown vlan キーワードを指定しない場合、error-disabled ステートになった
ときにポート全体がシャットダウンされます。

• errdisable recovery cause security-violation グローバル コンフィギュレーション コマンドを使
用して、error-disabled リカバリを設定すると、ポートは自動的に再びイネーブルにされます。
error-disabled リカバリがポートで設定されていない場合、shutdown および no shutdown イ
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ンターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用してポートを再びイネーブルにし
ます。
• 個々の VLAN を再びイネーブルにするには、clear errdisable interface interface-idvlan [vlan-list]
特権 EXEC コマンドを使用します。範囲を指定しない場合、ポートのすべての VLAN がイ
ネーブルにされます。
音声認識 802.1x セキュリティをイネーブルにするには、特権 EXEC モードで次の手順を実行しま
す。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

configure terminal

ステップ 2

errdisable detect cause
セキュリティ違反エラーが発生したすべての VLAN
security-violation shutdown をシャットダウンします。
vlan
（注）
shutdown vlan キーワードを指定しない場
合、すべてのポートが errdisable ステート
になり、シャットダウンされます。
errdisable recovery cause
グローバル コンフィギュレーション モードを開始
security-violation
します。

ステップ 3
ステップ 4

clear errdisable
interfaceinterface-id vlan
[vlan-list]

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

（任意）errordisable になっている個々の VLAN を
再びイネーブルにします。
• interface-id の場合、個々の VLAN を再びイネー
ブルにするポートを指定します。
• （任意）vlan-list の場合、再びイネーブルにす
る VLAN のリストを指定します。vlan-list を指
定しない場合は、すべてのVLANが再びイネー
ブルになります。

ステップ 5

次を入力します。
• shutdown

（任意）errordisable の VLAN を再びイネーブルに
して、すべての errordisable 指示をクリアします。

• no shutdown
ステップ 6

end

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 7

show errdisable detect

入力内容を確認します。
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次に、セキュリティ違反エラーが発生した任意の VLAN をシャットダウンするようにスイッチを
設定する例を示します。
Switch(config)# errdisable detect cause security-violation shutdown vlan
次に、ポート ギガビット イーサネット 40/2 で errdisable ステートであったすべての VLAN を再度
イネーブルにする方法を示します。
clear errdisable interface gigabitethernet4/0/2
vlan
show errdisable detect 特権 EXEC コマンドを入力すると、設定を確認できます。
Switch#

関連トピック
音声認識 802.1x セキュリティ, （1813 ページ）

802.1x 違反モードの設定
次に示す状況で、シャットダウン、Syslog エラーを生成、または新しいデバイスからのパケット
を廃棄するように 802.1x ポートを設定できます。
• デバイスが 802.1x 対応のポートに接続した
• ポートで認証されるデバイスの最大数に達した
スイッチ上にセキュリティ違反アクションを設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行
します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

aaa new-model

AAA をイネーブルにします。

例：
Device(config)# aaa new-model

ステップ 3

aaa authentication dot1x
{default} method1
例：
Device(config)# aaa
authentication dot1x default
group radius

802.1x 認証方式リストを作成します。
authentication コマンドに名前付きリストが指定さ
れていない場合に使用するデフォルトのリストを
作成するには、default キーワードの後ろにデフォ
ルト状況で使用する方式を指定します。デフォル
トの方式リストは、自動的にすべてのポートに適
用されます。
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コマンドまたはアクション

目的
method1 には、group radius キーワードを入力し
て、認証用のすべての RADIUS サーバ リストを使
用できるようにします。

ステップ 4

interface interface-id
例：

IEEE 802.1x 認証をイネーブルにするクライアント
に接続しているポートを指定し、インターフェイ
ス コンフィギュレーション モードを開始します。

Device(config)# interface
gigabitethernet1/0/4

ステップ 5

switchport mode access

ポートをアクセス モードに設定します。

例：
Device(config-if)# switchport
mode access

ステップ 6

authentication violation
{shutdown | restrict | protect |
replace}

違反モードを設定します。キーワードの意味は次
のとおりです。
• shutdown：エラーによってポートがディセー

例：
Device(config-if)#
authentication violation
restrict

ブルになります。
• restrict：Syslog エラーを生成します。
• protect：トラフィックをポートに送信するす
べての新しいデバイスからパケットをドロッ
プします。
• replace：現在のセッションを削除し、新しい
ホストで認証します。

ステップ 7

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

802.1X 認証の設定
ユーザ単位 ACL または VLAN 割り当てを可能にするには、AAA 許可をイネーブルにしてネット
ワーク関連のすべてのサービス要求に対してスイッチを設定する必要があります。
次に、802.1x の AAA プロセスを示します。
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はじめる前に
802.1x ポートベース認証を設定するには、認証、許可、アカウンティング（AAA）をイネーブル
にして認証方式リストを指定する必要があります。方式リストは、ユーザ認証のためにクエリー
送信を行う手順と認証方式を記述したものです。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

ユーザがスイッチのポートに接続します。

ステップ 2

認証が実行されます。

ステップ 3

RADIUS サーバ設定に基づいて、VLAN 割り当てが適宜イネー
ブルになります。

ステップ 4

スイッチが開始メッセージをアカウンティング サーバに送信
します。

ステップ 5

必要に応じて、再認証が実行されます。

ステップ 6

スイッチが仮のアカウンティング アップデートを、再認証結
果に基づいたアカウンティング サーバに送信します。

ステップ 7

ユーザがポートから切断します。

ステップ 8

スイッチが停止メッセージをアカウンティング サーバに送信
します。

802.1x ポートベース認証の設定
802.1x ポートベース認証を設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

aaa new-model

AAA をイネーブルにします。

例：
Device(config)# aaa new-model
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コマンドまたはアクション
ステップ 3

目的

aaa authentication dot1x {default} 802.1x 認証方式リストを作成します。
method1
authentication コマンドに名前付きリストが指定
されていない場合に使用するデフォルトのリス
例：
トを作成するには、default キーワードの後ろに
Device(config)# aaa
デフォルト状況で使用する方式を指定します。
authentication dot1x default
デフォルトの方式リストは、自動的にすべての
group radius
ポートに適用されます。
method1 には、group radius キーワードを入力し
て、認証用のすべての RADIUS サーバ リストを
使用できるようにします。
（注）

ステップ 4

dot1x system-auth-control

group radius キーワード以外にもコマ
ンドラインのヘルプストリングに表示
されますが、サポートされていませ
ん。

スイッチで 802.1x 認証をグローバルにイネーブ
ルにします。

例：
Device(config)# dot1x
system-auth-control

ステップ 5

aaa authorization network
{default} group radius
例：

（任意）ユーザ単位 ACL や VLAN 割り当てな
ど、ネットワーク関連のすべてのサービス要求
に対するユーザ RADIUS 許可をスイッチに設定
します。

Device(config)# aaa
authorization network default
group radius

ステップ 6

radius-server host ip-address

（任意）RADIUS サーバの IP アドレスを指定し
ます。

例：
Device(config)# radius-server
host 124.2.2.12

ステップ 7

radius-server key string
例：

（任意）RADIUS サーバ上で動作する RADIUS
デーモンとスイッチの間で使用する認証および
暗号キーを指定します。

Device(config)# radius-server
key abc1234
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

interface interface-id

IEEE 802.1x 認証をイネーブルにするクライアン
トに接続しているポートを指定し、インターフェ
イス コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

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

ステップ 9

switchport mode access
例：

（任意）ステップ 6 および 7 で RADIUS サーバ
を設定した場合のみ、ポートをアクセス モード
に設定します。

Device(config-if)# switchport
mode access

ステップ 10

authentication port-control auto

ポートでの 802.1x 認証をイネーブルにします。

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

ステップ 11

dot1x pae authenticator
例：
Device(config-if)# dot1x pae
authenticator

ステップ 12

end

インターフェイスのポート アクセス エンティ
ティを、オーセンティケータとしてのみ動作し、
サプリカント用のメッセージは無視するように
設定します。

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

スイッチと RADIUS サーバ間の通信の設定
radius-server host グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、タイムアウト、再送
信回数、暗号化キーの値を、すべての RADIUS サーバにグローバルに設定できます。これらのオ
プションをサーバ単位で設定するには、radius-server timeout、radius-server retransmit、および
radius-server key グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。
RADIUS サーバ上でも、いくつかの値を設定する必要があります。これらの設定値としては、ス
イッチの IP アドレス、およびサーバとスイッチの双方で共有するキー ストリングがあります。詳
細については、RADIUS サーバのマニュアルを参照してください。
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スイッチで RADIUS サーバのパラメータを設定するには、次の手順を実行します。この手順は必
須です。

はじめる前に
認証、許可、およびアカウンティング（AAA）をイネーブルにし、認証方式リストを指定する必
要があります。方式リストは、ユーザ認証のためにクエリー送信を行う手順と認証方式を記述し
たものです。

手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1 enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワードを入
力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2 configureterminal

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。

例：
Device# configure
terminal

ステップ 3 radius-server host
RADIUS サーバ パラメータを設定します。
{hostname | ip-address}
auth-port port-numberkey hostname | ip-address には、リモート RADIUS サーバのサー
バ名または IP アドレスを指定します。
string
例：
Device(config)#
radius-server host
125.5.5.43 auth-port
1645 key rad123

auth-port port-number には、認証要求の UDP 宛先ポートを
指定します。デフォルトは 1645 です。指定できる範囲は
0 ～ 65536 です。
key string には、スイッチと RADIUS サーバ上で動作する
RADIUS デーモンとの間で使用する認証および暗号キーを
指定します。キーは、RADIUS サーバで使用する暗号化
キーに一致するテキスト ストリングでなければなりませ
ん。
（注）

キーの先行スペースは無視されますが、途中お
よび末尾のスペースは有効なので、キーは必ず
radius-server host コマンド構文の最後の項目と
して設定してください。キーにスペースを使用
する場合は、引用符がキーの一部分である場合
を除き、引用符でキーを囲まないでください。
キーは RADIUS デーモンで使用する暗号に一致
している必要があります。
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
複数の RADIUS サーバを使用する場合には、このコマンド
を繰り返し入力します。
ステップ 4 end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

関連トピック
スイッチと RADIUS サーバ間の通信, （1791 ページ）

ホスト モードの設定
authentication port-control インターフェイス コンフィギュレーション コマンドが auto に設定さ
れている IEEE 802.1x 許可ポート上で、複数のホスト（クライアント）を許可するには、特権
EXEC モードで次の手順を実行します。MDA を設定してイネーブルにするには、multi-domain
キーワードを使用します。これにより、ホスト デバイス、および IP Phone（シスコ製または他社
製）など音声デバイスの両方が同じスイッチ ポートで許可されます。この手順は任意です。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id
例：

複数ホストが間接的に接続されているポートを指定し、
インターフェイス コンフィギュレーション モードを開
始します。

Device(config)# interface
gigabitethernet2/0/1

ステップ 3

authentication host-mode
単一の 802.1x 許可ポートで複数のホスト（クライアン
[multi-auth | multi-domain | ト）を許可することができます。
multi-host | single-host]
キーワードの意味は次のとおりです。
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コマンドまたはアクション 目的
• multi-auth：音声 VLAN で 1 クライアント、データ
VLAN で複数の認証クライアントを許可します。

例：

（注）

Device(config-if)#
authentication host-mode
multi-host

multi-auth キーワードを使用できるのは、
authentication host-mode コマンドだけで
す。

• multi-host：シングル ホストの認証後に 802.1x 許可
ポートで複数のホストの接続を許可します。
• multi-domain：ホスト デバイスと IP Phone（シスコ
製または他社製）など音声デバイスの両方が、IEEE
802.1x 許可ポートで認証されるようにします。
（注）

ホスト モードが multi-domain に設定され
ている場合、IP Phone の音声 VLAN を設
定する必要があります。

指定したインターフェイスで authentication port-control
インターフェイス コンフィギュレーション コマンドが
auto に設定されていることを確認してください。
ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

定期的な再認証の設定
802.1x クライアントの定期的な再認証をイネーブルにし、再認証の間隔を指定できます。再認証
を行う間隔を指定しない場合、3600 秒おきに再認証が試みられます。
クライアントの定期的な再認証をイネーブルにし、再認証を行う間隔（秒）を設定するには、特
権 EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任意です。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

interface interface-id

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

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

ステップ 3

authentication periodic
例：
Device(config-if)#
authentication periodic

ステップ 4

クライアントの定期的な再認証（デフォルトではディ
セーブル）をイネーブルにします。
（注）

デフォルト値は 3600 秒です。再認証タイ
マーの値を変更するか、スイッチに
RADIUS-provided セッション タイムアウト
を使用させるには、authentication timer
reauthenticate コマンドを入力します。

authentication timer
再認証の試行の間隔（秒）を設定します。
{{[inactivity | reauthenticate |
authentication timer キーワードの意味は次のとおり
restart | unauthorized]}
です。
{value}}
例：
Device(config-if)#
authentication timer
reauthenticate 180

• inactivity：クライアントからのアクティビティ
がなくなり無許可になるまでの間隔（秒）
• reauthenticate：自動再認証試行が開始されるま
での時間（秒）
• restart value：無許可ポートの認証の試行が行わ
れるまでの間隔（秒）
• unauthorized value：不正セッションが削除され
るまでの間隔（秒）
このコマンドがスイッチの動作に影響するのは、定
期的な再認証をイネーブルに設定した場合だけです。

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

待機時間の変更
スイッチはクライアントを認証できなかった場合に、所定の時間だけアイドル状態を続け、その
後再び認証を試みます。authentication timer inactivity インターフェイス コンフィギュレーション
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コマンドは、アイドル状態の期間を制御します。認証が失敗する理由としては、クライアントが
無効なパスワードを提示した場合などが考えられます。デフォルトよりも小さい値を入力するこ
とによって、ユーザへの応答時間を短縮できます。
待機時間を変更するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任意です。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id
例：

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

Device(config)# interface
gigabitethernet2/0/1

ステップ 3

ステップ 4

authentication timer inactivity seconds クライアントとの認証のやり取りに失敗
した場合に、スイッチが待機状態のまま
例：
でいる秒数を設定します。
Device(config-if)# authentication
timer inactivity 30

指定できる範囲は 1 ～ 65535 秒です。デ
フォルトは 60 秒です。

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

ステップ 5

show authentication sessions interface 入力を確認します。
interface-id
例：
Device# show authentication sessions
interface gigabitethernet2/0/1

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイ
ルに設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config
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スイッチからクライアントへの再送信時間の変更
クライアントはスイッチからの EAP-Request/Identity フレームに対し、EAP-Response/Identity フレー
ムで応答します。スイッチがこの応答を受信できなかった場合、所定の時間（再送信時間）だけ
待機し、その後フレームを再送信します。

（注）

このコマンドのデフォルト値は、リンクの信頼性が低下した場合や、特定のクライアントおよ
び認証サーバの動作に問題がある場合など、異常な状況に対する調整を行う必要があるときに
限って変更してください。
スイッチがクライアントからの通知を待機する時間を変更するには、特権 EXEC モードで次の手
順を実行します。この手順は任意です。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id
例：

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

Device(config)# interface
gigabitethernet2/0/1

ステップ 3

authentication timer reauthenticate
seconds
例：

ステップ 4

スイッチが EAP-Request/Identity フレーム
に対するクライアントからの応答を待ち、
要求を再送信するまでの秒数を設定しま
す。

Device(config-if)# authentication
timer reauthenticate 60

指定できる範囲は 1 ～ 65535 秒です。デ
フォルトは 5 秒です。

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

ステップ 5

show authentication sessions interface 入力を確認します。
interface-id
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コマンドまたはアクション

目的

例：
Device# show authentication sessions
interface gigabitethernet2/0/1

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイ
ルに設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

スイッチからクライアントへのフレーム再送信回数の設定
スイッチからクライアントへの再送信時間を変更できるだけでなく、（クライアントから応答が
得られなかった場合に）スイッチが認証プロセスを再起動する前に、クライアントに
EAP-Request/Identity フレームを送信する回数を変更できます。

（注）

このコマンドのデフォルト値は、リンクの信頼性が低下した場合や、特定のクライアントおよ
び認証サーバの動作に問題がある場合など、異常な状況に対する調整を行う必要があるときに
限って変更してください。
スイッチからクライアントへのフレーム再送信回数を設定するには、特権 EXEC モードで次の手
順を実行します。この手順は任意です。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id
例：

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

Device(config)# interface
gigabitethernet2/0/1
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

dot1x max-reauth-req count

スイッチが認証処理を再開するまでに、クラ
イアントへ EAP 要求/アイデンティティ フレー
ムを送信する回数を変更できます。指定でき
る範囲は 1 ～ 10 です。デフォルトは 2 です。

例：
Device(config-if)# dot1x
max-reauth-req 5

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

再認証回数の設定
ポートが無許可ステートに変わる前に、スイッチが認証プロセスを再開する回数を変更すること
もできます。

（注）

このコマンドのデフォルト値は、リンクの信頼性が低下した場合や、特定のクライアントおよ
び認証サーバの動作に問題がある場合など、異常な状況に対する調整を行う必要があるときに
限って変更してください。
再認証回数を設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任意です。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id
例：

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

Device# interface
gigabitethernet2/0/1

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
1834

OL-30686-01-J

802.1x ポートベース認証の設定方法

ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

switchport mode access

RADIUSサーバを事前に設定した場合に限り、
ポートをアクセス モードに設定します。

例：
Device(config-if)# switchport
mode access

ステップ 4

dot1x max-req count
例：
Device(config-if)# dot1x max-req
4

ステップ 5

end

ポートが無許可ステートに変わる前に、ス
イッチが認証プロセスを再開する回数を設定
します。指定できる範囲は 0 ～ 10 です。デ
フォルトは 2 です。

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

MAC 移動のイネーブル化
MAC 移動を使用すると、認証されたホストをスイッチのポート間で移動できます。
スイッチで MAC 移動をグローバルにイネーブルにするには、特権 EXEC モードで次の手順を実
行します。この手順は任意です。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

authentication mac-move permit スイッチで MAC 移動をイネーブルにします。デ
フォルトは deny です。
例：
Device(config)#
authentication mac-move
permit

セッション認識型ネットワーク モードでは、デ
フォルト CLI は access-session mac-move deny で
す。セッション認識型ネットワークで MAC 移動
をイネーブルにするには、no access-session
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コマンドまたはアクション

目的
mac-move グローバル コンフィギュレーション コ
マンドを使用します。
mac-move のデフォルト値は、レガシー モード
（IBNS 1.0）の場合は deny で、C3PL モード
（IBNS 2.0）の場合は permit です。

ステップ 3

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 4

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 5

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定
を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

MAC 置換のイネーブル化
MAC 置換を使用すると、ホストはポート上の認証ホストを置換できます。
インターフェイス上で MAC 置換をイネーブルにするには、特権 EXEC モードで次の手順を実行
します。この手順は任意です。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

interface interface-id

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

例：
Device(config)# interface
gigabitethernet2/0/2

ステップ 3

authentication violation {protect インターフェイス上で MAC 置換をイネーブルに
| replace | restrict | shutdown}
するには、replace キーワードを使用します。ポー
トが現在のセッションを削除し、新しいホストを
例：
使用して認証を開始します。
Device(config-if)#
authentication violation
replace

他のキーワードは、次のような機能があります。
• protect：ポートは、システム メッセージを
生成せずに、予期しない MAC を使用するパ
ケットをドロップします。
• restrict：違反パケットが CPU によってド
ロップされ、システム メッセージが生成さ
れます。
• shutdown：ポートは、予期しない MAC アド
レスを受信すると error disabled になります。

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

ステップ 5

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 6

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設
定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config
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IEEE 802.1x アカウンティングの設定
802.1x アカウンティングを使用して、AAA システム アカウンティングをイネーブルにすると、ロ
ギングのためにシステム リロード イベントをアカウンティング RADIUS サーバに送信できます。
サーバは、アクティブな 802.1x セッションすべてが終了したものと判断します。
RADIUS は信頼性の低い UDP トランスポート プロトコルを使用するため、ネットワーク状態が
良好でないと、アカウンティング メッセージが失われることがあります。設定した回数のアカウ
ンティング要求の再送信後、スイッチが RADIUS サーバからアカウンティング応答メッセージを
受信しない場合、次のメッセージが表示されます。
Accounting message %s for session %s failed to receive Accounting Response.

このストップ メッセージが正常に送信されない場合、次のメッセージが表示されます。
00:09:55: %RADIUS-4-RADIUS_DEAD: RADIUS server 172.20.246.201:1645,1646 is not responding.

（注）

ロギングの開始、停止、仮のアップデート メッセージ、タイム スタンプなどのアカウンティ
ング タスクを実行するように、RADIUS サーバを設定する必要があります。これらの機能を
オンにするには、RADIUS サーバの [Network Configuration] タブの [Update/Watchdog packets
from this AAA client] のロギングをイネーブルにします。次に、RADIUS サーバの [System
Configuration] タブの [CVS RADIUS Accounting] をイネーブルにします。
AAA がスイッチでイネーブルになった後、802.1x アカウンティングを設定するには、特権 EXEC
モードで次の手順を実行します。この手順は任意です。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id
例：

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

Device(config)# interface
gigabitethernet1/0/3
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コマンドまたはアクション
ステップ 3

目的

aaa accounting dot1x default start-stop すべての RADIUS サーバのリストを使用
group radius
して 802.1x アカウンティングをイネーブ
ルにします。
例：
Device(config-if)# aaa accounting
dot1x default start-stop group
radius

ステップ 4

aaa accounting system default start-stop （任意）システム アカウンティングをイ
group radius
ネーブルにし（すべての RADIUS サーバ
のリストを使用）、スイッチがリロードす
例：
るときにシステムアカウンティングリロー
Device(config-if)# aaa accounting ド イベント メッセージを生成します。
system default start-stop group
radius

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

ステップ 6

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 7

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイ
ルに設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

ゲスト VLAN の設定
サーバが EAP Request/Identity フレームに対する応答を受信しない場合、ゲスト VLAN を設定する
と、802.1x 対応でないクライアントはゲスト VLAN に配置されます。802.1x 対応であっても、認
証に失敗したクライアントは、ネットワークへのアクセスが許可されません。スイッチは、シン
グル ホスト モードまたはマルチ ホスト モードでゲスト VLAN をサポートします。
ゲスト VLAN を設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任意で
す。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id
例：

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

Device(config)# interface
gigabitethernet2/0/2

ステップ 3

次のいずれかを使用します。
• switchport mode access
• switchport mode private-vlan
host

• ポートをアクセス モードに設定しま
す。
• レイヤ 2 ポートをプライベート VLAN
ホスト ポートとして設定します。

例：
Device(config-if)# switchport mode
private-vlan host

ステップ 4

authentication event no-response action アクティブ VLAN を 802.1x ゲスト VLAN と
authorize vlan vlan-id
して指定します。指定できる範囲は 1 ～ 4094
です。
例：

ステップ 5

Device(config-if)# authentication
event no-response action authorize
vlan 2

内部 VLAN（ルーテッド ポート）、RSPAN
VLAN、音声 VLAN を除くあらゆるアクティ
ブ VLAN を 802.1x ゲスト VLAN として設定
できます。

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end
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制限付き VLAN の設定
スイッチ スタックまたはスイッチ上に制限付き VLAN を設定している場合、認証サーバが有効な
ユーザ名またはパスワードを受信できないと、IEEE 802.1x に準拠しているクライアントは制限付
き VLAN に移されます。スイッチは、シングル ホスト モードでのみ制限付き VLAN をサポート
します。
制限付き VLAN を設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任意で
す。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id
例：

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

Device(config)# interface
gigabitethernet2/0/2

ステップ 3

次のいずれかを使用します。
• switchport mode access
• switchport mode private-vlan host

• ポートをアクセス モードに設定しま
す。
• レイヤ 2 ポートをプライベート VLAN
ホスト ポートとして設定します。

例：
Device(config-if)# switchport mode
access

ステップ 4

authentication port-control auto

ポートでの 802.1x 認証をイネーブルにしま
す。

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

ステップ 5

authentication event fail action
authorize vlan vlan-id
例：
Device(config-if)# authentication

アクティブ VLAN を 802.1x 制限付き VLAN
として指定します。指定できる範囲は 1 ～
4094 です。
内部 VLAN（ルーテッド ポート）、RSPAN
VLAN または音声 VLAN を除き、任意のア
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

event fail action authorize vlan 2

クティブ VLAN を 802.1x 制限 VLAN として
設定できます。

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

制限付き VLAN の認証試行回数の設定
ユーザに制限付き VLAN を割り当てる前に、authentication event retry retry count インターフェイ
スコンフィギュレーションコマンドを使用して、認証試行回数を最大に設定できます。指定でき
る試行回数は 1 ～ 3 です。デフォルトは 3 回に設定されています。
認証試行回数を最大に設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任
意です。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id
例：

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

Device(config)# interface
gigabitethernet2/0/3

ステップ 3

次のいずれかを使用します。
• switchport mode access
• switchport mode private-vlan
host

• ポートをアクセスモードに設定します。
• レイヤ 2 ポートをプライベート VLAN
ホスト ポートとして設定します。

例：

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
1842

OL-30686-01-J

802.1x ポートベース認証の設定方法

コマンドまたはアクション

目的

または
Device(config-if)# switchport mode
access

ステップ 4

authentication port-control auto

ポートでの 802.1x 認証をイネーブルにしま
す。

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

ステップ 5

authentication event fail action
authorize vlan vlan-id
例：
Device(config-if)# authentication
event fail action authorize vlan
8

ステップ 6

アクティブ VLAN を 802.1x 制限付き VLAN
として指定します。指定できる範囲は 1 ～
4094 です。
内部 VLAN（ルーテッド ポート）、RSPAN
VLAN または音声 VLAN を除き、任意のア
クティブ VLAN を 802.1x 制限 VLAN として
設定できます。

authentication event retry retry count ポートが制限付き VLAN に移行するための
認証試行回数を指定します。指定できる範囲
例：
は 1 ～ 3 秒です。デフォルトは 3 回に設定さ
Device(config-if)# authentication れています。
event retry 2

ステップ 7

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

クリティカル音声 VLAN を使用した 802.1x アクセス不能認証バイパスの設定
ポートにクリティカル音声 VLAN を設定し、アクセス不能認証バイパス機能をイネーブルにする
には、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。
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手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステッ
プ2

aaa new-model

AAA をイネーブルにします。

例：
Device(config)# aaa new-model

ステッ
プ3

radius-server dead-criteria{time RADIUS サーバが使用不可またはダウン（切断）と見
seconds } [tries number]
なされる条件を設定します。
例：
Device(config)# radius-server
dead-criteria time 20 tries
10

ステッ
プ4

radius-serverdeadtime分
例：

• time：1 ～ 120 秒。スイッチは、デフォルトの
seconds 値を 10 ～ 60 の間で動的に決定します。
• number：1 ～ 100 の試行回数。スイッチは、デ
フォルトの triesnumber を 10 ～ 100 の間で動的に
決定します。
（任意）RADIUS サーバに要求が送信されない分数を
設定します。指定できる範囲は 0 ～ 1440 分（24 時間）
です。デフォルト値は 0 分です。

Device(config)# radius-server
deadtime 60

ステッ
プ5

radius-server host ip-address （任意）次のキーワードを使用して RADIUS サーバ
address[acct-port
パラメータを設定します。
udp-port][auth-port udp-port]
• acct-portudp-port：RADIUS アカウンティング サー
[testusername name[idle-time
time] [ignore-acct-port][ignore
バの UDP ポートを指定します。UDP ポート番号
auth-port]] [key string]
の範囲は 0 ～ 65536 です。デフォルトは 1646 で
す。
例：
Device(config)# radius-server
host 1.1.1.2 acct-port 1550
auth-port
1560 test username user1
idle-time 30 key abc1234

• auth-portudp-port：RADIUS 認証サーバの UDP
ポートを指定します。UDP ポート番号の範囲は
0 ～ 65536 です。デフォルトは 1645 です。
（注）

RADIUS アカウンティング サーバの
UDP ポートと RADIUS 認証サーバの
UDP ポートを非デフォルト値に設定し
ます。
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コマンドまたはアクション

目的
• test usernamename：RADIUS サーバ ステータス
の自動テストをイネーブルにして、使用するユー
ザ名を指定します。
• idle-time time：スイッチがテスト パケットをサー
バに送信した後の間隔を分数で設定します。範囲
は 1 ～ 35791 分です。デフォルトは 60 分（1 時
間）です。
• ignore-acct-port：RADIUS サーバ アカウンティン
グ ポートのテストをディセーブルにします。
• ignore-auth-port：RADIUS サーバ認証ポートのテ
ストをディセーブルにします。
• keystring には、スイッチと RADIUS サーバ上で
動作する RADIUS デーモンとの間で使用する認
証および暗号キーを指定します。キーは、RADIUS
サーバで使用する暗号化キーに一致するテキスト
ストリングでなければなりません。
（注）

キーの先行スペースは無視されますが、
途中および末尾のスペースは有効なの
で、キーは必ず radius-server host コマ
ンド構文の最後の項目として設定して
ください。キーにスペースを使用する
場合は、引用符がキーの一部分である
場合を除き、引用符でキーを囲まない
でください。キーは RADIUS デーモン
で使用する暗号に一致している必要が
あります。

radius-server key {0string | 7string | string} グローバル
コンフィギュレーション コマンドを使用しても認証お
よび暗号キーを設定できます。
ステッ
プ6

dot1x critical {eapol | recovery （任意）アクセス不能認証バイパスのパラメータを設
delay milliseconds}
定します。
例：

• eapol：スイッチがクリティカル ポートを正常に

Device(config)# dot1x
critical eapol
(config)# dot1x critical
recovery delay 2000

• recovery delaymilliseconds：使用できない RADIUS

認証すると、スイッチが EAPOL 成功メッセージ
を送信するように指定します。
サーバが使用できるようになったときに、スイッ
チがクリティカル ポートを再初期化するために
待機する回復遅延期間を設定します。指定できる

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

1845

802.1x ポートベース認証の設定方法

コマンドまたはアクション

目的
範囲は 1 ～ 10000 ミリ秒です。デフォルトは 1000
ミリ秒です（ポートは毎秒再初期化できます）。

ステッ
プ7

interface interface-id

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

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

ステッ
プ8

authentication event server dead これらのキーワードを使用して、RADIUS サーバが到
action {authorize | reinitialize} 達不能な場合にポートでホストを移動します。
vlan vlan-id]
• authorize：認証しようとする新しいホストをユー
ザ指定のクリティカル VLAN に移動します。
例：
Device(config-if)#
authentication event server
dead action
reinitialicze vlan 20

ステッ
プ9

switchport voice vlan vlan-id
例：

• reinitialize：ポートのすべての許可済みホストを
ユーザ指定のクリティカル VLAN に移動します。

ポートの音声 VLAN を指定します。音声 VLAN はス
テップ 6 で設定されたクリティカル データ VLAN と
同じにはできません。

Device(config-if)# switchport
voice vlan

ステッ
プ 10

authentication event server dead RADIUS サーバが到達不能な場合、ポートのデータ ト
action authorize voice
ラフィックを音声 VLAN に移動するために、クリティ
カル音声 VLAN を設定します。
例：
Device(config-if)#
authentication event server
dead action
authorize voice

ステッ
プ 11

show authentication interface
interface-id

（任意）設定を確認します。

例：
Device(config-if)# do show
authentication interface
gigabit 1/0/1

ステッ
プ 12

copy running-config
startup-config

（任意）設定を確認します。
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コマンドまたはアクション

目的

例：
Device(config-if)# do copy
running-config startup-config

RADIUS サーバのデフォルト設定に戻すには、no radius-server dead-criteria、no radius-server
deadtime、および no radius-server host グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用しま
す。アクセス不能な認証バイパスをディセーブルにするには、no authentication event server dead
action インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。クリティカル音声 VLAN
をディセーブルにするには、authentication event server dead action authorize voice インターフェ
イス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

アクセス不能認証バイパスの設定例
次に、アクセス不能認証バイパス機能を設定する例を示します。
Device(config)# radius-server dead-criteria time 30 tries 20
Device(config)# radius-server deadtime 60
Device(config)# radius-server host 1.1.1.2 acct-port 1550 auth-port 1560 test username user1
idle-time 30 key abc1234
Device(config)# dot1x critical eapol
Device(config)# dot1x critical recovery delay 2000
Device(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
Device(config-if)# dot1x critical
Device(config-if)# dot1x critical recovery action reinitialize
Device(config-if)# dot1x critical vlan 20
Device(config-if)# end

WoL を使用した 802.1x 認証の設定
WoL を使用した 802.1x 認証をイネーブルにするには、特権 EXEC モードで次の手順を実行しま
す。この手順は任意です。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

interface interface-id

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

例：
Device(config)# interface
gigabitethernet2/0/3

ステップ 3

authentication control-direction
{both | in}
例：
Device(config-if)# authentication
control-direction both

ポートで WoL を使用して 802.1x 認証をイネー
ブルにし、次のキーワードを使用してポート
を双方向または単方向に設定します。
• both：ポートを双方向に設定します。
ポートは、ホストにパケットを送受信で
きません。デフォルトでは、ポートは双
方向です。
• in：ポートを単方向に設定します。ポー
トは、ホストにパケットを送信できます
が、受信はできません。

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

ステップ 5

show authentication sessions
interface interface-id

入力を確認します。

例：
Device# show authentication
sessions interface
gigabitethernet2/0/3

ステップ 6

copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに
設定を保存します。
例：
Device# copy running-config
startup-config
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MAC 認証バイパスの設定
MAC 認証バイパスをイネーブルにするには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。この手
順は任意です。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id
例：

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

Device(config)# interface
gigabitethernet2/0/1

ステップ 3

authentication port-control auto

ポートでの 802.1x 認証をイネーブルにしま
す。

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

ステップ 4

mab [eap]

Device(config-if)# mab

（任意）eapキーワードを使用して、スイッ
チが認可に EAP を使用するように設定しま
す。

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：

ステップ 5

MAC 認証バイパスをイネーブルにします。

例：
Device(config-if)# end

802.1x ユーザ ディストリビューションの設定
VLAN グループを設定して、VLAN をそのグループにマッピングするには、特権 EXEC モードで
次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

vlan group vlan-group-name vlan-list
vlan-list

VLAN グループを設定し、単一の VLAN
またはVLANの範囲をそのグループにマッ
ピングします。

例：
Device(config)# vlan group eng-dept
vlan-list 10

ステップ 3

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 4

no vlan group vlan-group-name vlan-list VLAN グループ コンフィギュレーション
vlan-list
または VLAN グループ コンフィギュレー
ションの要素をクリアします。
例：
Device(config)# no vlan group
eng-dept vlan-list 10

VLAN グループの設定例
次に、VLAN グループを設定し、そのグループに VLAN をマッピングし、VLAN グループ コン
フィギュレーションおよび指定 VLAN とのマッピングを確認する例を示します。
Device(config)# vlan group eng-dept vlan-list 10
Device(config)# show vlan group group-name eng-dept
Group Name
Vlans Mapped
-------------------------eng-dept
10
Device(config)# show dot1x vlan-group all
Group Name
Vlans Mapped
-------------------------eng-dept
10
hr-dept
20
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次に、VLAN を既存の VLAN グループに追加し、VLAN が追加されたことを確認する例を示しま
す。
Device(config)# vlan group eng-dept vlan-list 30
Device(config)# show vlan group eng-dept
Group Name
Vlans Mapped
-------------------------eng-dept
10,30

次に、VLAN を VLAN グループから削除する例を示します。
Device# no vlan group eng-dept vlan-list 10

次に、すべての VLAN が VLAN グループからクリアされたときに、その VLAN グループもクリ
アされる例を示します。
Device(config)# no vlan group eng-dept vlan-list 30
Vlan 30 is successfully cleared from vlan group eng-dept.
Device(config)# show vlan group group-name eng-dept

次の例では、すべての VLAN グループをクリアする方法を示します。
Device(config)# no vlan group end-dept vlan-list all
Device(config)# show vlan-group all

これらのコマンドの詳細については、『Cisco IOS Security Command Reference』を参照してくださ
い。

NAC レイヤ 2 802.1x 検証の設定
NAC レイヤ 2 802.1x 検証を設定できます。これは、RADIUS サーバを使用した 802.1x 認証とも呼
ばれます。
NAC レイヤ 2 802.1x 検証を設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。この手順
は任意です。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id
例：

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

Device(config)# interface
gigabitethernet2/0/3
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

switchport mode access

RADIUSサーバを設定した場合に限り、ポー
トをアクセス モードに設定します。

例：
Device(config-if)# switchport mode
access

ステップ 4

authentication event no-response
action authorize vlan vlan-id
例：
Device(config-if)# authentication
event no-response action
authorize vlan 8

ステップ 5

authentication periodic
例：

アクティブ VLAN を 802.1x ゲスト VLAN と
して指定します。指定できる範囲は 1 ～ 4094
です。
内部 VLAN（ルーテッド ポート）、RSPAN
VLAN、音声 VLAN を除くあらゆるアクティ
ブ VLAN を 802.1x ゲスト VLAN として設定
できます。
クライアントの定期的な再認証（デフォル
トではディセーブル）をイネーブルにしま
す。

Device(config-if)# authentication
periodic

ステップ 6

authentication timer reauthenticate
例：
Device(config-if)# authentication
timer reauthenticate

ステップ 7

end

クライアントに対する再認証試行を設定し
ます（1 時間に設定）。
このコマンドがスイッチの動作に影響する
のは、定期的な再認証をイネーブルに設定
した場合だけです。
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

ステップ 8

show authentication sessions interface 入力を確認します。
interface-id
例：
Device# show authentication
sessions interface
gigabitethernet2/0/3

ステップ 9

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイル
に設定を保存します。

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

目的

startup-config

ユーザのログイン制限の設定
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

• パスワードを入力します（要求された場
合）。
グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

aaa new-model

認証、許可、アカウンティング（AAA）アクセ
ス コントロール モデルをイネーブルにします。

例：
Device(config)# aaa new-model

ステップ 4

aaa authentication login default
local

デフォルトの認証方法を使用して、認証、認
可、アカウンティング（AAA）認証を設定しま
す。

例：
Device(config)# aaa
authentication login default
local

ステップ 5

aaa authentication rejected nin
mban x
例：
Device(config)# aaa
authentication rejected 3 in
20 ban 300

ユーザによるログインが指定の時間および試行
回数以内に成功しなかった場合にユーザをブ
ロックする時間を設定します。
• n：ユーザがログインを試行できる回数を
指定します。
• m：ユーザがログインを試行できる時間を
秒数で指定します。
• x：ログインに成功しなかったユーザのア
クセスを禁止する期間を指定します。
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

end

グローバル コンフィギュレーション モードを
終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 7

show aaa local user blocked

ブロックされたローカル ユーザのリストを表示
します。

例：
Device# show aaa local user
blocked

ステップ 8

clear aaa local user
blockedusername username

ブロックされたローカル ユーザに関する情報を
消去します。

例：
Device# clear aaa local user
blocked username user1

次に、show aaa local user blocked コマンドの出力例を示します。
Device# show aaa local user blocked
Local-user

State

user1

Watched (till 11:34:42 IST Feb 5 2015)

NEAT を使用したオーセンティケータ スイッチの設定
この機能を設定するには、ワイヤリング クローゼット外の 1 つのスイッチがサプリカントとして
設定され、オーセンティケータ スイッチに接続されている必要があります。

（注）

cisco-av-pairs は、ACS で device-traffic-class=switch として設定されている必要があります。こ
れは、サプリカントが正常に認証された後でトランクとしてインターフェイスを設定します。
スイッチをオーセンティケータに設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
Device# configure terminal
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

cisp enable

CISP をイネーブルにします。

例：
Device(config)# cisp enable

ステップ 3

interface interface-id
例：

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

Device(config)# interface
gigabitethernet2/0/1

ステップ 4

switchport mode access

ポート モードを access に設定します。

例：
Device(config-if)# switchport mode
access

ステップ 5

authentication port-control auto

ポート認証モードをautoに設定します。

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

ステップ 6

dot1x pae authenticator
例：

インターフェイスをポート アクセス エ
ンティティ（PAE）オーセンティケータ
として設定します。

Device(config-if)# dot1x pae
authenticator

ステップ 7

spanning-tree portfast
例：

単一ワーク ステーションまたはサーバ
に接続されたアクセス ポート上で Port
Fast をイネーブルにします。

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

ステップ 8

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

ステップ 9

show running-config interface
interface-id

設定を確認します。
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コマンドまたはアクション

目的

例：
Device# show running-config
interface gigabitethernet2/0/1

ステップ 10

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファ
イルに設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

NEAT を使用したサプリカント スイッチの設定
スイッチをサプリカントに設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

cisp enable

CISP をイネーブルにします。

例：
Device(config)# cisp enable

ステップ 3

dot1x credentials profile
例：

802.1x クレデンシャル プロファイルを作成
します。これは、サプリカントとして設定
されるポートに接続する必要があります。

Device(config)# dot1x credentials
test

ステップ 4

username suppswitch

ユーザ名を作成します。

例：
Device(config)# username
suppswitch
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

password password

新しいユーザ名のパスワードを作成します。

例：
Device(config)# password myswitch

ステップ 6

dot1x supplicant force-multicast
例：
Device(config)# dot1x supplicant
force-multicast

ステップ 7

interface interface-id
例：

ユニキャストまたはマルチキャスト パケッ
トのいずれかを受信した場合にスイッチに
強制的にマルチキャスト EAPOL だけを送信
させます。
これにより、NEAT がすべてのホスト モー
ドでのサプリカント スイッチで機能できる
ようにもなります。
設定するポートを指定し、インターフェイ
ス コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

Device(config)# interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 8

switchport trunk encapsulation dot1q ポートをトランク モードに設定します。
例：
Device(config-if)# switchport
trunk encapsulation dot1q

ステップ 9

switchport mode trunk

インターフェイスを VLAN トランク ポート
として設定します。

例：
Device(config-if)# switchport
mode trunk

ステップ 10

dot1x pae supplicant
例：

インターフェイスをポート アクセス エン
ティティ（PAE）サプリカントとして設定
します。

Device(config-if)# dot1x pae
supplicant

ステップ 11

dot1x credentials profile-name

802.1x クレデンシャル プロファイルをイン
ターフェイスに対応付けます。

例：
Device(config-if)# dot1x
credentials test
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ステップ 12

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

ステップ 13

show running-config interface
interface-id

設定を確認します。

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

ステップ 14

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

ステップ 15

Auto Smartport マクロを使用した
NEAT の設定

スイッチ VSA ではなく Auto Smartport ユー
ザ定義マクロを使用して、オーセンティケー
タ スイッチを設定することもできます。詳
細については、このリリースに対応する
『Auto Smartports Configuration Guide』を参
照してください。

ダウンロード可能 ACL およびリダイレクト URL を使用した 802.1x 認証の設定
スイッチで 802.1x 認証を設定するほか、ACS を設定する必要があります。情報については、
『Configuration Guide for Cisco Secure ACS 4.2』を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/docs/net_mgmt/cisco_secure_access_control_server_for_windows/4.2/configuration/guide/acs_config.pdf

（注）

スイッチにダウンロードする前に、ダウンロード可能な ACL を ACS で設定する必要がありま
す。
ポートでの認証後、show ip access-list 特権 EXEC コマンドを使用して、ポートにダウンロードし
た ACL を表示できます。
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ダウンロード可能な ACL の設定
これらのポリシーは、クライアントが認証され、クライアント IP アドレスが IP デバイス トラッ
キング テーブルに追加された後で有効になります。その後スイッチがダウンロード可能な ACL
をポートに適用します。
特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

ip device tracking

IP デバイス トラッキング テーブルを設
定します。

例：
Device(config)# ip device tracking

ステップ 3

aaa new-model

AAA をイネーブルにします。

例：
Device(config)# aaa new-model

ステップ 4

aaa authorization network default local 許可の方法をローカルに設定します。認
group radius
証方法を削除するには、no aaa
authorization network default local group
例：
radius コマンドを使用します。
Device(config)# aaa authorization
network default local group radius

ステップ 5

radius-server vsa send authentication

RADIUS VSA 送信認証を設定します。

例：
Device(config)# radius-server vsa
send authentication

ステップ 6

interface interface-id
例：

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

Device(config)# interface
gigabitethernet2/0/4

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

1859

802.1x ポートベース認証の設定方法

ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

ip access-group acl-id in

ポートの入力方向のデフォルト ACL を
設定します。

例：

（注）

Device(config-if)# ip access-group
default_acl in

ステップ 8

acl-id はアクセス リストの名
前または番号です。

show running-config interface interface-id 設定を確認します。
例：
Device(config-if)# show
running-config interface
gigabitethernet2/0/4

ステップ 9

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファ
イルに設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

ダウンロード ポリシーの設定
特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

access-list access-list-number { デフォルト ポート ACL を定義します。
deny | permit } { hostname |
access-list-number には、1 ～ 99 または 1300 ～ 1999
any | host } log
の 10 進数を指定します。
例：
Device(config)# access-list
1 deny any log

条件が一致した場合にアクセスを拒否する場合は
deny、許可する場合は permit を指定します。
source は、次のようなパケットを送信するネットワー
クまたはホストの送信元アドレスです。
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コマンドまたはアクション

目的
• hostname：ドット付き 10 進表記による 32 ビッ
ト長の値。
• any：source および source-wildcard の値 0.0.0.0
255.255.255.255 の省略形を意味するキーワード
any。source-wildcard 値を入力する必要はありま
せん。
• host：source および source-wildcard の値 source
0.0.0.0 の省略形を意味するキーワード host。
（任意）source-wildcard ビットを送信元アドレスに適
用します。
（任意）ログを入力して、エントリと一致するパケッ
トに関する情報ロギング メッセージをコンソールに
送信します。

ステップ 3

interface interface-id

インターフェイス コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device(config)# interface
gigabitethernet2/0/2

ステップ 4

ip access-group acl-id in
例：

ポートの入力方向のデフォルト ACL を設定します。
（注）

acl-id はアクセス リストの名前または番号
です。

Device(config-if)# ip
access-group default_acl in

ステップ 5

exit

グローバル コンフィギュレーション モードに戻りま
す。

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 6

aaa new-model

AAA をイネーブルにします。

例：
Device(config)# aaa
new-model
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

aaa authorization network
default group radius

許可の方法をローカルに設定します。許可の方法を
削除するには、no aaa authorization network default
group radius コマンドを使用します。

例：
Device(config)# aaa
authorization network
default group radius

ステップ 8

ip device tracking
例：
Device(config)# ip device
tracking

ステップ 9

IP デバイス トラッキング テーブルをイネーブルにし
ます。
IP デバイス トラッキング テーブルをディセーブルに
するには、no ip device tracking グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。

ip device tracking probe [count （任意）IP デバイス トラッキング テーブルを設定し
| interval | use-svi]
ます。
例：
Device(config)# ip device
tracking probe count

• count count：スイッチが ARP プローブを送信す
る回数を設定します。指定できる範囲は 1 ～ 5
です。デフォルトは 3 です。
• interval interval：スイッチが ARP プローブを再
送信するまでに応答を待機する時間（秒単位）
を設定します。範囲は 30 ～ 300 秒です。デフォ
ルトは 30 秒です。
• use-svi：スイッチ仮想インターフェイス（SVI）
IP アドレスを ARP プローブのソースとして使用
します。

ステップ 10

radius-server vsa send
authentication
例：

ベンダー固有属性を認識し使用するために、ネット
ワーク アクセス サーバを設定します。
（注）

ダウンロード可能な ACL が機能する必要
があります。

Device(config)#
radius-server vsa send
authentication

ステップ 11

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end
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VLAN ID ベース MAC 認証の設定
特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

mab request format attribute 32 vlan
access-vlan

VLAN ID ベース MAC 認証をイネー
ブルにします。

例：
Device(config)# mab request format
attribute 32 vlan access-vlan

ステップ 3

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーションファ
イルに設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

柔軟な認証順序の設定
下の手順で使用される例は、MAB が IEEE 802.1x 認証（dot1x）の前に試行されるように柔軟な認
証の順序設定の順序を変更します。MAB は最初の認証方式として設定されているため、MAB に
他のすべての認証方式よりも優先されます。

（注）

これらの認証方式のデフォルトの順序とプライオリティを変更する前に、これらの変更による
潜在的な結果を理解する必要があります。詳細について、http://www.cisco.com/en/US/prod/
collateral/iosswrel/ps6537/ps6586/ps6638/application_note_c27-573287_ps6638_Products_White_
Paper.html を参照してください。
特権 EXEC モードで次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバルコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id
例：

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

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

ステップ 3

switchport mode access
例：

RADIUS サーバを事前に設定した場合に
限り、ポートをアクセス モードに設定し
ます。

Device(config-if)# switchport mode
access

ステップ 4

authentication order [ dot1x | mab ] |
{webauth}

（任意）ポート上で使用される認証方式
の順序を設定します。

例：
Device(config-if)# authentication
order mab dot1x

ステップ 5

authentication priority [ dot1x | mab ] | （任意）認証方式をポート プライオリ
{webauth}
ティ リストに追加します。
例：
Device(config-if)# authentication
priority mab dot1x

ステップ 6

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

関連トピック
柔軟な認証の順序設定, （1808 ページ）
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Open1x の設定
ポートの許可ステートの手動制御をイネーブルにするには、特権 EXEC モードで次の手順を実行
します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id
例：

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

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

ステップ 3

switchport mode access

RADIUS サーバを設定した場合に限り、
ポートをアクセス モードに設定します。

例：
Device(config-if)# switchport mode
access

ステップ 4

authentication control-direction {both | （任意）ポート制御を単一方向モードま
in}
たは双方向モードに設定します。
例：
Device(config-if)# authentication
control-direction both

ステップ 5

authentication fallback name
例：
Device(config-if)# authentication
fallback profile1

ステップ 6

（任意）802.1x 認証をサポートしないク
ライアント用のフォールバック方法とし
て Web 認証を使用するようポートを設定
します。

authentication host-mode [multi-auth | （任意）ポート上で認証マネージャ モー
multi-domain | multi-host | single-host] ドを設定します。
例：
Device(config-if)# authentication
host-mode multi-auth
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

authentication open

（任意）ポート上でオープン アクセスを
イネーブルまたはディセーブルにしま
す。

例：
Device(config-if)# authentication
open

ステップ 8

authentication order [ dot1x | mab ] |
{webauth}

（任意）ポート上で使用される認証方式
の順序を設定します。

例：
Device(config-if)# authentication
order dot1x webauth

ステップ 9

authentication periodic

（任意）ポート上で再認証をイネーブル
またはディセーブルにします。

例：
Device(config-if)# authentication
periodic

ステップ 10

authentication port-control {auto |
（任意）ポートの許可ステートの手動制
force-authorized | force-un authorized} 御をイネーブルにします。
例：
Device(config-if)# authentication
port-control auto

ステップ 11

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

関連トピック
Open1x 認証, （1808 ページ）

ポート上での 802.1x 認証のディセーブル化
802.1x 認証をポートでディセーブルにするには、no dot1x pae インターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。
ポートで 802.1x 認証をディセーブルにするには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。こ
の手順は任意です。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id
例：

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

Device(config)# interface
gigabitethernet2/0/1

ステップ 3

switchport mode access
例：

（任意）RADIUS サーバを設定した場合
に限り、ポートをアクセス モードに設定
します。

Device(config-if)# switchport mode
access

ステップ 4

no dot1x pae authenticator

ポートでの 802.1x 認証をディセーブルに
します。

例：
Device(config-if)# no dot1x pae
authenticator

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

802.1x 認証設定のデフォルト値へのリセット
802.1x 認証設定をデフォルト値に戻すには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。この手
順は任意です。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id

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

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

ステップ 3

設定可能な 802.1x のパラメータをデフォ
ルト値へ戻します。

dot1x default
例：
Device(config-if)# dot1x default

ステップ 4

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Device(config-if)# end

802.1x の統計情報およびステータスのモニタリング
表 139：特権 EXEC 表示コマンド

コマンド

目的

show dot1x all statistics

すべてのポートの 802.1x 統計情報を表示しま
す。

show dot1x interface interface-id statistics

指定されたポートの 802.1x 統計情報を表示しま
す。

show dot1x all [count | details | statistics |
summary]

スイッチの 802.1x 管理ステータスおよび動作ス
テータスを表示します。
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コマンド

目的

show dot1x interface interface-id

指定されたポートの 802.1x 管理ステータスおよ
び動作ステータスを表示します。

表 140：グローバル コンフィギュレーション コマンド

コマンド

目的

no dot1x logging verbose

冗長な 802.1x 認証メッセージをフィルタに掛け
ます（Cisco IOS Release 12.2(55) SE 以降）

出力フィールドの詳細については、このリリースに対応するコマンド リファレンスを参照してく
ださい。

IEEE 802.1x ポートベース認証に関するその他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

セッション アウェアなネットワーキングに対す
るアイデンティティ コントロール ポリシーお
よびアイデンティティ サービス テンプレート
の設定。

『Session Aware Networking Configuration Guide,
Cisco IOS XE Release 3SE (Catalyst 3850
Switches)』
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/san/
configuration/xe-3se/3850/san-xe-3se-3850-book.html

RADIUS、TACACS+、Secure Shell、802.1x およ 『Securing User Services Configuration Guide
Library, Cisco IOS XE Release 3SE (Catalyst 3850
び AAA の設定。
Switches)』
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/
security/config_library/xe-3se/3850/
secuser-xe-3se-3850-library.html

エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

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

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

シスコのテクニカル サポート
説明

Link

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

802.1x ポートベースの認証の機能情報
リリース

機能情報

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
ネットワーク内のすべての Catalyst スイッチで
の同一認証方法の使用をサポートします。
認証マネージャからの冗長システム メッセージ
のフィルタリングをサポートします。
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章

Web ベース認証の設定
この章では、Web ベースの認証を設定する方法について説明します。この章の内容は、次のとお
りです。
• 機能情報の確認, 1871 ページ
• Web ベース認証の概要, 1871 ページ
• Web ベース認証の設定方法, 1882 ページ
• Web ベース認証ステータスのモニタリング, 1898 ページ
• Web ベース認証の機能情報, 1898 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

Web ベース認証の概要
IEEE 802.1x サプリカントが実行されていないホスト システムのエンド ユーザを認証するには、
Web 認証プロキシと呼ばれる Web ベース認証機能を使用します。

（注）

Web ベース認証は、レイヤ 2 およびレイヤ 3 インターフェイス上に設定できます。
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HTTP セッションを開始すると、Web ベース認証は、ホストからの入力 HTTP パケットを代行受
信し、ユーザに HTML ログイン ページを送信します。ユーザはクレデンシャルを入力します。こ
のクレデンシャルは、Web ベース認証機能により、認証のために認証、許可、アカウンティング
（AAA）サーバに送信されます。
認証が成功すると、Web ベース認証はログイン成功 HTML ページをホストに送信し、AAA サー
バから返されたアクセス ポリシーを適用します。
認証に失敗した場合、Web ベース認証は、ログインの失敗を示す HTML ページをユーザに転送
し、ログインを再試行するように、ユーザにプロンプトを表示します。最大試行回数を超過した
場合、Web ベース認証は、ログインの期限切れを示す HTML ページをホストに転送し、このユー
ザは待機期間中、ウォッチ リストに載せられます。

（注）

中央 Web 認証リダイレクト用の HTTPS トラフィック インターセプションはサポートされてい
ません。

（注）

グローバル パラメータ マップ（method-type、custom、redirect）は、すべてのクライアントお
よび SSID で同じ Web 認証方式（consent、web consent、webauth など）を使用するときにのみ
使用する必要があります。これにより、すべてのクライアントが同じ Web 認証方式になりま
す。
要件により、1 つの SSID に consent、別の SSID に webauth を使用する場合、名前付きパラメー
タ マップを 2 つ使用する必要があります。1 番目のパラメータ マップには consent を設定し、
2 番目のパラメータ マップには webauth を設定する必要があります。

（注）

Webauth クライアントの認証試行時に受信する traceback には、パフォーマンスや行動への影響
はありません。これは、ACL アプリケーションの EPM に FFM が返信したコンテキストがす
でにキュー解除済み（タイマーの有効期限切れの可能性あり）で、セッションが「未承認」に
なった場合にまれに発生します。

デバイスのロール
Web ベース認証では、ネットワーク上のデバイスに次のような固有の役割があります。
• クライアント：LAN およびサービスへのアクセスを要求し、スイッチからの要求に応答する
デバイス（ワークステーション）。このワークステーションでは、Java Script がイネーブル
に設定された HTML ブラウザが実行されている必要があります。
• 認証サーバ：クライアントを認証します。認証サーバはクライアントの識別情報を確認し、
そのクライアントが LAN およびスイッチのサービスへのアクセスを許可されたか、あるい
はクライアントが拒否されたのかをスイッチに通知します。
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• スイッチ：クライアントの認証ステータスに基づいて、ネットワークへの物理アクセスを制
御します。スイッチはクライアントと認証サーバとの仲介デバイス（プロキシ）として動作
し、クライアントに識別情報を要求し、その情報を認証サーバで確認し、クライアントに応
答をリレーします。
次の図は、ネットワーク上でのこれらのデバイスの役割を示します。
図 94：Web ベース認証デバイスの役割

ホストの検出
スイッチは、検出されたホストに関する情報を格納するために、IP デバイス トラッキング テーブ
ルを維持します。

（注）

デフォルトでは、スイッチの IP 装置追跡機能はディセーブルにされています。Web ベース認
証を使用するには、IP デバイスのトラッキング機能をイネーブルにする必要があります。
レイヤ 2 インターフェイスでは、Web ベース認証は、これらのメカニズムを使用して、IP ホスト
を検出します。
• ARP ベースのトリガー：ARP リダイレクト ACL により、Web ベース認証は、スタティック
IP アドレス、またはダイナミック IP アドレスを持つホストを検出できます。
• ダイナミック ARP インスペクション
• DHCP スヌーピング：スイッチがホストの DHCP バインディング エントリを作成するときに
Web ベース認証が通知されます。

セッションの作成
Web ベース認証により、新しいホストが検出されると、次のようにセッションが作成されます。
• 例外リストをレビューします。
ホスト IP が例外リストに含まれている場合、この例外リスト エントリからポリシーが適用
され、セッションが確立されます。
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• 認証バイパスをレビューします。
ホスト IP が例外リストに含まれていない場合、Web ベース認証は応答しないホスト（NRH）
要求をサーバに送信します。
サーバの応答が access accepted であった場合、認証はこのホストにバイパスされます。セッ
ションが確立されます。
• HTTP インターセプト ACL を設定します。
NRH 要求に対するサーバの応答が access rejected であった場合、HTTP インターセプト ACL
がアクティブ化され、セッションはホストからの HTTP トラフィックを待機します。

認証プロセス
Web ベース認証をイネーブルにすると、次のイベントが発生します。
• ユーザが HTTP セッションを開始します。
• HTTP トラフィックが代行受信され、認証が開始されます。スイッチは、ユーザにログイン
ページを送信します。ユーザはユーザ名とパスワードを入力します。スイッチはこのエント
リを認証サーバに送信します。
• 認証に成功した場合、スイッチは認証サーバからこのユーザのアクセス ポリシーをダウン
ロードし、アクティブ化します。ログインの成功ページがユーザに送信されます
• 認証に失敗した場合は、スイッチはログインの失敗ページを送信します。ユーザはログイン
を再試行します。失敗の回数が試行回数の最大値に達した場合、スイッチはログイン期限切
れページを送信します。このホストはウォッチ リストに入れられます。ウォッチ リストの
タイム アウト後、ユーザは認証プロセスを再試行することができます。
• 認証サーバがスイッチに応答せず、AAA 失敗ポリシーが設定されている場合、スイッチはホ
ストに失敗アクセス ポリシーを適用します。ログインの成功ページがユーザに送信されます
• ホストがレイヤ 2 インターフェイス上の ARP プローブに応答しなかった場合、またはホスト
がレイヤ 3 インターフェイスでアイドル タイムアウト内にトラフィックを送信しなかった場
合、スイッチはクライアントを再認証します。
• この機能は、ダウンロードされたタイムアウト、またはローカルに設定されたセッション タ
イムアウトを適用します。

（注）

Cisco IOS XE Denali 16.1.1 以降では、WLC での Web ベース認証のデフォルト
のセッション タイムアウト値は 1800 秒です。Cisco IOS XE Denali 16.1.1 より
前は、デフォルトのセッション タイムアウト値は無限の秒数でした。

• Termination-Action が RADIUS である場合、この機能は、サーバに NRH 要求を送信します。
Termination-Action は、サーバからの応答に含まれます。
• Termination-Action がデフォルトである場合、セッションは廃棄され、適用されたポリシーは
削除されます。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
1874

OL-30686-01-J

Web ベース認証の概要

ローカル Web 認証バナー
Web 認証を使用して、デフォルトのカスタマイズ済み Web ブラウザ バナーを作成して、スイッ
チにログインしたときに表示するようにできます。
このバナーは、ログインページと認証結果ポップアップページの両方に表示されます。デフォル
トのバナー メッセージは次のとおりです。
• 認証成功
• 認証失敗
• 認証期限切れ
ローカル ネットワーク認証バナーは、レガシーおよび新スタイル（セッション アウェア）の CLI
で次のように設定できます。
• レガシー モード：ip admission auth-proxy-banner http グローバル コンフィギュレーション コ
マンドを使用します。
• 新スタイル モード：parameter-map type webauth global banner グローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。
ログイン ページには、デフォルトのバナー、Cisco Systems、および Switch host-name Authentication
が表示されます。Cisco Systems は認証結果ポップアップ ページに表示されます。
図 95：認証成功バナー

バナーは次のようにカスタマイズ可能です。
• スイッチ名、ルータ名、または会社名などのメッセージをバナーに追加する。
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◦ レガシー モード：ip admission auth-proxy-banner http banner-text グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。
◦ 新スタイル モード：parameter-map type webauth global banner グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。
• ロゴまたはテキスト ファイルをバナーに追加する。
• レガシー モード：ip admission auth-proxy-banner http file-path グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。
• 新スタイル モード：parameter-map type webauth global banner グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。
図 96：カスタマイズされた Web バナー
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バナーがイネーブルにされていない場合、Web 認証ログイン画面にはユーザ名とパスワードのダ
イアログボックスだけが表示され、スイッチにログインしたときにはバナーは表示されません。
図 97：バナーが表示されていないログイン画面

詳細については、セッション対応『Session Aware Networking Configuration Guide』、『Cisco IOS
XE Release 3SE (Catalyst 3850 Switches) Session Aware Networking Configuration Guide』、『Cisco IOS
XE Release 3SE (Catalyst 3850 Switches)』、および『Web Authentication Enhancements - Customizing
Authentication Proxy』 Web ページを参照してください。

Web 認証カスタマイズ可能な Web ページ
Web ベース認証プロセスでは、スイッチ内部の HTTP サーバは、認証中のクライアントに配信さ
れる 4 種類の HTML ページをホストします。サーバはこれらのページを使用して、ユーザに次の
4 種類の認証プロセス ステートを通知します。
• ログイン：資格情報が要求されています。
• 成功：ログインに成功しました。
• 失敗：ログインに失敗しました。
• 期限切れ：ログインの失敗回数が多すぎて、ログイン セッションが期限切れになりました。
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ガイドライン
• デフォルトの内部 HTML ページの代わりに、独自の HTML ページを使用することができま
す。
• ロゴを使用することもできますし、ログイン、成功、失敗、および期限切れ Web ページでテ
キストを指定することもできます。
• バナー ページで、ログイン ページのテキストを指定できます。
• これらのページは、HTML で記述されています。
• 成功ページには、特定の URL にアクセスするための HTML リダイレクト コマンドを記入す
る必要があります。
• この URL 文字列は有効な URL（例：http://www.cisco.com）でなければなりません。不完全
な URL は、Web ブラウザで、「ページが見つかりません」またはこれに類似するエラーの
原因となる可能性があります。
• HTTP 認証で使用される Web ページを設定する場合、これらのページには適切な HTML コマ
ンド（例：ページのタイム アウトを設定、暗号化されたパスワードの設定、同じページが 2
回送信されていないことの確認など）を記入する必要があります.
• 設定されたログイン フォームがイネーブルにされている場合、特定の URL にユーザをリダ
イレクトする CLI コマンドは使用できません。管理者は、Web ページにリダイレクトが設定
されていることを保証する必要があります。
• 認証後、特定の URL にユーザをリダイレクトする CLI コマンドを入力してから、Web ペー
ジを設定するコマンドを入力した場合、特定の URL にユーザをリダイレクトする CLI コマ
ンドは効力を持ちません。
• 設定された Web ページは、スイッチのブート フラッシュ、またはフラッシュにコピーでき
ます。
• スタック可能なスイッチでは、スタック マスターまたはスタック メンバーのフラッシュか
ら設定済みのページにアクセスできます。
• ログイン ページを 1 つのフラッシュ上に、成功ページと失敗ページを別のフラッシュ（たと
えば、スタック マスター、またはメンバのフラッシュ）にすることができます。
• 4 ページすべてを設定する必要があります。
• Web ページを使ってバナー ページを設定した場合、このバナー ページには効果はありませ
ん。
• システム ディレクトリ（たとえば、flash、disk0、disk）に保存されていて、ログイン ページ
に表示する必要のあるロゴ ファイル（イメージ、フラッシュ、オーディオ、ビデオなど）す
べてには、必ず、web_auth_<filename> の形式で名前をつけてください。
• 設定された認証プロキシ機能は、HTTP と SSL の両方をサポートしています。
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デフォルトの内部 HTML ページの代わりに、自分の HTML ページを使用することができます。認
証後のユーザのリダイレクト先で、内部成功ページの代わりとなる URLを指定することもできま
す。
図 98：カスタマイズ可能な認証ページ

認証プロキシ Web ページの注意事項
カスタマイズされた認証プロキシ Web ページを設定する際には、次の注意事項に従ってくださ
い。
• カスタム Web ページ機能をイネーブルにするには、カスタム HTML ファイルを 4 個すべて
指定します。指定したファイルの数が 4 個未満の場合、内部デフォルト HTML ページが使用
されます。
• これら 4 個のカスタム HTML ファイルは、スイッチのフラッシュ メモリ内に存在しなけれ
ばなりません。各 HTML ファイルの最大サイズは 8 KB です。
• カスタム ページ上のイメージはすべて、アクセス可能は HTTP サーバ上に存在しなければな
りません。インターセプト ACL は、管理ルール内で設定します。
• カスタム ページからの外部リンクはすべて、管理ルール内でのインターセプト ACL の設定
を必要とします。
• 有効な DNS サーバにアクセスするには、外部リンクまたはイメージに必要な名前解決で、
管理ルール内にインターセプト ACL を設定する必要があります。
• カスタム Web ページ機能がイネーブルに設定されている場合、設定された auth-proxy-banner
は使用されません。
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• カスタム Web ページ機能がイネーブルに設定されている場合、ログインの成功に対するリダ
イレクション URL は使用できません。
• カスタム ファイルの指定を解除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
カスタム ログイン ページはパブリック Web フォームであるため、このページについては、次の
注意事項に従ってください。
• ログインフォームは、ユーザによるユーザ名とパスワードの入力を受け付け、これらをuname
および pwd として示す必要があります。
• カスタム ログイン ページは、ページ タイムアウト、暗号化されたパスワード、冗長送信の
防止など、Web フォームに対するベスト プラクティスに従う必要があります。
関連トピック
認証プロキシ Web ページのカスタマイズ, （1890 ページ）

成功ログインに対するリダイレクト URL の注意事項
成功ログインに対するリダイレクション URLを設定する場合、次の注意事項に従ってください。
• カスタム認証プロキシ Web ページ機能がイネーブルに設定されている場合、リダイレクショ
ン URL 機能はディセーブルにされ、CLI では使用できません。リダイレクションは、カスタ
ム ログイン成功ページで実行できます。
• リダイレクション URL 機能がイネーブルに設定されている場合、設定された auth-proxy-banner
は使用されません。
• リダイレクション URL の指定を解除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
• Web ベースの認証クライアントが正常に認証された後にリダイレクション URL が必要な場
合、URL 文字列は有効な URL（たとえば http://）で開始し、その後に URL 情報が続く必要
があります。http:// を含まない URL が指定されると、正常に認証が行われても、そのリダイ
レクション URL によって Web ブラウザでページが見つからないまたは同様のエラーが生じ
る場合があります。
関連トピック
成功ログインに対するリダイレクション URL の指定, （1892 ページ）

その他の機能と Web ベース認証の相互作用
ポート セキュリティ
Web ベース認証とポート セキュリティは、同じポートに設定できます。Web ベース認証はポート
を認証し、ポート セキュリティは、クライアントの MAC アドレスを含むすべての MAC アドレ
スに対するネットワーク アクセスを管理します。この場合、このポートを介してネットワークへ
アクセスできるクライアントの数とグループを制限できます。
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関連トピック
ポート セキュリティのイネーブル化および設定, （1923 ページ）

LAN ポート IP
LAN ポート IP（LPIP）とレイヤ 2 Web ベース認証は、同じポートに設定できます。ホストは、ま
ず Web ベース認証、次に LPIP ポスチャ検証を使用して認証されます。LPIP ホスト ポリシーは、
Web ベース認証のホスト ポリシーに優先されます。
Web ベース認証のアイドル時間が満了すると、NAC ポリシーは削除されます。ホストが認証さ
れ、ポスチャが再度検証されます。

Gateway IP
VLAN のいずれかのスイッチ ポートで Web ベース認証が設定されている場合、レイヤ 3 VLAN イ
ンターフェイス上にゲートウェイ IP（GWIP）を設定することはできません。
Web ベース認証はゲートウェイ IP と同じレイヤ 3 インターフェイスに設定できます。ソフトウェ
アで、両方の機能のホスト ポリシーが適用されます。GWIP ホスト ポリシーは、Web ベース認証
のホスト ポリシーに優先されます。

ACL
インターフェイスで VLAN ACL、または Cisco IOS ACL を設定した場合、ACL は、Web ベース認
証のホスト ポリシーが適用された後だけ、ホスト トラフィックに適用されます。
レイヤ 2 Web ベース認証では、ポートに接続されたホストからの入力トラフィックについて、ポー
ト ACL（PACL）をデフォルトのアクセス ポリシーとして設定することが、必須ではないですが
より安全です。認証後、Web ベース認証のホスト ポリシーは、PACL に優先されます。ポートに
設定された ACL がなくても、ポリシー ACL はセッションに適用されます。
MAC ACL と Web ベース認証を同じインターフェイスに設定することはできません。
アクセス VLAN が VACL キャプチャ用に設定されているポートには Web ベース認証は設定でき
ません。

コンテキストベース アクセス コントロール
コンテキストベース アクセス コントロール（CBAC）が、ポート VLAN のレイヤ 3 VLAN イン
ターフェイスで設定されている場合、レイヤ 2 ポートで Web ベース認証は設定できません。

EtherChannel
Web ベース認証は、レイヤ 2 EtherChannel インターフェイス上に設定できます。Web ベース認証
設定は、すべてのメンバ チャネルに適用されます。
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Web ベース認証の設定方法
デフォルトの Web ベース認証の設定
次の表に、デフォルトの Web ベース認証の設定を示しています。
表 141：デフォルトの Web ベース認証の設定

機能

デフォルト設定

AAA

ディセーブル

RADIUS サーバ

• 指定なし

• IP アドレス

• 1645

• UDP 認証ポート

• 指定なし

• Key
無活動タイムアウトのデフォルト値

3600 秒

無活動タイムアウト

イネーブル

Web ベース認証の設定に関する注意事項と制約事項
• Web ベース認証は入力だけの機能です。
• Web ベース認証は、アクセス ポートだけで設定できます。Web ベース認証は、トランク ポー
ト、EtherChannel メンバ ポート、またはダイナミック トランク ポートではサポートされて
いません。
• スイッチが特定のホストまたは Web サーバにクライアントをリダイレクトしてログイン メッ
セージを表示する場合、外部 Web 認証はサポートされません。
• スタティックな ARP キャッシュが割り当てられているレイヤ 2 インターフェイス上のホスト
は認証できません。これらのホストは ARP メッセージを送信しないため、Web ベース認証
機能では検出されません。
• デフォルトでは、スイッチの IP 装置追跡機能はディセーブルにされています。Web ベース
認証を使用するには、IPデバイスのトラッキング機能をイネーブルにする必要があります。
• スイッチ HTTP サーバを実行するには、IP アドレスを少なくとも 1 つ設定する必要がありま
す。また、各ホスト IP アドレスに到達するようにルートを設定する必要もあります。HTTP
サーバは、ホストに HTTP ログイン ページを送信します。
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• 2 ホップ以上離れたところにあるホストでは、STP トポロジの変更により、ホスト トラフィッ
クの到着するポートが変わってしまった場合、トラフィックが停止する可能性があります。
これは、レイヤ 2（STP）トポロジの変更後に、ARP および DHCP の更新が送信されていな
い場合に発生します。
• Web ベース認証は、ダウンロード可能なホスト ポリシーとして、VLAN 割り当てをサポート
していません。
• Web ベース認証はセッション認識型ポリシー モードで IPv6 をサポートします。IPv6 Web 認
証には、スイッチで設定された少なくても 1 つの IPv6 アドレスおよびスイッチ ポートに設
定設定された IPv6 スヌーピングが必要です。
• Web ベース認証および Network Edge Access Topology（NEAT）は、相互に排他的です。イン
ターフェイス上で NEAT がイネーブルの場合、Web ベース認証を使用できず、インターフェ
イス上で Web ベース認証が実行されている場合は、NEAT を使用できません。
• Web ベース認証 NRH（応答しないホスト）は、音声デバイスではサポートされません。
• パスワード認証プロトコル（PAP）のみがコントローラの Web ベースの RADIUS 認証でサ
ポートされます。チャレンジ ハンドシェイク認証プロトコル（CHAP）は、コントローラの
Web ベースの RADIUS 認証でサポートされません。
• スイッチから RADIUS サーバへの通信の設定に使用される次の RADIUS セキュリティ サー
バ設定を確認します。
◦ ホスト名
◦ ホスト IP アドレス
◦ ホスト名と特定の UDP ポート番号
◦ IP アドレスと特定の UDP ポート番号
IP アドレスと UDP ポート番号の組み合わせによって、一意の ID が作成され、サーバの同一
IP アドレス上にある複数の UDP ポートに RADIUS 要求を送信できるようになります。同じ
RADIUS サーバ上の異なる 2 つのホスト エントリに同じサービス（たとえば認証）を設定し
た場合、2 番めに設定されたホスト エントリは、最初に設定されたホスト エントリのフェー
ルオーバー バックアップとして動作します。RADIUS ホスト エントリは、設定した順序に
従って選択されます。
• RADIUS サーバ パラメータを設定する場合は、次の点に注意してください。
◦ 別のコマンドラインに、key string を指定します。
◦ key string には、スイッチと RADIUS サーバ上で動作する RADIUS デーモンとの間で使
用する認証および暗号キーを指定します。キーは、RADIUS サーバで使用する暗号化
キーに一致するテキスト ストリングでなければなりません。
◦ key string を指定する場合、キーの中間、および末尾にスペースを使用します。キーに
スペースを使用する場合は、引用符がキーの一部分である場合を除き、引用符でキーを
囲まないでください。キーは RADIUS デーモンで使用する暗号に一致している必要があ
ります。
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◦ すべての RADIUS サーバについて、タイムアウト、再送信回数、および暗号キー値をグ
ローバルに設定するには、radius-server host グローバル コンフィギュレーション コマ
ンドを使用します。これらのオプションをサーバ単位で設定するには、radius-server
timeout、radius-server transmit、および radius-server key グローバル コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用します。詳細については、『Cisco IOS Security Configuration Guide,
Release 12.4』および『Cisco IOS Security Command Reference, Release 12.4』を参照してく
ださい。

（注）

RADIUS サーバでは、スイッチの IP アドレス、サーバとスイッチで共有され
る key string、およびダウンロード可能な ACL（DACL）などの設定を行う必
要があります。詳細については、RADIUS サーバのマニュアルを参照してくだ
さい。

Web ベース認証の設定タスク リスト
認証ルールとインターフェイスの設定
この項での例は、レガシー スタイルの設定です。新しいスタイルの設定については、『Session
Aware Networking Configuration Guide, Cisco IOS XE Release 3SE (Catalyst 3850 Switches)』を参照して
ください。
認証ルールおよびインターフェイスを設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
パスワードを入力します（要求された場
合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ip admissionname nameproxyhttp

Web ベース許可の認証ルールを設定しま
す。

例：
Device(config)# ip admission name

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
1884

OL-30686-01-J

Web ベース認証の設定方法

コマンドまたはアクション

目的

webauth1 proxy http

ステップ 4

interface type slot/port
例：
Device(config)# interface
gigabitEthernet1/0/1

ステップ 5

ip access-group name

インターフェイス コンフィギュレーション
モードを開始し、Web ベース認証をイネー
ブルにする入力レイヤ 2 またはレイヤ 3 イ
ンターフェイスを指定します。
type には、fastethernet、gigabit ethernet、ま
たは tengigabitethernet を指定できます。
デフォルト ACL を適用します。

例：
Device(config-if)# ip
access-group webauthag

ステップ 6

ip admissionname

インターフェイスの Web ベース認可の認
証ルールを設定します。

例：
Device(config)# ip admission name

ステップ 7

exit

コンフィギュレーション モードに戻りま
す。

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 8

ip device tracking

IP デバイス トラッキング テーブルをイネー
ブルにします。

例：
Device(config)# ip device
tracking

ステップ 9

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 10

show ip admission status

設定を表示します。

例：
Device# show ip admission status
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コマンドまたはアクション
ステップ 11

目的

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

AAA 認証の設定
AAA 認証を設定するには、次の手順を実行します。

（注）

dACL などの機能を使用する予定の場合は、AAA 認証にデフォルトのリストを使用します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにしま
す。パスワードを入力します（要求さ
れた場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

aaa new-model

AAA 機能をイネーブルにします。

例：
Device(config)# aaa new-model

ステップ 4

aaa authentication login default group
{tacacs+ | radius}

ログイン時の認証方法のリストを定義
します。

例：
Device(config)# aaa authentication
login default group tacacs+
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

aaa authorization auth-proxy default
group {tacacs+ | radius}

Web ベース許可の許可方式リストを作
成します。

例：
Device(config)# aaa authorization
auth-proxy default group tacacs+

ステップ 6

tacacs-server host {hostname | ip_address} AAA サーバを指定します。
例：
Device(config)# tacacs-server host
10.1.1.1

ステップ 7

tacacs-server key {key-data}
例：

スイッチと TACACS サーバとの間で
使用される許可および暗号キーを設定
します。

Device(config)# tacacs-server key

ステップ 8

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 9

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 10

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーションファ
イルに設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

スイッチ/RADIUS サーバ間通信の設定
RADIUS サーバのパラメータを設定するには、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ip radius source-interface vlan
vlan interface number

RADIUS パケットが、指定されたインターフェイ
スの IP アドレスを含むように指定します。

例：
Device(config)# ip radius
source-interface vlan 80

ステップ 4

radius-server host {hostname |
ip-address} test username
username
例：
Device(config)# radius-server
host 172.l20.39.46 test
username user1

リモート RADIUS サーバのホスト名または IP ア
ドレスを指定します。
test username username は、RADIUS サーバ接続
の自動テストをイネーブルにするオプションで
す。指定された username は有効なユーザ名であ
る必要はありません。
key オプションは、スイッチと RADIUS サーバの
間で使用される認証と暗号キーを指定します。
複数の RADIUS サーバを使用するには、それぞれ
のサーバでこのコマンドを入力してください。

ステップ 5

radius-server key string
例：

スイッチと、RADIUS サーバで動作する RADIUS
デーモン間で使用される認証および暗号キーを設
定します。

Device(config)# radius-server
key rad123

ステップ 6

radius-server dead-criteria tries RADIUS サーバに送信されたメッセージへの応答
num-tries
がない場合に、このサーバが非アクティブである
と見なすまでの送信回数を指定します。指定でき
例：
る num-tries の範囲は 1 ～ 100 です。
Device(config)# radius-server
dead-criteria tries 30
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

HTTP サーバの設定
Web ベース認証を使用するには、Device で HTTP サーバをイネーブルにする必要があります。こ
のサーバは HTTP または HTTPS のいずれかについてイネーブルにできます。

（注）

Apple の疑似ブラウザは、ip http secure-server コマンドだけを設定すると開きません。 ip http
server コマンドも設定する必要があります。
HTTP または HTTPS のいずれかでサーバをイネーブルにするには、次の手順を実行します。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ip http server
例：

HTTP サーバをイネーブルにします。Web ベース認
証機能は、HTTPサーバを使用してホストと通信し、
ユーザ認証を行います。

Device(config)# ip http
server
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コマンドまたはアクション 目的
ステップ 4

ステップ 5

ip http secure-server

HTTPS をイネーブルにします。

例：

カスタム認証プロキシ Web ページを設定するか、成
功ログインのリダイレクション URL を指定します。

Device(config)# ip http
secure-server

（注）

end

特権 EXEC モードに戻ります。

ip http secure-server コマンドを入力したと
きに、セキュア認証が確実に行われるよう
にするには、ユーザが HTTP 要求を送信し
た場合でも、ログインページは必ずHTTPS
（セキュア HTTP）形式になるようにしま
す。

例：
Device(config)# end

認証プロキシ Web ページのカスタマイズ
Web ベースの認証中に、Deviceのデフォルト HTML ページではなく 4 種類の代わりの HTML ペー
ジがユーザに表示されるように、Web 認証を設定できます。
この機能のための同等のセッション認識型ネットワーク設定の例については、『Session Aware
Networking Configuration Guide, Cisco IOS XE Release 3SE (Catalyst 3850 Switches)』マニュアルの「ア
イデンティティ制御ポリシーの設定」の章の「Web ベース認証のパラメータ マップの設定」の項
を参照してください。
カスタム認証プロキシ Web ページの使用を指定するには、次の手順を実行してください。

はじめる前に
Deviceのフラッシュ メモリにカスタム HTML ファイルを保存します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
パスワードを入力します（要求された場
合）。

例：
Device> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ip admission proxy http login page file
device:login-filename
例：
Device(config)# ip admission proxy
http login page file disk1:login.htm

ステップ 4

Deviceのメモリ ファイル システム内で、
デフォルトのログイン ページの代わりに
使用するカスタム HTML ファイルの場所
を指定します。device: はフラッシュ メモ
リです。

ip admission proxy http success page file デフォルトのログイン成功ページの代わり
device:success-filename
に使用するカスタム HTML ファイルの場
所を指定します。
例：
Device(config)# ip admission proxy
http success page file
disk1:success.htm

ステップ 5

ip admission proxy http failure page file デフォルトのログイン失敗ページの代わり
device:fail-filename
に使用するカスタム HTML ファイルの場
所を指定します。
例：
Device(config)# ip admission proxy
http fail page file disk1:fail.htm

ステップ 6

ip admission proxy http login expired
page file device:expired-filename

デフォルトのログイン失効ページの代わり
に使用するカスタム HTML ファイルの場
所を指定します。

例：
Device(config)# ip admission proxy
http login expired page file
disk1:expired.htm

ステップ 7

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end
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関連トピック
認証プロキシ Web ページの注意事項, （1879 ページ）

成功ログインに対するリダイレクション URL の指定
認証後に内部成功 HTML ページを効果的に置き換えユーザのリダイレクト先となる URL を指定
するためには、次の手順を実行してください。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
パスワードを入力します（要求された場
合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ip admission proxy http success
redirect url-string

デフォルトのログイン成功ページの代わり
にユーザをリダイレクトする URL を指定
します。

例：
Device(config)# ip admission proxy
http success redirect
www.example.com

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

関連トピック
成功ログインに対するリダイレクト URL の注意事項, （1880 ページ）

Web ベース認証パラメータの設定
クライアントが待機時間中にウォッチ リストに掲載されるまで許容される失敗ログイン試行の最
大回数を設定するには、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXECモードをイネーブルにします。
パスワードを入力します（要求された場
合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ip admission max-login-attempts
number

失敗ログイン試行の最大回数を設定しま
す。指定できる範囲は 1 ～ 2147483647 回
です。デフォルトは 5 分です。

例：
Device(config)# ip admission
max-login-attempts 10

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 5

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイ
ルに設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

Web ベース認証ローカル バナーの設定
Web 認証が設定されているスイッチにローカル バナーを設定するには、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
パスワードを入力します（要求された場
合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ip admission auth-proxy-banner http ローカル バナーをイネーブルにします。
[banner-text | file-path]
（任意）C banner-text C（C は区切り文字）、
またはバナーに表示されるファイル（たとえ
例：
ば、ロゴまたはテキスト ファイル）のファ
Device(config)# ip admission
イル パスを入力して、カスタム バナーを作
auth-proxy-banner http C My
成します。
Switch C

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 5

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 6

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

SVI なしの Web ベース認証の設定
ルーティング テーブルに IP アドレスを作成せずに、HTML のログイン ページがクライアントに
リダイレクトする SVI 機能なしの Web ベースの認証を設定します。これらの手順は任意です。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パ
スワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

parameter-map type webauth
global
例：
Device (config)# parameter-map
type webauth global

ステップ 4

l2-webauth-enabled

パラメータ マップを作成し、parameter-map
webauth コンフィギュレーション モードを開
始します。グローバル キーワードで定義され
たグローバル パラメータ マップでサポートさ
れる特定のコンフィギュレーション コマンド
は、parameter-map-name 引数で定義された名前
付きパラメータ マップでサポートされるコマ
ンドとは異なります。
SVI 機能なしの Web ベースの認証を有効にし
ます

例：
Device
(config-params-parameter-map)#
l2-webauth-enabled

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 6

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 7

copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに
設定を保存します。
例：
Device# copy running-config
startup-config
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VRF 認識による Web ベース認証の設定
HTML のログイン ページがクライアントにリダイレクトする VRF 認識による Web ベース認証を
設定します。これらの手順は任意です。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パ
スワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

parameter-map type webauth
global
例：
Device (config)# parameter-map
type webauth global

ステップ 4

webauth-vrf-aware

パラメータ マップを作成し、parameter-map
webauth コンフィギュレーション モードを開始
します。グローバル キーワードで定義された
グローバル パラメータ マップでサポートされ
る特定のコンフィギュレーションコマンドは、
parameter-map-name 引数で定義された名前付き
パラメータ マップでサポートされるコマンド
とは異なります。
SVI で Web ベース認証の VRF 認識機能を有効
にします。

例：
Device
(config-params-parameter-map)#
webauth-vrf-aware

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 7

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

Web ベース認証キャッシュ エントリの削除
Web ベース認証キャッシュ エントリを削除するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXECモードをイネーブルにします。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

clear ip auth-proxy cache {* | host Delete 認証プロキシ エントリを削除します。キャッ
ip address}
シュ エントリすべてを削除するには、アスタリス
クを使用します。シングル ホストのエントリを削
例：
除するには、具体的な IP アドレスを入力します。
Device# clear ip auth-proxy
cache 192.168.4.5

ステップ 3

clear ip admission cache {* | host Delete 認証プロキシ エントリを削除します。キャッ
ip address}
シュ エントリすべてを削除するには、アスタリス
クを使用します。シングル ホストのエントリを削
例：
除するには、具体的な IP アドレスを入力します。
Device# clear ip admission
cache 192.168.4.5
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Web ベース認証ステータスのモニタリング
すべてのインターフェイスまたは特定のポートに対する Web ベース認証設定を表示するには、こ
のトピックのコマンドを使用します。
表 142：特権 EXEC 表示コマンド

コマンド

目的

show authentication sessions method webauth

FastEthernet、ギガビット イーサネット、または
10 ギガビット イーサネットのすべてのインター
フェイスに対する Web ベースの認証設定を表
示します。

show wireless client mac-address a.a.a detail

セッション固有のワイヤレス情報とワイヤレス
状態を表示します。

show authentication sessions interface
type slot/port[details]

FastEthernet、ギガビット イーサネット、または
10 ギガビット イーサネットの特定のインター
フェイスに対する Web ベースの認証設定を表
示します。
セッション認識型ネットワーク モードでは、
show access-session interface コマンドを使用し
ます。

Web ベース認証の機能情報
リリース

機能情報

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されます。
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ポート単位のトラフィック制御の設定
• ポートベースのトラフィック制御の概要, 1900 ページ
• 機能情報の確認, 1900 ページ
• ストーム制御に関する情報, 1901 ページ
• ストーム制御の設定方法, 1903 ページ
• 機能情報の確認, 1908 ページ
• 保護ポートに関する情報, 1908 ページ
• 保護ポートの設定方法, 1909 ページ
• 保護ポートのモニタリング, 1911 ページ
• 次の作業, 1911 ページ
• その他の参考資料, 1911 ページ
• 機能情報, 1912 ページ
• 機能情報の確認, 1912 ページ
• ポート ブロッキングに関する情報, 1913 ページ
• ポート ブロッキングの設定方法, 1913 ページ
• ポート ブロッキングのモニタリング, 1915 ページ
• 次の作業, 1915 ページ
• その他の参考資料, 1915 ページ
• 機能情報, 1916 ページ
• ポート セキュリティの前提条件, 1917 ページ
• ポート セキュリティの制約事項, 1917 ページ
• ポート セキュリティの概要, 1917 ページ
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• ポート セキュリティの設定方法, 1923 ページ
• ポート セキュリティの設定例, 1945 ページ
• その他の参考資料, 1946 ページ
• 機能情報の確認, 1947 ページ
• プロトコル ストーム プロテクションに関する情報, 1947 ページ
• プロトコル ストーム プロテクションの設定方法, 1948 ページ
• プロトコル ストーム プロテクションのモニタリング, 1949 ページ
• その他の参考資料, 1950 ページ

ポートベースのトラフィック制御の概要
ポートベースのトラフィック制御は、特定トラフィック状態に応じてポートレベルでパケットを
フィルタまたはブロックするために使用する Cisco Catalyst スイッチ上のレイヤ 2 機能の組み合わ
せです。次のポート ベースのトラフィック制御機能が、このガイドの記述対象の Cisco IOS リリー
スでサポートされます。
• Storm Control
• 保護ポート
• ポート ブロッキング
• ポート セキュリティ
• プロトコル ストーム プロテクション

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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ストーム制御に関する情報
Storm Control
ストーム制御は、物理インターフェイスの 1 つで発生したブロードキャスト、マルチキャスト、
またはユニキャスト ストームによって LAN 上のトラフィックが混乱することを防ぎます。LAN
ストームは、LAN にパケットがフラッディングした場合に発生します。その結果、トラフィック
が極端に増えてネットワーク パフォーマンスが低下します。プロトコルスタックの実装エラー、
ネットワーク構成の間違い、またはユーザによって引き起こされる DoS 攻撃もストームの原因に
なります。
ストームコントロール（またはトラフィック抑制）は、インターフェイスからスイッチングバス
を通過するパケットをモニタし、パケットがユニキャスト、マルチキャスト、またはブロードキャ
ストのいずれであるかを判別します。スイッチは、1 秒間に受け取った特定のタイプのパケット
の数をカウントして、事前に定義された抑制レベルのしきい値とその測定結果を比較します。

トラフィック アクティビティの測定方法
ストーム制御は、次のうちのいずれかをトラフィック アクティビティの測定方法に使用します。
• 帯域幅（ブロードキャスト、マルチキャスト、またはユニキャスト トラフィックが使用でき
るポートの総帯域幅の割合）。
• 秒単位で受信するパケット（ブロードキャスト、マルチキャスト、またはユニキャスト）の
トラフィック レート
• 秒単位で受信するビット（ブロードキャスト、マルチキャスト、またはユニキャスト）のト
ラフィック レート
• 小さいフレームのトラフィック レートの秒単位のパケット数。この機能は、グローバルにイ
ネーブルです。小さいフレームのしきい値は、各インターフェイスで設定されます。
上記の方法のいずれを使用しても、しきい値に到達すると、ポートはトラフィックをブロックし
ます。トラフィック レートが下限しきい値（指定されている場合）を下回らない限り、ポートは
ブロックされたままになり、その後、通常の転送が再開されます。下限抑制レベルが指定されて
いない場合、トラフィック レートが上限抑制レベルを下回らない限り、スイッチはすべてのトラ
フィックをブロックします。一般に、そのレベルが高ければ高いほど、ブロードキャスト ストー
ムに対する保護効果は薄くなります。
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（注）

マルチキャスト トラフィックのストーム制御しきい値に達した場合、ブリッジ プロトコル
データ ユニット（BPDU）および Cisco Discovery Protocol（CDP）フレームなどの制御トラ
フィック以外のマルチキャスト トラフィックはすべてブロックされます。ただし、スイッチ
では Open Shortest Path First（OSPF）などのルーティング アップデートと、正規のマルチキャ
スト データ トラフィックは区別されないため、両方のトラフィック タイプがブロックされま
す。

トラフィック パターン
次の例は、一定時間におけるインターフェイス上のブロードキャストトラフィックパターンを示
しています。
図 99：ブロードキャスト ストーム制御の例

T1 から T2、T4 から T5 のタイム インターバルで、転送するブロードキャスト トラフィックが設
定されたしきい値を上回っています。指定のトラフィック量がしきい値を上回ると、次のインター
バルで、そのタイプのトラフィックがすべてドロップされます。したがって、T2 と T5 の後のイ
ンターバルの間、ブロードキャスト トラフィックがブロックされます。その次のインターバル
（たとえば、T3）では、しきい値を上回らない限り、ブロードキャスト トラフィックが再び転送
されます。
ストーム制御抑制レベルと 1 秒間のインターバルを組み合わせて、ストーム制御アルゴリズムの
動作を制御します。しきい値が高いほど、通過できるパケット数が多くなります。しきい値が
100% であれば、トラフィックに対する制限はありません。値を 0.0 にすると、そのポート上では
すべてのブロードキャスト、マルチキャスト、またはユニキャスト トラフィックがブロックされ
ます。

（注）

パケットは一定の間隔で届くわけではないので、トラフィック アクティビティを測定する 1
秒間のインターバルがストーム制御の動作を左右する可能性があります。
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各トラフィック タイプのしきい値を設定するには、storm-control インターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。

ストーム制御の設定方法
ストーム制御およびしきい値レベルの設定
ポートにストーム制御を設定し、特定のトラフィック タイプで使用するしきい値レベルを入力し
ます。
ただし、ハードウェアの制約とともに、さまざまなサイズのパケットをどのように数えるかとい
う問題があるので、しきい値の割合はあくまでも近似値です。着信トラフィックを形成するパケッ
トのサイズによって、実際に適用されるしきい値は設定されたレベルに対して、数 % の差異が生
じる可能性があります。

（注）

ストーム制御は、物理インターフェイスでサポートされています。また、EtherChannel でもス
トーム制御を設定できます。ストーム制御を EtherChannel で設定する場合、ストーム制御設定
は EtherChannel 物理インターフェイスに伝播します。
ストーム制御としきい値レベルを設定するには、次の手順を実行します。

はじめる前に
ストーム制御は、物理インターフェイスでサポートされています。また、EtherChannel でもストー
ム制御を設定できます。ストーム制御を EtherChannel で設定する場合、ストーム制御設定は
EtherChannel 物理インターフェイスに伝播します。

手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアク
ション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワードを入力
します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステッ
プ2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device# configure
terminal
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ステッ
プ3

コマンドまたはアク
ション

目的

interface interface-id

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

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

ステッ
プ4

storm-control {broadcast
| multicast | unicast} level
{level [level-low] | bps bps
[bps-low] | pps pps
[pps-low]}
例：
Device(config-if)#
storm-control unicast
level 87 65

ブロードキャスト、マルチキャスト、またはユニキャスト ス
トーム制御を設定します。デフォルトでは、ストーム制御は
ディセーブルに設定されています。
キーワードの意味は次のとおりです。
• level には、ブロードキャスト、マルチキャスト、または
ユニキャスト トラフィックの上限しきい値レベルを帯域
幅のパーセンテージで指定します（小数点第2位まで）。
上限しきい値に到達すると、ポートはトラフィックをブ
ロックします。指定できる範囲は 0.00 ～ 100.00 です。
• （任意）level-low には、下限しきい値レベルを帯域幅の
パーセンテージで指定します（小数点第 2 位まで）。こ
の値は上限抑制値より小さいか、または等しくなければ
なりません。トラフィックがこのレベルを下回っていれ
ば、ポートはトラフィックを転送します。下限抑制レベ
ルを設定しない場合、上限抑制レベルの値に設定されま
す。指定できる範囲は 0.00 ～ 100.00 です。
しきい値に最大値（100%）を指定した場合、トラフィッ
クの制限はなくなります。しきい値に 0.0 を設定すると、
そのポート上のすべてのブロードキャスト、マルチキャ
スト、またはユニキャスト トラフィックがブロックされ
ます。
• bps bps には、ブロードキャスト、マルチキャスト、また
はユニキャスト トラフィックの上限しきい値レベルを
ビット/秒で指定します（小数点第 1 位まで）。上限しき
い値に到達すると、ポートはトラフィックをブロックし
ます。指定できる範囲は 0.0 ～ 10000000000.0 です。
• （任意）bps-low には、下限しきい値レベルをビット/秒
で指定します（小数点第 1 位まで）。この値は上限しき
い値レベル以下の値である必要があります。トラフィッ
クがこのレベルを下回っていれば、ポートはトラフィッ
クを転送します。指定できる範囲は 0.0 ～ 10000000000.0
です。
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コマンドまたはアク
ション

目的
• pps pps には、ブロードキャスト、マルチキャスト、また
はユニキャスト トラフィックの上限しきい値レベルをパ
ケット/秒で指定します（小数点第 1 位まで）。上限しき
い値に到達すると、ポートはトラフィックをブロックし
ます。指定できる範囲は 0.0 ～ 10000000000.0 です。
• （任意）pps-low には、下限しきい値レベルをパケット/
秒で指定します（小数点第 1 位まで）。この値は上限し
きい値レベル以下の値である必要があります。トラフィッ
クがこのレベルを下回っていれば、ポートはトラフィッ
クを転送します。指定できる範囲は 0.0 ～ 10000000000.0
です。
BPS および PPS の設定には、しきい値の数値を大きく設定で
きるように、サフィックスに測定記号（k、m、g など）を使
用できます。

ステッ
プ5

storm-control action
{shutdown | trap}
例：
Device(config-if)#
storm-control action
trap

ストーム検出時に実行するアクションを指定します。デフォ
ルトではトラフィックにフィルタリングを実行し、トラップ
は送信しない設定です。
• ストーム中、ポートを error-disable の状態にするには、
shutdown キーワードを選択します。
• ストームが検出された場合、SNMP（簡易ネットワーク
管理プロトコル）トラップを生成するには、trap キー
ワードを選択します。

ステッ
プ6

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

ステッ
プ7

show storm-control
指定したトラフィック タイプについて、インターフェイスで
[interface-id] [broadcast | 設定したストーム制御抑制レベルを確認します。トラフィッ
multicast | unicast]
ク タイプを入力しない場合は、すべてのトラフィック タイプ
（ブロードキャスト、マルチキャスト、ユニキャスト）の詳
例：
細が表示されます。
Device# show
storm-control
gigabitethernet1/0/1
unicast
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ステッ
プ8

コマンドまたはアク
ション

目的

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存しま
す。

例：
Device# copy
running-config
startup-config

スモール フレーム到着レートの設定
67 バイト未満の着信 VLAN タグ付きパケットは、小さいフレームと見なされます。このパケット
はスイッチにより転送されますが、スイッチ ストーム制御カウンタを増加させません。
スイッチ上の小さいフレームの着信機能をグローバルにイネーブルにして、各インターフェイス
のパケットの小さいフレームのしきい値を設定します。最小サイズよりも小さく、指定されたレー
ト（しきい値）で着信するパケットは、ポートがディセーブルにされた後はドロップされます。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パ
スワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

errdisable detect cause small-frame スイッチ上の小さいフレームの着信レート機
能をイネーブルにします。
例：
Device(config)# errdisable
detect cause small-frame
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

errdisable recovery interval 間隔

（任意）指定された errdisable ステートから回
復する時間を指定します。

例：
Device(config)# errdisable
recovery interval 60

ステップ 5

errdisable recovery cause
small-frame
例：

ステップ 6

（任意）小さいフレームの着信によりポート
が errdisable になった後、そのポートを自動的
に再イネーブルにするリカバリ時間を設定し
ます。

Device(config)# errdisable
recovery cause small-frame

ストーム制御は、物理インターフェイスでサ
ポートされています。また、EtherChannel で
もストーム制御を設定できます。ストーム制
御を EtherChannel で設定する場合、ストーム
制御設定は EtherChannel 物理インターフェイ
スに伝播します。

interface interface-id

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

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

ステップ 7

small-frame violation-rate pps
例：
Device(config-if)# small-frame
violation rate 10000

ステップ 8

end

インターフェイスが着信パケットをドロップ
してポートを errdisable にするようにしきい値
レートを設定します。範囲は、1 ～ 10,000 パ
ケット/秒（pps）です。

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 9

show interfaces interface-id

設定を確認します。

例：
Device# show interfaces
gigabitethernet1/0/2
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ステップ 10

コマンドまたはアクション

目的

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 11

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

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

保護ポートに関する情報
保護ポート
アプリケーションによっては、あるネイバーが生成したトラフィックが別のネイバーにわからな
いように、同一スイッチ上のポート間でレイヤ 2 トラフィックが転送されないように設定する必
要があります。このような環境では、保護ポートを使用すると、スイッチ上のポート間でユニキャ
スト、ブロードキャスト、またはマルチキャスト トラフィックの交換が確実になくなります。
保護ポートには、次の機能があります。
• 保護ポートは、同様に保護ポートになっている他のポートに対して、ユニキャスト、マルチ
キャスト、またはブロードキャスト トラフィックを転送しません。データ トラフィックは
レイヤ 2 の保護ポート間で転送されません。PIM パケットなどは CPU で処理されてソフト
ウェアで転送されるため、このような制御トラフィックだけが転送されます。保護ポート間
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を通過するすべてのデータ トラフィックは、レイヤ 3 デバイスを介して転送されなければな
りません。
• 保護ポートと非保護ポート間の転送動作は、通常どおりに進みます。
スイッチ スタックは論理的には 1 つのスイッチを表しているため、レイヤ 2 トラフィックは、ス
タック内の同一スイッチか異なるスイッチかにかかわらず、スイッチ スタックの保護ポート間で
は転送されません。

保護ポートのデフォルト設定
デフォルトでは、保護ポートは定義されません。

保護ポートのガイドライン
保護ポートは、物理インターフェイス（GigabitEthernet ポート 1 など）または EtherChannel グルー
プ（port-channel 5 など）に設定できます。ポート チャネルで保護ポートをイネーブルにした場合
は、そのポート チャネル グループ内のすべてのポートでイネーブルになります。

保護ポートの設定方法
保護ポートの設定
はじめる前に
保護ポートは事前定義されていません。これは設定する必要があるタスクです。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにしま
す。パスワードを入力します（要求され
た場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバルコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

interface interface-id

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

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

ステップ 4

switchport protected

インターフェイスを保護ポートとして設
定します。

例：
Device(config-if)# switchport
protected

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 6

show interfaces interface-idswitchport 入力を確認します。
例：
Device# show interfaces
gigabitethernet1/0/1 switchport

ステップ 7

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 8

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファ
イルに設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config
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表 143：保護ポートの設定を表示するコマンド

コマンド

目的

show interfaces [interface-id] switchport

すべてのスイッチング（非ルーティング）ポートまた
は指定されたポートの管理ステータスまたは動作ス
テータスを、ポート ブロッキングおよびポート保護
の設定を含めて表示します。

次の作業
•

その他の参考資料
MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

1911

機能情報

シスコのテクニカル サポート
説明

Link

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

機能情報
リリース

機能情報

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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ポート ブロッキング
デフォルトでは、スイッチは未知の宛先 MAC アドレスが指定されたパケットをすべてのポート
からフラッディングします。未知のユニキャストおよびマルチキャスト トラフィックが保護ポー
トに転送されると、セキュリティ上、問題になる可能性があります。未知のユニキャストおよび
マルチキャスト トラフィックがあるポートから別のポートに転送されないようにするために、
（保護または非保護）ポートをブロックし、未知のユニキャストまたはマルチキャスト パケット
が他のポートにフラッディングされないようにします。

（注）

マルチキャスト トラフィックでは、ポート ブロッキング機能は純粋なレイヤ 2 パケットだけ
をブロックします。ヘッダーに IPv4 または IPv6 の情報を含むマルチキャスト パケットはブ
ロックされません。

ポート ブロッキングの設定方法
インターフェイスでのフラッディング トラフィックのブロッキング
はじめる前に
インターフェイスは物理インターフェイスまたは EtherChannel グループのいずれも可能です。ポー
ト チャネルのマルチキャストまたはユニキャスト トラフィックをブロックすると、ポート チャ
ネル グループのすべてのポートでブロックされます。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにしま
す。パスワードを入力します（要求され
た場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバルコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

interface interface-id

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

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

ステップ 4

switchport block multicast

ポートからの未知のマルチキャストの転
送をブロックします。

例：
Device(config-if)# switchport block
multicast

ステップ 5

switchport block unicast

ポートからの未知のユニキャストの転送
をブロックします。

例：
Device(config-if)# switchport block
unicast

ステップ 6

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 7

show interfaces interface-idswitchport 入力を確認します。
例：
Device# show interfaces
gigabitethernet1/0/1 switchport

ステップ 8

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 9

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファ
イルに設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config
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表 144：ポート ブロッキングの設定を表示するコマンド

コマンド

目的

show interfaces [interface-id] switchport

すべてのスイッチング（非ルーティング）ポートまた
は指定されたポートの管理ステータスまたは動作ス
テータスを、ポート ブロッキングおよびポート保護
の設定を含めて表示します。

次の作業
•

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

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

標準および RFC
標準/RFC

Title
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MIB
MIB

MIB のリンク
選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

シスコのテクニカル サポート
説明

Link

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

機能情報
リリース

機能情報

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
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（注）

最大値をインターフェイス上ですでに設定されているセキュア アドレスの数より小さい値に
設定しようとすると、コマンドが拒否されます。

ポート セキュリティの制約事項
スイッチまたはスイッチ スタックに設定できるセキュア MAC アドレスの最大数は、システムで
許可されている MAC アドレスの最大数によって決まります。この数字はアクティブな Switch
Database Management（SDM）テンプレートによって決められます。この値は、使用可能な MAC
アドレス（その他のレイヤ 2 機能やインターフェイスに設定されたその他のセキュア MAC アド
レスで使用される MAC アドレスを含む）の総数を表します。

ポート セキュリティの概要
ポート セキュリティ
ポート セキュリティ機能を使用すると、ポートへのアクセスを許可するステーションの MAC ア
ドレスを制限および識別して、インターフェイスへの入力を制限できます。セキュア ポートにセ
キュア MAC アドレスを割り当てると、ポートは定義されたアドレス グループ以外の送信元アド
レスを持つパケットを転送しません。セキュア MAC アドレス数を 1 つに制限し、単一のセキュ
ア MAC アドレスを割り当てると、そのポートに接続されたワークステーションに、ポートの帯
域幅全体が保証されます。
セキュア ポートとしてポートを設定し、セキュア MAC アドレスが最大数に達した場合、ポート
にアクセスを試みるステーションの MAC アドレスが識別されたセキュア MAC アドレスのいずれ
とも一致しないので、セキュリティ違反が発生します。また、あるセキュア ポート上でセキュア
MAC アドレスが設定または学習されているステーションが、別のセキュア ポートにアクセスし
ようとしたときにも、違反のフラグが立てられます。
関連トピック
ポート セキュリティのイネーブル化および設定, （1923 ページ）
ポート セキュリティの設定例, （1945 ページ）

セキュア MAC アドレスのタイプ
スイッチは、次のセキュア MAC アドレス タイプをサポートします。
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• スタティック セキュア MAC アドレス：switchport port-security mac-address mac-address イ
ンターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して手動で設定され、アドレス テー
ブルに保存されたのち、スイッチの実行コンフィギュレーションに追加されます。
• ダイナミック セキュア MAC アドレス：動的に設定されてアドレス テーブルにのみ保存さ
れ、スイッチの再起動時に削除されます。
• スティッキー セキュア MAC アドレス：動的に学習することも、手動で設定することもでき
ます。アドレス テーブルに保存され、実行コンフィギュレーションに追加されます。このア
ドレスがコンフィギュレーション ファイルに保存されていると、スイッチの再起動時にイン
ターフェイスはこれらを動的に再設定する必要がありません。

スティッキ セキュア MAC アドレス
スティッキー ラーニングをイネーブルにすると、ダイナミック MAC アドレスをスティッキー セ
キュア MAC アドレスに変換して実行コンフィギュレーションに追加するようにインターフェイ
スを設定できます。インターフェイスはスティッキ ラーニングがイネーブルになる前に学習した
ものを含め、すべてのダイナミック セキュア MAC アドレスをスティッキー セキュア MAC アド
レスに変換します。すべてのスティッキー セキュア MAC アドレスは実行コンフィギュレーショ
ンに追加されます。
スティッキー セキュア MAC アドレスは、コンフィギュレーション ファイル（スイッチが再起動
されるたびに使用されるスタートアップ コンフィギュレーション）に、自動的には反映されませ
ん。スティッキー セキュア MAC アドレスをコンフィギュレーション ファイルに保存すると、ス
イッチの再起動時にインターフェイスはこれらを再び学習する必要がありません。スティッキ セ
キュア アドレスを保存しない場合、アドレスは失われます。
スティッキ ラーニングがディセーブルの場合、スティッキ セキュア MAC アドレスはダイナミッ
ク セキュア アドレスに変換され、実行コンフィギュレーションから削除されます。

セキュリティ違反
次のいずれかの状況が発生すると、セキュリティ違反になります。
• 最大数のセキュア MAC アドレスがアドレス テーブルに追加されている状態で、アドレス
テーブルに未登録の MAC アドレスを持つステーションがインターフェイスにアクセスしよ
うとした場合。
• あるセキュア インターフェイスで学習または設定されたアドレスが、同一 VLAN 内の別の
セキュア インターフェイスで使用された場合。
違反が発生した場合の対処に基づいて、次の 3 種類の違反モードのいずれかにインターフェイス
を設定できます。
• protect（保護）：セキュア MAC アドレスの数がポートで許可されている最大限度に達する
と、最大値を下回るまで十分な数のセキュア MAC アドレスを削除するか、許可アドレス数
を増やさないかぎり、未知の送信元アドレスを持つパケットはドロップされます。セキュリ
ティ違反が起こっても、ユーザには通知されません。
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（注）

トランク ポートに protect 違反モードを設定することは推奨しません。保護
モードでは、ポートが最大数に達していなくても VLAN が保護モードの最大
数に達すると、ラーニングがディセーブルになります。

• restrict（制限）：セキュア MAC アドレスの数がポートで許可されている最大限度に達する
と、最大値を下回るまで十分な数のセキュア MAC アドレスを削除するか、許可アドレス数
を増やさないかぎり、未知の送信元アドレスを持つパケットはドロップされます。このモー
ドでは、セキュリティ違反が発生したことが通知されます。SNMPトラップが送信されます。
Syslog メッセージがロギングされ、違反カウンタが増加します。
• shutdown（シャットダウン）：ポート セキュリティ違反により、インターフェイスが
error-disabled になり、ただちにシャットダウンされます。そのあと、ポートの LED が消灯し
ます。セキュア ポートが error-disabled ステートの場合は、errdisable recovery cause
psecure-violation グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力してこのステートを解
除するか、shutdown および no shut down インターフェイス コンフィギュレーション コマン
ドを入力して手動で再びイネーブルにできます。これは、デフォルトのモードです。
• shutdown vlan（VLAN シャットダウン）：VLAN 単位でセキュリティ違反モードを設定する
ために使用します。このモードで違反が発生すると、ポート全体ではなく、VLAN が errdisable
になります。
次の表に、ポート セキュリティをインターフェイスに設定した場合の違反モードおよび対処につ
いて示します。
表 145：セキュリティ違反モードの処置

違反モード

トラフィッ
クの転送
21

SNMP ト
ラップの送
信

Syslog メッ
セージの送
信

エラー メッ 違反カウン
セージの表 タの増加
示

ポートの
シャットダ
ウン

22

protect

×

×

×

×

×

×

restrict

×

Yes

Yes

×

Yes

×

シャットダ
ウン

×

×

×

×

Yes

Yes

shutdown
vlan

×

×

Yes

×

Yes

×
23

21
十分な数のセキュア MAC アドレスを削除するまで未知の送信元アドレスを持つパケットがドロップされます。
22
セキュリティ違反を引き起こすアドレスを手動で設定した場合、スイッチがエラー メッセージを返します。
23
違反が発生した VLAN のみシャットダウンします。
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ポート セキュリティ エージング
ポート上のすべてのセキュア アドレスにエージング タイムを設定するには、ポート セキュリティ
エージングを使用します。ポートごとに 2 つのタイプのエージングがサポートされています。
• absolute：指定されたエージング タイムの経過後に、ポート上のセキュア アドレスが削除さ
れます。
• inactivity：指定されたエージング タイムの間、セキュア アドレスが非アクティブであった場
合に限り、ポート上のセキュア アドレスが削除されます。
関連トピック
ポート セキュリティ エージングのイネーブル化および設定, （1928 ページ）

ポート セキュリティとスイッチ スタック
スタックに新規に加入したスイッチは、設定済みのセキュア アドレスを取得します。他のスタッ
ク メンバーから新しいスタック メンバーに、ダイナミック セキュア アドレスがすべてダウンロー
ドされます。
スイッチ（アクティブスイッチまたはスタックメンバのいずれか）がスタックから離れると、そ
の他のスタック メンバに通知が行き、そのスイッチが設定または学習したセキュア MAC アドレ
スがセキュア MAC アドレス テーブルから削除されます。

デフォルトのポート セキュリティ設定
表 146：デフォルトのポート セキュリティ設定

機能

デフォルト設定

ポート セキュリティ

ポート上でディセーブル

スティッキー アドレス ラーニ ディセーブル
ング
ポートあたりのセキュア MAC 1。
アドレスの最大数
違反モード

shutdown。セキュア MAC アドレスが最大数を上回ると、ポー
トがシャットダウンします。

ポート セキュリティ エージン ディセーブルエージング タイムは 0
グ
スタティック エージングはディセーブル
タイプは absolute
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ポート セキュリティの設定時の注意事項
• ポート セキュリティを設定できるのは、スタティック アクセス ポートまたはトランク ポー
トに限られます。セキュア ポートをダイナミック アクセス ポートにすることはできません。
• セキュア ポートをスイッチド ポート アナライザ（SPAN）の宛先ポートにすることはできま
せん。
•
（注）

音声 VLAN はアクセス ポートでのみサポートされており、設定可能であって
もトランク ポートではサポートされていません。

• 音声 VLAN が設定されたインターフェイス上でポート セキュリティをイネーブルにする場
合は、ポートの最大セキュア アドレス許容数を 2 に設定します。ポートを Cisco IP Phone に
接続する場合は、IP Phone に MAC アドレスが 1 つ必要です。Cisco IP Phone のアドレスは音
声 VLAN 上で学習されますが、アクセス VLAN 上では学習されません。1 台の PC を Cisco
IP Phone に接続する場合、MAC アドレスの追加は必要ありません。複数の PC を Cisco IP
Phone に接続する場合、各 PC と IP Phone に 1 つずつ使用できるように、十分な数のセキュ
ア アドレスを設定する必要があります。
• トランク ポートがポート セキュリティで設定され、データ トラフィックのアクセス VLAN
および音声トラフィックのアクセス VLAN に割り当てられている場合は、switchport voice
および switchport priority extend インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力
しても効果はありません。
接続装置が同じ MAC アドレスを使用してアクセス VLAN の IP アドレス、音声 VLAN の IP
アドレスの順に要求すると、アクセス VLAN だけが IP アドレスに割り当てられます。
• インターフェイスの最大セキュア アドレス値を入力したときに、新しい値がそれまでの値よ
り大きいと、それまで設定されていた値が新しい値によって上書きされます。新しい値が前
回の値より小さく、インターフェイスで設定されているセキュア アドレス数が新しい値より
大きい場合、コマンドは拒否されます。
• スイッチはスティッキ セキュア MAC アドレスのポート セキュリティ エージングをサポー
トしていません。
次の表に、他のポートベース機能と互換性のあるポート セキュリティについてまとめます。
表 147：ポート セキュリティと他のポートベース機能との互換性

ポート タイプまたはポートの機能

ポート セキュリティとの互換性

DTP 24 ポート25

なし

トランク ポート

Yes
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ポート タイプまたはポートの機能

ポート セキュリティとの互換性

ダイナミックアクセス ポート26

なし

ルーテッド ポート

なし

SPAN 送信元ポート

Yes

SPAN 宛先ポート

なし

EtherChannel

Yes

トンネリング ポート

Yes

保護ポート

Yes

IEEE 802.1x ポート

Yes

音声 VLAN ポート27

Yes

IP ソース ガード

Yes

ダイナミック アドレス解決プロトコル（ARP）インス
ペクション

Yes

Flex Link

Yes

24 DTP = Dynamic Trunking Protocol
25
switchport mode dynamicインターフェイス コンフィギュレーション コマンドで設定されたポート。
26
switchport access vlan dynamic インターフェイス コンフィギュレーション コマンドで設定される Vlan Query Protocol（VQP）ポート。
27
ポートに最大限可能なセキュアなアドレスを設定します（アクセス VLAN で可能なセキュアなアドレスの最大数に 2 を加えた数）。

ポートベースのトラフィック制御の概要
ポートベースのトラフィック制御は、特定トラフィック状態に応じてポートレベルでパケットを
フィルタまたはブロックするために使用する Cisco Catalyst スイッチ上のレイヤ 2 機能の組み合わ
せです。次のポート ベースのトラフィック制御機能が、このガイドの記述対象の Cisco IOS リリー
スでサポートされます。
• Storm Control
• 保護ポート
• ポート ブロッキング
• ポート セキュリティ
• プロトコル ストーム プロテクション
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ポート セキュリティの設定方法
ポート セキュリティのイネーブル化および設定
はじめる前に
このタスクは、ポートにアクセスできるステーションの MAC アドレスを制限および識別して、
インターフェイスへの入力を制約します。

手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステッ
プ1

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワードを入力
します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステッ
プ2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device# configure
terminal

ステッ
プ3

interface interface-id

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

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

ステッ
プ4

switchport mode {access | インターフェイス スイッチポート モードを access または
trunk}
trunk に設定します。デフォルト モード（dynamic auto）のイ
ンターフェイスは、セキュア ポートとして設定できません。
例：
Device(config-if)#
switchport mode access

ステッ
プ5

switchport voice vlan
vlan-id

ポート上で音声 VLAN をイネーブルにします。
vlan-id：音声トラフィックに使用する VLAN を指定します。

例：
Device(config-if)#
switchport voice vlan
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
22

ステッ
プ6

switchport port-security
例：

インターフェイス上でポート セキュリティをイネーブルにし
ます。
（注）

Device(config-if)#
switchport
port-security

ステッ
プ7

switchport port-security
[maximum value [
{vlan-list | { |
}}]]vlanaccessvoice
例：
Device(config-if)#
switchport
port-security maximum
20

特定の条件下では、スイッチ スタックのメンバー
ポートでポート セキュリティが有効になっている
と、DHCP および ARP パケットがドロップされま
す。これを解決するには、インターフェイスで shut
と no shut を設定します。

（任意）インターフェイスの最大セキュア MAC アドレス数
を設定します。スイッチまたはスイッチ スタックに設定でき
るセキュア MAC アドレスの最大数は、システムで許可され
ている MAC アドレスの最大数によって決まります。この値
は、アクティブな SDM テンプレートによって決まります。
この値は、使用可能な MAC アドレス（その他のレイヤ 2 機
能やインターフェイスに設定されたその他のセキュア MAC
アドレスで使用される MAC アドレスを含む）の総数を表し
ます。
（任意）vlan：VLAN 当たりの最大値を設定します。
vlan キーワードを入力後、次のいずれかのオプションを入力
します。
• vlan-list：トランク ポート上で、ハイフンで区切った範
囲の VLAN、またはカンマで区切った一連の VLAN に
おける、VLAN 単位の最大値を設定できます。VLAN を
指定しない場合、VLAN ごとの最大値が使用されます。
• access：アクセス ポート上で、アクセス VLAN として
VLAN を指定します。
• voice：アクセス ポート上で、音声 VLAN として VLAN
を指定します。
（注）

ステッ
プ8

voice キーワードは、音声 VLAN がポートに設定さ
れていて、さらにそのポートがアクセス VLAN で
ない場合のみ有効です。インターフェイスに音声
VLAN が設定されている場合、セキュア MAC アド
レスの最大数を 2 に設定します。

switchport port-security （任意）違反モードを設定します。セキュリティ違反が発生
violation {protect | restrict した場合に、次のいずれかのアクションを実行します。
| shutdown | shutdown
vlan}
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
• protect：ポート セキュア MAC アドレスの数がポート
例：
Device(config-if)#
switchport
port-security violation
restrict

で許可されている最大限度に達すると、最大値を下回る
まで十分な数のセキュア MAC アドレスを削除するか、
許可アドレス数を増やさない限り、未知の送信元アドレ
スを持つパケットはドロップされます。セキュリティ違
反が起こっても、ユーザには通知されません。
（注）

トランク ポート上に保護モードを設定するこ
とは推奨できません。保護モードでは、ポー
トが最大数に達していなくても VLAN が保護
モードの最大数に達すると、ラーニングがディ
セーブルになります。

• restrict：セキュア MAC アドレス数がポートで許可され
ている最大数に到達した場合、不明な送信元アドレスの
パケットはドロップされます。セキュア MAC アドレス
数を上限よりも少なくするか、許容できるアドレスの最
大数を増やさない限り、この状態が続きます。SNMP ト
ラップが送信されます。Syslog メッセージがロギングさ
れ、違反カウンタが増加します。
• shutdown：違反が発生すると、インターフェイスが
error-disabled になり、ポートの LED が消灯します。
SNMP トラップが送信されます。Syslog メッセージがロ
ギングされ、違反カウンタが増加します。
• shutdown vlan：VLAN 単位でセキュリティ違反モード
を設定するために使用します。このモードで違反が発生
すると、ポート全体ではなく、VLAN が errdisable にな
ります。
（注）
セキュア ポートが error-disabled ステートの場
合は、errdisable recovery cause
psecure-violation グローバル コンフィギュレー
ション コマンドを入力して、このステートか
ら回復させることができます。手動で再びイ
ネーブルにするには、shutdown および
no shutdown インターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを入力するか、clear
errdisable interface vlan 特権 EXEC コマンドを
入力します。
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステッ
プ9

switchport port-security （任意）インターフェイスのセキュア MAC アドレスを入力
[mac-address mac-address します。このコマンドを使用すると、最大数のセキュアMAC
[vlan {vlan-id | {access | アドレスを入力できます。設定したセキュア MAC アドレス
voice}}]
が最大数より少ない場合、残りの MAC アドレスは動的に学
習されます。
例：

このコマンドの入力後にスティッキー ラーニング
をイネーブルにすると、動的に学習されたセキュ
ア アドレスがスティッキー セキュア MAC アドレ
スに変換されて実行コンフィギュレーションに追
加されます。
（任意）vlan：VLAN 当たりの最大値を設定します。
（注）

Device(config-if)#
switchport
port-security
mac-address
00:A0:C7:12:C9:25 vlan
3 voice

vlan キーワードを入力後、次のいずれかのオプションを入力
します。
• vlan-id：トランク ポートで、VLAN ID および MAC ア
ドレスを指定できます。VLAN ID を指定しない場合、
ネイティブ VLAN が使用されます。
• access：アクセス ポート上で、アクセス VLAN として
VLAN を指定します。
• voice：アクセス ポート上で、音声 VLAN として VLAN
を指定します。
（注）

ステッ
プ 10

switchport port-security
mac-address sticky

voice キーワードは、音声 VLAN がポートに設定さ
れていて、さらにそのポートがアクセス VLAN で
ない場合のみ有効です。インターフェイスに音声
VLAN が設定されている場合、セキュア MAC アド
レスの最大数を 2 に設定します。

（任意）インターフェイス上でスティッキ ラーニングをイ
ネーブルにします。

例：
Device(config-if)#
switchport
port-security
mac-address sticky

ステッ
プ 11

switchport port-security （任意）スティッキー セキュア MAC アドレスを入力し、必
mac-address sticky
要な回数だけコマンドを繰り返します。設定したセキュア
[mac-address | vlan
MAC アドレスの数が最大数より少ない場合、残りの MAC
{vlan-id | {access | voice}}]
アドレスは動的に学習されてスティッキー セキュア MAC ア
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ン
例：
Device(config-if)#
switchport
port-security
mac-address sticky
00:A0:C7:12:C9:25 vlan
voice

ドレスに変換され、実行コンフィギュレーションに追加され
ます。
このコマンドの入力前にスティッキー ラーニング
をイネーブルにしないと、エラー メッセージが表
示されてスティッキー セキュア MAC アドレスを
入力できません。
（任意）vlan：VLAN 当たりの最大値を設定します。
（注）

vlan キーワードを入力後、次のいずれかのオプションを入力
します。
• vlan-id：トランク ポートで、VLAN ID および MAC ア
ドレスを指定できます。VLAN ID を指定しない場合、
ネイティブ VLAN が使用されます。
• access：アクセス ポート上で、アクセス VLAN として
VLAN を指定します。
• voice：アクセス ポート上で、音声 VLAN として VLAN
を指定します。
（注）

ステッ
プ 12

end

voice キーワードは、音声 VLAN がポートに設定さ
れていて、さらにそのポートがアクセス VLAN で
ない場合のみ有効です。

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステッ
プ 13

show port-security

入力を確認します。

例：
Device# show
port-security

ステッ
プ 14

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show
running-config

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

1927

ポート セキュリティの設定方法

コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステッ
プ 15

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存しま
す。

例：
Device# copy
running-config
startup-config

関連トピック
ポート セキュリティ, （1880 ページ）
ポート セキュリティ, （1917 ページ）
ポート セキュリティの設定例, （1945 ページ）

ポート セキュリティ エージングのイネーブル化および設定
この機能を使用すると、既存のセキュア MAC アドレスを手動で削除しなくても、セキュア ポー
ト上のデバイスを削除および追加し、なおかつポート上のセキュア アドレス数を制限できます。
セキュア アドレスのエージングは、ポート単位でイネーブルまたはディセーブルにできます。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id

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

例：
Device(config)# interface
gigabitethernet1/0/1
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コマンドまたはアクション
ステップ 4

目的

switchport port-security aging セキュア ポートのスタティック エージングをイネー
{static | time time | type
ブルまたはディセーブルにします。またはエージン
{absolute | inactivity}}
グ タイムやタイプを設定します。
例：
Device(config-if)#
switchport port-security
aging time 120

スイッチは、スティッキー セキュア アド
レスのポート セキュリティ エージングを
サポートしていません。
このポートに、スタティックに設定されたセキュア
アドレスのエージングをイネーブルにする場合は、
static を入力します。
（注）

time には、このポートのエージング タイムを指定し
ます。有効な範囲は、0 ～ 1440 分です。
type には、次のキーワードのいずれか 1 つを選択し
ます。
• absolute：（任意）エージング タイプを絶対
エージングとして設定します。このポートのセ
キュア アドレスはすべて、指定した時間（分単
位）が経過すると期限切れになり、セキュア ア
ドレス リストから削除されます。
• inactivity：（任意）エージング タイプを非アク
ティブ エージングとして設定します。指定され
た time 期間中にセキュア送信元アドレスからの
データ トラフィックがない場合に限り、この
ポートのセキュア アドレスが期限切れになりま
す。
ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 6

show port-security [interface
interface-id] [address]

入力を確認します。

例：
Device# show port-security
interface
gigabitethernet1/0/1
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 8

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を
保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

関連トピック
ポート セキュリティ エージング, （1920 ページ）

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

ストーム制御に関する情報
Storm Control
ストーム制御は、物理インターフェイスの 1 つで発生したブロードキャスト、マルチキャスト、
またはユニキャスト ストームによって LAN 上のトラフィックが混乱することを防ぎます。LAN
ストームは、LAN にパケットがフラッディングした場合に発生します。その結果、トラフィック
が極端に増えてネットワーク パフォーマンスが低下します。プロトコルスタックの実装エラー、
ネットワーク構成の間違い、またはユーザによって引き起こされる DoS 攻撃もストームの原因に
なります。
ストームコントロール（またはトラフィック抑制）は、インターフェイスからスイッチングバス
を通過するパケットをモニタし、パケットがユニキャスト、マルチキャスト、またはブロードキャ

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
1930

OL-30686-01-J

ポート セキュリティの設定方法

ストのいずれであるかを判別します。スイッチは、1 秒間に受け取った特定のタイプのパケット
の数をカウントして、事前に定義された抑制レベルのしきい値とその測定結果を比較します。

トラフィック アクティビティの測定方法
ストーム制御は、次のうちのいずれかをトラフィック アクティビティの測定方法に使用します。
• 帯域幅（ブロードキャスト、マルチキャスト、またはユニキャスト トラフィックが使用でき
るポートの総帯域幅の割合）。
• 秒単位で受信するパケット（ブロードキャスト、マルチキャスト、またはユニキャスト）の
トラフィック レート
• 秒単位で受信するビット（ブロードキャスト、マルチキャスト、またはユニキャスト）のト
ラフィック レート
• 小さいフレームのトラフィック レートの秒単位のパケット数。この機能は、グローバルにイ
ネーブルです。小さいフレームのしきい値は、各インターフェイスで設定されます。
上記の方法のいずれを使用しても、しきい値に到達すると、ポートはトラフィックをブロックし
ます。トラフィック レートが下限しきい値（指定されている場合）を下回らない限り、ポートは
ブロックされたままになり、その後、通常の転送が再開されます。下限抑制レベルが指定されて
いない場合、トラフィック レートが上限抑制レベルを下回らない限り、スイッチはすべてのトラ
フィックをブロックします。一般に、そのレベルが高ければ高いほど、ブロードキャスト ストー
ムに対する保護効果は薄くなります。

（注）

マルチキャスト トラフィックのストーム制御しきい値に達した場合、ブリッジ プロトコル
データ ユニット（BPDU）および Cisco Discovery Protocol（CDP）フレームなどの制御トラ
フィック以外のマルチキャスト トラフィックはすべてブロックされます。ただし、スイッチ
では Open Shortest Path First（OSPF）などのルーティング アップデートと、正規のマルチキャ
スト データ トラフィックは区別されないため、両方のトラフィック タイプがブロックされま
す。
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トラフィック パターン
次の例は、一定時間におけるインターフェイス上のブロードキャストトラフィックパターンを示
しています。
図 100：ブロードキャスト ストーム制御の例

T1 から T2、T4 から T5 のタイム インターバルで、転送するブロードキャスト トラフィックが設
定されたしきい値を上回っています。指定のトラフィック量がしきい値を上回ると、次のインター
バルで、そのタイプのトラフィックがすべてドロップされます。したがって、T2 と T5 の後のイ
ンターバルの間、ブロードキャスト トラフィックがブロックされます。その次のインターバル
（たとえば、T3）では、しきい値を上回らない限り、ブロードキャスト トラフィックが再び転送
されます。
ストーム制御抑制レベルと 1 秒間のインターバルを組み合わせて、ストーム制御アルゴリズムの
動作を制御します。しきい値が高いほど、通過できるパケット数が多くなります。しきい値が
100% であれば、トラフィックに対する制限はありません。値を 0.0 にすると、そのポート上では
すべてのブロードキャスト、マルチキャスト、またはユニキャスト トラフィックがブロックされ
ます。

（注）

パケットは一定の間隔で届くわけではないので、トラフィック アクティビティを測定する 1
秒間のインターバルがストーム制御の動作を左右する可能性があります。
各トラフィック タイプのしきい値を設定するには、storm-control インターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。

ストーム制御の設定方法
ストーム制御およびしきい値レベルの設定
ポートにストーム制御を設定し、特定のトラフィック タイプで使用するしきい値レベルを入力し
ます。
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ただし、ハードウェアの制約とともに、さまざまなサイズのパケットをどのように数えるかとい
う問題があるので、しきい値の割合はあくまでも近似値です。着信トラフィックを形成するパケッ
トのサイズによって、実際に適用されるしきい値は設定されたレベルに対して、数 % の差異が生
じる可能性があります。

（注）

ストーム制御は、物理インターフェイスでサポートされています。また、EtherChannel でもス
トーム制御を設定できます。ストーム制御を EtherChannel で設定する場合、ストーム制御設定
は EtherChannel 物理インターフェイスに伝播します。
ストーム制御としきい値レベルを設定するには、次の手順を実行します。

はじめる前に
ストーム制御は、物理インターフェイスでサポートされています。また、EtherChannel でもストー
ム制御を設定できます。ストーム制御を EtherChannel で設定する場合、ストーム制御設定は
EtherChannel 物理インターフェイスに伝播します。

手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアク
ション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワードを入力
します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステッ
プ2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device# configure
terminal

ステッ
プ3

interface interface-id

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

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

ステッ
プ4

storm-control {broadcast
| multicast | unicast} level
{level [level-low] | bps bps
[bps-low] | pps pps
[pps-low]}

ブロードキャスト、マルチキャスト、またはユニキャスト ス
トーム制御を設定します。デフォルトでは、ストーム制御は
ディセーブルに設定されています。
キーワードの意味は次のとおりです。
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コマンドまたはアク
ション

目的
• level には、ブロードキャスト、マルチキャスト、または

例：
Device(config-if)#
storm-control unicast
level 87 65

ユニキャスト トラフィックの上限しきい値レベルを帯域
幅のパーセンテージで指定します（小数点第2位まで）。
上限しきい値に到達すると、ポートはトラフィックをブ
ロックします。指定できる範囲は 0.00 ～ 100.00 です。
• （任意）level-low には、下限しきい値レベルを帯域幅の
パーセンテージで指定します（小数点第 2 位まで）。こ
の値は上限抑制値より小さいか、または等しくなければ
なりません。トラフィックがこのレベルを下回っていれ
ば、ポートはトラフィックを転送します。下限抑制レベ
ルを設定しない場合、上限抑制レベルの値に設定されま
す。指定できる範囲は 0.00 ～ 100.00 です。
しきい値に最大値（100%）を指定した場合、トラフィッ
クの制限はなくなります。しきい値に 0.0 を設定すると、
そのポート上のすべてのブロードキャスト、マルチキャ
スト、またはユニキャスト トラフィックがブロックされ
ます。
• bps bps には、ブロードキャスト、マルチキャスト、また
はユニキャスト トラフィックの上限しきい値レベルを
ビット/秒で指定します（小数点第 1 位まで）。上限しき
い値に到達すると、ポートはトラフィックをブロックし
ます。指定できる範囲は 0.0 ～ 10000000000.0 です。
• （任意）bps-low には、下限しきい値レベルをビット/秒
で指定します（小数点第 1 位まで）。この値は上限しき
い値レベル以下の値である必要があります。トラフィッ
クがこのレベルを下回っていれば、ポートはトラフィッ
クを転送します。指定できる範囲は 0.0 ～ 10000000000.0
です。
• pps pps には、ブロードキャスト、マルチキャスト、また
はユニキャスト トラフィックの上限しきい値レベルをパ
ケット/秒で指定します（小数点第 1 位まで）。上限しき
い値に到達すると、ポートはトラフィックをブロックし
ます。指定できる範囲は 0.0 ～ 10000000000.0 です。
• （任意）pps-low には、下限しきい値レベルをパケット/
秒で指定します（小数点第 1 位まで）。この値は上限し
きい値レベル以下の値である必要があります。トラフィッ
クがこのレベルを下回っていれば、ポートはトラフィッ
クを転送します。指定できる範囲は 0.0 ～ 10000000000.0
です。
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コマンドまたはアク
ション

目的
BPS および PPS の設定には、しきい値の数値を大きく設定で
きるように、サフィックスに測定記号（k、m、g など）を使
用できます。

ステッ
プ5

storm-control action
{shutdown | trap}
例：
Device(config-if)#
storm-control action
trap

ストーム検出時に実行するアクションを指定します。デフォ
ルトではトラフィックにフィルタリングを実行し、トラップ
は送信しない設定です。
• ストーム中、ポートを error-disable の状態にするには、
shutdown キーワードを選択します。
• ストームが検出された場合、SNMP（簡易ネットワーク
管理プロトコル）トラップを生成するには、trap キー
ワードを選択します。

ステッ
プ6

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

ステッ
プ7

show storm-control
指定したトラフィック タイプについて、インターフェイスで
[interface-id] [broadcast | 設定したストーム制御抑制レベルを確認します。トラフィッ
multicast | unicast]
ク タイプを入力しない場合は、すべてのトラフィック タイプ
（ブロードキャスト、マルチキャスト、ユニキャスト）の詳
例：
細が表示されます。
Device# show
storm-control
gigabitethernet1/0/1
unicast

ステッ
プ8

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存しま
す。

例：
Device# copy
running-config
startup-config

スモール フレーム到着レートの設定
67 バイト未満の着信 VLAN タグ付きパケットは、小さいフレームと見なされます。このパケット
はスイッチにより転送されますが、スイッチ ストーム制御カウンタを増加させません。
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スイッチ上の小さいフレームの着信機能をグローバルにイネーブルにして、各インターフェイス
のパケットの小さいフレームのしきい値を設定します。最小サイズよりも小さく、指定されたレー
ト（しきい値）で着信するパケットは、ポートがディセーブルにされた後はドロップされます。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パ
スワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

errdisable detect cause small-frame スイッチ上の小さいフレームの着信レート機
能をイネーブルにします。
例：
Device(config)# errdisable
detect cause small-frame

ステップ 4

errdisable recovery interval 間隔

（任意）指定された errdisable ステートから回
復する時間を指定します。

例：
Device(config)# errdisable
recovery interval 60

ステップ 5

errdisable recovery cause
small-frame
例：

ステップ 6

（任意）小さいフレームの着信によりポート
が errdisable になった後、そのポートを自動的
に再イネーブルにするリカバリ時間を設定し
ます。

Device(config)# errdisable
recovery cause small-frame

ストーム制御は、物理インターフェイスでサ
ポートされています。また、EtherChannel で
もストーム制御を設定できます。ストーム制
御を EtherChannel で設定する場合、ストーム
制御設定は EtherChannel 物理インターフェイ
スに伝播します。

interface interface-id

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

例：
Device(config)# interface
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コマンドまたはアクション

目的

gigabitethernet1/0/2

ステップ 7

small-frame violation-rate pps
例：
Device(config-if)# small-frame
violation rate 10000

ステップ 8

end

インターフェイスが着信パケットをドロップ
してポートを errdisable にするようにしきい値
レートを設定します。範囲は、1 ～ 10,000 パ
ケット/秒（pps）です。

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 9

show interfaces interface-id

設定を確認します。

例：
Device# show interfaces
gigabitethernet1/0/2

ステップ 10

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 11

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

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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保護ポートに関する情報
保護ポート
アプリケーションによっては、あるネイバーが生成したトラフィックが別のネイバーにわからな
いように、同一スイッチ上のポート間でレイヤ 2 トラフィックが転送されないように設定する必
要があります。このような環境では、保護ポートを使用すると、スイッチ上のポート間でユニキャ
スト、ブロードキャスト、またはマルチキャスト トラフィックの交換が確実になくなります。
保護ポートには、次の機能があります。
• 保護ポートは、同様に保護ポートになっている他のポートに対して、ユニキャスト、マルチ
キャスト、またはブロードキャスト トラフィックを転送しません。データ トラフィックは
レイヤ 2 の保護ポート間で転送されません。PIM パケットなどは CPU で処理されてソフト
ウェアで転送されるため、このような制御トラフィックだけが転送されます。保護ポート間
を通過するすべてのデータ トラフィックは、レイヤ 3 デバイスを介して転送されなければな
りません。
• 保護ポートと非保護ポート間の転送動作は、通常どおりに進みます。
スイッチ スタックは論理的には 1 つのスイッチを表しているため、レイヤ 2 トラフィックは、ス
タック内の同一スイッチか異なるスイッチかにかかわらず、スイッチ スタックの保護ポート間で
は転送されません。

保護ポートのデフォルト設定
デフォルトでは、保護ポートは定義されません。

保護ポートのガイドライン
保護ポートは、物理インターフェイス（GigabitEthernet ポート 1 など）または EtherChannel グルー
プ（port-channel 5 など）に設定できます。ポート チャネルで保護ポートをイネーブルにした場合
は、そのポート チャネル グループ内のすべてのポートでイネーブルになります。

保護ポートの設定方法
保護ポートの設定
はじめる前に
保護ポートは事前定義されていません。これは設定する必要があるタスクです。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにしま
す。パスワードを入力します（要求され
た場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバルコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id
例：

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

Device(config)# interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 4

switchport protected

インターフェイスを保護ポートとして設
定します。

例：
Device(config-if)# switchport
protected

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 6

show interfaces interface-idswitchport 入力を確認します。
例：
Device# show interfaces
gigabitethernet1/0/1 switchport

ステップ 7

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファ
イルに設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

保護ポートのモニタリング
表 148：保護ポートの設定を表示するコマンド

コマンド

目的

show interfaces [interface-id] switchport

すべてのスイッチング（非ルーティング）ポートまた
は指定されたポートの管理ステータスまたは動作ス
テータスを、ポート ブロッキングおよびポート保護
の設定を含めて表示します。

次の作業
•

その他の参考資料
MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs
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シスコのテクニカル サポート
Link

説明

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

機能情報
リリース

機能情報

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

ポート ブロッキングに関する情報
ポート ブロッキング
デフォルトでは、スイッチは未知の宛先 MAC アドレスが指定されたパケットをすべてのポート
からフラッディングします。未知のユニキャストおよびマルチキャスト トラフィックが保護ポー
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トに転送されると、セキュリティ上、問題になる可能性があります。未知のユニキャストおよび
マルチキャスト トラフィックがあるポートから別のポートに転送されないようにするために、
（保護または非保護）ポートをブロックし、未知のユニキャストまたはマルチキャスト パケット
が他のポートにフラッディングされないようにします。

（注）

マルチキャスト トラフィックでは、ポート ブロッキング機能は純粋なレイヤ 2 パケットだけ
をブロックします。ヘッダーに IPv4 または IPv6 の情報を含むマルチキャスト パケットはブ
ロックされません。

ポート ブロッキングの設定方法
インターフェイスでのフラッディング トラフィックのブロッキング
はじめる前に
インターフェイスは物理インターフェイスまたは EtherChannel グループのいずれも可能です。ポー
ト チャネルのマルチキャストまたはユニキャスト トラフィックをブロックすると、ポート チャ
ネル グループのすべてのポートでブロックされます。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにしま
す。パスワードを入力します（要求され
た場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバルコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id
例：

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

Device(config)# interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 4

switchport block multicast

ポートからの未知のマルチキャストの転
送をブロックします。

例：
Device(config-if)# switchport block
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コマンドまたはアクション

目的

multicast

ステップ 5

ポートからの未知のユニキャストの転送
をブロックします。

switchport block unicast
例：
Device(config-if)# switchport block
unicast

ステップ 6

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Device(config)# end

ステップ 7

show interfaces interface-idswitchport 入力を確認します。
例：
Device# show interfaces
gigabitethernet1/0/1 switchport

ステップ 8

入力を確認します。

show running-config
例：
Device# show running-config

ステップ 9

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファ
イルに設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

ポート ブロッキングのモニタリング
表 149：ポート ブロッキングの設定を表示するコマンド

コマンド

目的

show interfaces [interface-id] switchport

すべてのスイッチング（非ルーティング）ポートまた
は指定されたポートの管理ステータスまたは動作ス
テータスを、ポート ブロッキングおよびポート保護
の設定を含めて表示します。
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次の作業
•

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

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

標準および RFC
標準/RFC

Title

MIB
MIB

MIB のリンク
選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs
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シスコのテクニカル サポート
Link

説明

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

機能情報
リリース

機能情報

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。

ポート セキュリティの設定例
次に、ポート上でポート セキュリティをイネーブルにし、セキュア アドレスの最大数を 50 に設
定する例を示します。違反モードはデフォルトです。スタティック セキュア MAC アドレスは設
定せず、スティッキー ラーニングはイネーブルです。
Device(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Device(config-if)# switchport mode access
Device(config-if)# switchport port-security
Device(config-if)# switchport port-security maximum 50
Device(config-if)# switchport port-security mac-address sticky

次に、ポートの VLAN 3 上にスタティック セキュア MAC アドレスを設定する例を示します。
Device(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Device(config-if)# switchport mode trunk
Device(config-if)# switchport port-security
Device(config-if)# switchport port-security mac-address 0000.0200.0004 vlan 3
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次に、ポートのスティッキーポートセキュリティをイネーブルにする例を示します。データVLAN
および音声 VLAN の MAC アドレスを手動で設定し、セキュア アドレスの総数を 20 に設定しま
す（データ VLAN に 10、音声 VLAN に 10 を割り当てます）。
Device(config)# interface tengigabitethernet1/0/1
Device(config-if)# switchport access vlan 21
Device(config-if)# switchport mode access
Device(config-if)# switchport voice vlan 22
Device(config-if)# switchport port-security
Device(config-if)# switchport port-security maximum 20
Device(config-if)# switchport port-security violation restrict
Device(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
Device(config-if)# switchport port-security mac-address sticky 0000.0000.0002
Device(config-if)# switchport port-security mac-address 0000.0000.0003
Device(config-if)# switchport port-security mac-address sticky 0000.0000.0001 vlan voice
Device(config-if)# switchport port-security mac-address 0000.0000.0004 vlan voice
Device(config-if)# switchport port-security maximum 10 vlan access
Device(config-if)# switchport port-security maximum 10 vlan voice

関連トピック
ポート セキュリティ, （1917 ページ）
ポート セキュリティのイネーブル化および設定, （1923 ページ）

その他の参考資料
MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs
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シスコのテクニカル サポート
Link

説明

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

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

プロトコル ストーム プロテクションに関する情報
プロトコル ストーム プロテクション
スイッチがアドレス解決プロトコル（ARP）または制御パケットでフラッドされると、CPU の高
い使用率により CPU のオーバーロードが発生する可能性があります。これらの問題は、次のよう
に発生します。
• プロトコル制御パケットが受信されず、ネイバーの隣接がドロップされるため、ルーティン
グ プロトコルがフラップする場合があります。
• スパニングツリー プロトコル（STP）ブリッジ プロトコル データ ユニット（BPDU）が送受
信されないため、STP が再収束します。
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• CLI が遅くなるか応答しなくなります。
プロトコル ストーム プロテクションを使用すると、パケットのフロー レートの上限しきい値を
指定して、制御パケットが送信されるレートを制御できます。サポートされるプロトコルは、
ARP、ARP スヌーピング、Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）v4、DHCP スヌーピング、
インターネット グループ管理プロトコル（IGMP）、および IGMP スヌーピングです。
パケットのレートが定義されたしきい値を超えると、スイッチは指定されたポートに着信したす
べてのトラフィックを 30 秒間ドロップします。パケット レートが再度計測され、必要な場合は
プロトコル ストーム プロテクションが再度適用されます。
より強力な保護が必要な場合は、仮想ポートを手動で errdisable にし、その仮想ポートのすべての
着信トラフィックをブロックできます。また、手動で仮想ポートをイネーブルにしたり、仮想ポー
トの自動再イネーブル化の時間間隔を設定することもできます。

（注）

超過したパケットは、2 つ以下の仮想ポートにおいてドロップされます。
仮想ポートのエラー ディセーブル化は、EtherChannel インターフェイスと Flexlink インター
フェイスではサポートされません。

デフォルトのプロトコル ストーム プロテクションの設定
プロトコルストームプロテクションはデフォルトでディセーブルです。これがイネーブルになる
と、仮想ポートの自動リカバリがデフォルトでディセーブルになります。

プロトコル ストーム プロテクションの設定方法
プロトコル ストーム プロテクションのイネーブル化
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

psp {arp | dhcp | igmp} pps
value

ARP、IGMP、または DHCP に対してプロトコル ス
トーム プロテクションを設定します。

例：
Device(config)# psp dhcp
pps 35

ステップ 4

errdisable detect cause psp
例：
Device(config)# errdisable
detect cause psp

ステップ 5

errdisable recovery interval
time
例：

value には、1 秒あたりのパケット数のしきい値を指
定します。トラフィックがこの値を超えると、プロ
トコル ストーム プロテクションが適用されます。
範囲は毎秒 5 ～ 50 パケットです。
（任意）プロトコル ストーム プロテクションの
errdisable 検出をイネーブルにします。この機能がイ
ネーブルになると、仮想ポートが errdisable になり
ます。この機能がディセーブルになると、そのポー
トは、ポートを errdisable にせずに超過したパケッ
トをドロップします。
（任意）errdisable の仮想ポートの自動リカバリ時間
を秒単位で設定します。仮想ポートが errdisable の
場合、この時間を過ぎるとスイッチは自動的にリカ
バリします。指定できる範囲は 30 ～ 86400 秒です。

Device

ステップ 6

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 7

show psp config {arp | dhcp | 入力を確認します。
igmp}
例：
Device# show psp config
dhcp

プロトコル ストーム プロテクションのモニタリング
コマンド

目的

show psp config {arp | dhcp | igmp}

入力内容を確認します。
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その他の参考資料
MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

シスコのテクニカル サポート
説明

Link

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。
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IPv6 ファースト ホップ セキュリティの設定
• 機能情報の確認, 1951 ページ
• IPv6 でのファースト ホップ セキュリティの前提条件, 1951 ページ
• IPv6 でのファースト ホップ セキュリティの制約事項, 1952 ページ
• IPv6 でのファースト ホップ セキュリティに関する情報, 1952 ページ
• IPv6 スヌーピング ポリシーの設定方法, 1955 ページ
• IPv6 バインディング テーブルの内容を設定する方法, 1960 ページ
• IPv6 ネイバー探索インスペクション ポリシーの設定方法, 1961 ページ
• IPv6 ルータ アドバタイズメント ガード ポリシーの設定方法, 1966 ページ
• IPv6 DHCP ガード ポリシーの設定方法, 1971 ページ
• その他の参考資料, 1977 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

IPv6 でのファースト ホップ セキュリティの前提条件
• IPv6 がイネーブルになった必要な SDM テンプレートが設定されていること。
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• IPv6 ネイバー探索機能についての知識が必要です。

IPv6 でのファースト ホップ セキュリティの制約事項
• 次の制限は、FHS ポリシーを EtherChannel インターフェイスに適用する場合に該当します
（ポート チャネル）。
◦ FHS ポリシーがアタッチされた物理ポートは EtherChannel グループに参加することがで
きません。
◦ FHS ポリシーは、EtherChannel グループのメンバーである場合に物理ポートにアタッチ
することができません。
• デフォルトでは、スヌーピング ポリシーにはセキュリティ レベルのガードがあります。そ
のようなスヌーピング ポリシーがアクセス スイッチに設定されると、ルータまたは DHCP
サーバ/リレーに対応するアップリンク ポートが信頼できるポートとして設定されていても、
IPv6（DHCPv6）サーバ パケットに対する外部 IPv6 ルータ アドバタイズメント(RA)または
Dynamic Host Configuration Protocol はブロックされます。IPv6 RA または DHCPv6 サーバ メッ
セージを許可するには、次の手順を実行します。
• IPv6 RA ガード ポリシー（RA の場合）または IPv6 DHCP ガード ポリシー（DHCP サー
バ メッセージの場合）をアップリンク ポートに適用します。
• 低いセキュリティ レベルでスヌーピング ポリシーを設定します（たとえば、glean や
inspect など）。しかし、ファースト ホップ セキュリティ機能の利点が有効でないため、
このようなスヌーピング ポリシーでは、低いセキュリティ レベルを設定することはお
勧めしません。

IPv6 でのファースト ホップ セキュリティに関する情報
IPv6 のファーストホップ セキュリティ（FHS IPv6）は、ポリシーを物理インターフェイス、
EtherChannel インターフェイス、または VLAN にアタッチできる一連の IPv6 セキュリティ機能で
す。IPv6 ソフトウェア ポリシー データベース サービスは、これらのポリシーを保存しアクセス
します。ポリシーを設定または変更すると、ポリシー属性はソフトウェアポリシーデータベース
に保存または更新され、その後指定したとおりに適用されます。次の IPv6 ポリシーが現在サポー
トされています。
• IPv6 スヌーピング ポリシー：IPv6 スヌーピング ポリシーは、IPv6 内の FHS で使用できるほ
とんどの機能をイネーブルにできるコンテナ ポリシーとして機能します。
• IPv6 FHS バインディング テーブルの内容：スイッチに接続された IPv6 ネイバーのデータベー
ス テーブルはネイバー探索（ND）プロトコル スヌーピングなどの情報ソースから作成され
ます。このデータベースまたはバインディング テーブルは、リンク層アドレス（LLA）、
IPv4 または IPv6 アドレス、およびスプーフィングやリダイレクト攻撃を防止するためにネ
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イバーのプレフィックス バインディングを検証するために、さまざまな IPv6 ガード機能
（IPv6 ND インスペクションなど）によって使用されます。
• IPv6 ネイバー探索インスペクション：IPv6 ND インスペクションは、レイヤ 2 ネイバー テー
ブル内のステートレス自動設定アドレスのバインディングを学習し、保護します。IPv6 ND
検査は、信頼できるバインディング テーブル データベースを構築するためにネイバー探索
メッセージを分析します。準拠していない IPv6 ネイバー探索メッセージはドロップされま
す。ND メッセージは、その IPv6 からメディア アクセス コントロール（MAC）へのマッピ
ングが検証可能な場合に信頼できると見なされます。
この機能によって、DAD、アドレス解決、ルータ ディスカバリ、ネイバー キャッシュに対
する攻撃などの、ND メカニズムに固有の脆弱性のいくつかが軽減されます。
• IPv6 ルータ アドバタイズメント ガード：IPv6 ルータ アドバタイズメント（RA）ガード機能
を使用すると、ネットワーク管理者は、ネットワーク スイッチ プラットフォームに到着し
た不要または不正な RA ガード メッセージをブロックまたは拒否できます。RA は、リンク
で自身をアナウンスするためにルータによって使用されます。RA ガード機能は、これらの
RA を分析して、未承認のルータによって送信された偽の RA をフィルタリングして除外し
ます。ホスト モードでは、ポートではルータ アドバタイズメントとルータ リダイレクト
メッセージはすべて許可されません。RA ガード機能は、レイヤ 2 デバイスの設定情報を、
受信した RA フレームで検出された情報と比較します。レイヤ 2 デバイスは、RA フレーム
とルータ リダイレクト フレームの内容を設定と照らし合わせて検証した後で、RA をユニ
キャストまたはマルチキャストの宛先に転送します。RA フレームの内容が検証されない場
合は、RA はドロップされます。
• IPv6 DHCP ガード：IPv6 DHCP ガード機能は、承認されない DHCPv6 サーバおよびリレー
エージェントからの返信およびアドバタイズメント メッセージをブロックします。IPv6 DHCP
ガードは、偽造されたメッセージがバインディング テーブルに入るのを防ぎ、DHCPv6 サー
バまたは DHCP リレーからデータを受信することが明示的に設定されていないポートで受信
された DHCPv6 サーバ メッセージをブロックできます。この機能を使用するには、ポリシー
を設定してインターフェイスまたは VLAN にアタッチします。DHCP ガード パケットをデ
バッグするには、debug ipv6 snooping dhcp-guard 特権 EXEC コマンドを使用します。
• IPv6 ソース ガード：IPv4 ソース ガードと同様、IPv6 ソース ガードは送信元アドレス スプー
フィングを防ぐために、送信元アドレスまたはプレフィックスを検証します。
ソース ガードでは、送信元または宛先アドレスに基づいてトラフィックを許可または拒否す
るようにハードウェアをプログラムします。ここでは、データ パケットのトラフィックのみ
を処理します。
IPv6 ソース ガード機能は、ハードウェア TCAM テーブルにエントリを格納し、ホストが無
効な IPv6 送信元アドレスでパケットを送信しないようにします。
ソース ガード パケットをデバッグするには、debug ipv6 snooping source-guard 特権 EXEC コ
マンドを使用します。

（注）

IPv6 ソース ガード機能およびプレフィックス ガード機能は、入力方向でのみ
サポートされています。つまり、出力方法ではサポートされていません。
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次の制約事項が適用されます。
◦ FHS ポリシーは、EtherChannel グループのメンバーである場合に物理ポートにアタッチ
することができません。
◦ IPv6 ソース ガードがスイッチ ポートでイネーブルになっている場合は、そのスイッチ
ポートが属するインターフェイスで NDP または DHCP スヌーピングをイネーブルにす
る必要があります。そうしないと、このポートからのすべてのデータ トラフィックがブ
ロックされます。
◦ IPv6 ソース ガード ポリシーを VLAN に適用することはできません。インターフェイス
レベルのみでサポートされています。
◦ インターフェイスで IPv4 および IPv6 のソース ガードを一緒に設定する場合は、ip verify
source の代わりに ip verify source mac-check の使用を推奨します。2 つの異なるフィル
タリング ルール（IPv4（IP フィルタ）用と IPv6（IP-MAC フィルタ）用）が設定されて
いるため、特定のポートの IPv4 接続が切断される可能性があります。
◦ IPv6 ソース ガードとプレフィックス ガードは同時に使用できません。ポリシーをイン
ターフェイスに付加する際は、「アドレスを確認」するか「プレフィックスを確認」す
る必要はありますが、両方を確認する必要はありません。
◦ PVLAN と送信元/プレフィックス ガードは同時に適用できません。
◦ IPv6 送信元ガードとプレフィックス ガードは EtherChannel でサポートされています。
IPv6 送信元ガードの詳細については、Cisco.comで『Cisco IOS IPv6 Configuration Guide Library』
の「IPv6 Source Guard」の章を参照してください。
• IPv6 プレフィックス ガード：IPv6 プレフィックス ガードは、IPv6 送信元ガード機能内で動
作し、デバイスがトポロジに不正なアドレスから発信されたトラフィックを拒否できるよう
にします。IPv6 プレフィックス ガードは、IPv6 プレフィックスが DHCP プレフィックス委
任を使用してデバイス（ホーム ゲートウェイなど）に委任される場合によく使用されていま
す。この機能は、リンクに割り当てられたアドレスの範囲を検出し、この範囲に入っていな
いアドレスを発信元とするトラフィックをブロックします。
IPv6 プレフィックス ガードの詳細については、Cisco.comで『Cisco IOS IPv6 Configuration
Guide Library』の「IPv6 Prefix Guard」の章を参照してください。
• IPv6 宛先ガード：IPv6 宛先ガード機能は、IPv6 ネイバー探索で動作し、リンク上でアクティ
ブであると認識されているアドレスについてのみ、デバイスがアドレスを解決します。アド
レス グリーニング機能に依存して、リンク上でアクティブなすべての宛先をバインディング
テーブルに挿入してから、バインディング テーブルで宛先が見つからなかったときに実行さ
れる解決をブロックします。

（注）

IPv6 宛先ガードは、設定された SVI のレイヤ2 VLANに適用することをお勧め
します。
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IPv6 宛先ガードに関する詳細については、Cisco.comで『Cisco IOS IPv6 Configuration Guide
Library』の「IPv6 Destination Guard」の章を参照してください。

IPv6 スヌーピング ポリシーの設定方法
IPv6 スヌーピング ポリシーを設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステッ
プ2

ipv6 snooping policy policy-name スヌーピング ポリシーを作成し、IPv6 スヌーピング ポ
リシー コンフィギュレーション モードに移行します。
例：
Device(config)# ipv6 snooping
policy example_policy

ステッ
プ3

{[default ] | [device-role {node | データ アドレス グリーニングをイネーブルにし、さま
switch}] | [limit address-count ざまな条件に対してメッセージを検証し、メッセージ
value] | [no] | [protocol {dhcp | のセキュリティ レベルを指定します。
ndp} ] | [security-level {glean |
• （任意）default：すべてをデフォルト オプション
guard | inspect} ] | [tracking
{disable [stale-lifetime [seconds
に設定します。
| infinite] | enable
• （任意）device-role{node] | switch}：ポートに接続
[reachable-lifetime [seconds |
infinite] } ] | [trusted-port ] }
されたデバイスのロールを指定します。デフォル
トは node です。
例：

Device(config-ipv6-snooping)#
security-level inspect

• （任意）limit address-count value：ターゲットごと
に許可されるアドレス数を制限します。
• （任意）no：コマンドを無効にするか、またはそ

例：

Device(config-ipv6-snooping)#
trusted-port

のデフォルトに設定します。
• （任意）protocol{dhcp | ndp}：分析のために、ス
ヌーピング機能にどのプロトコルをリダイレクト
するかを指定します。デフォルトは、dhcp および
ndp です。デフォルトを変更するには、no protocol
コマンドを使用します。
• （任意）security-level{glean|guard|inspect}：この
機能によって適用されるセキュリティのレベルを
指定します。デフォルトは guard です。
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コマンドまたはアクション

目的
glean：メッセージからアドレスを収集し、何も
確認せずにバインディング テーブルに入力しま
す。
guard：アドレスを収集し、メッセージを検査
します。さらに、RA および DHCP サーバ メッ
セージを拒否します。これがデフォルトのオプ
ションです。
inspect：アドレスを収集し、メッセージの一貫
性と準拠を検証して、アドレスの所有権を適用
します。
• （任意）tracking {disable | enable}：デフォルトの
トラッキング動作を上書きし、トラッキング オプ
ションを指定します。
• （任意）trusted-port：信頼できるポートを設定し
ます。これにより、該当するターゲットに対する
ガードがディセーブルになります。信頼できるポー
トを経由して学習されたバインディングは、他の
どのポートを経由して学習されたバインディング
よりも優先されます。テーブル内にエントリを作
成しているときに衝突が発生した場合、信頼でき
るポートが優先されます。

ステッ
プ4

end

コンフィギュレーション モードから特権 EXEC モード
に戻ります。

例：
Device(config-ipv6-snooping)#
exit

ステッ
プ5

show ipv6 snooping policy
policy-name

スヌーピング ポリシー設定を表示します。

例：
Device#show ipv6 snooping
policy example_policy

次の作業
IPv6 スヌーピング ポリシーをインターフェイスまたは VLAN にアタッチします。
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IPv6 スヌーピング ポリシーをインターフェイスにアタッチする方法
インターフェイスまたは VLAN に IPv6 ルータスヌーピング ポリシーをアタッチするには、特権
EXEC モードで次の手順を実行してください。

手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステッ
プ2

interface Interface_type
stack/module/port

インターフェイスのタイプおよび ID を指定し、イン
ターフェイス コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device(config)# interface
gigabitethernet 1/1/4

ステッ
プ3

switchport
例：
Device(config-if)# switchport

ステッ
プ4

ipv6 snooping [attach-policy
policy_name [ vlan {vlan_id | add
vlan_ids | exceptvlan_ids | none |
remove vlan_ids}] | vlan {vlan_id
| add vlan_ids | exceptvlan_ids |
none | remove vlan_ids | all} ]

switchport モードを開始します。
（注）

インターフェイスがレイヤ 3 モードの場合
に、レイヤ 2 パラメータを設定するには、パ
ラメータを指定せずに switchport インター
フェイス コンフィギュレーション コマンド
を入力し、インターフェイスをレイヤ 2 モー
ドにする必要があります。これにより、イン
ターフェイスがいったんシャットダウンして
から再度イネーブルになり、インターフェイ
スが接続しているデバイスに関するメッセー
ジが表示されることがあります。レイヤ 3
モードのインターフェイスをレイヤ 2 モード
にした場合、影響のあるインターフェイスに
関連する以前の設定情報が消失する可能性が
あり、インターフェイスはデフォルト設定に
戻ります。switchport コンフィギュレーショ
ン モードではコマンド プロンプトは
（config-if）# と表示されます。

インターフェイスまたはそのインターフェイス上の特
定の VLAN にカスタム IPv6 スヌーピング ポリシーを
アタッチします。デフォルトポリシーをインターフェ
イスにアタッチするには、attach-policy キーワードを
指定せずに ipv6 snooping コマンドを使用します。デ
フォルト ポリシーをインターフェイス上の VLAN に
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コマンドまたはアクション

目的

例：

アタッチするには、ipv6 snooping vlan コマンドを使
用します。デフォルト ポリシーは、セキュリティ レ
ベル guard、デバイス ロール node、プロトコル ndp
および dhcp です。

Device(config-if)# ipv6
snooping
or
Device(config-if)# ipv6
snooping attach-policy
example_policy
or
Device(config-if)# ipv6
snooping vlan 111,112
or
Device(config-if)# ipv6
snooping attach-policy
example_policy vlan 111,112

ステッ
プ5

do show running-config
例：
Device#(config-if)#
running-config

インターフェイス コンフィギュレーション モードを
終了しないで、ポリシーが特定のインターフェイスに
アタッチされていることを確認します。

do show

IPv6 スヌーピング ポリシーをレイヤ 2 EtherChannel インターフェイスにアタッチす
る方法
EtherChannel インターフェイスまたは VLAN に IPv6 スヌーピング ポリシーをアタッチするには、
特権 EXEC モードで次の手順を実行してください。

手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステッ
プ2

interface range Interface_name
例：
Device(config)#

interface range Po11

EtherChannel の作成時に割り当てられ
たポート チャネル インターフェイス
の名前を指定します。インターフェ
イス範囲コンフィギュレーションモー
ドを開始します。
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コマンドまたはアクション

目的
ヒント

ステッ
プ3

ipv6snooping [ policy_name [ {vlan_ids | vlan_ids |
vlan_ids | | vlan_ids | } ] | [ {vlan_ids | vlan_ids |
vlan_ids | | vlan_ids | } ]attach-policyvlan
addexceptnoneremove allvlan
addexceptnoneremove all
例：

インターフェイス名やタイ
プを簡単に参照するには do
show interfaces summary コマ
ンドを使用します。

IPv6 スヌーピング ポリシーをイン
ターフェイスまたはそのインターフェ
イス上の特定の VLAN にアタッチし
ます。attach-policy オプションを使用
しない場合、デフォルト ポリシーが
アタッチされます。

Device(config-if-range)# ipv6 snooping
attach-policy example_policy
or
Device(config-if-range)# ipv6 snooping
attach-policy example_policy vlan 222,223,224
or
Device(config-if-range)#ipv6 snooping vlan
222, 223,224

ステッ
プ4

do show
コンフィギュレーション モードを終
running-configinterfaceportchannel_interface_name 了しないで、ポリシーが特定のイン
ターフェイスにアタッチされている
例：
ことを確認します。
Device#(config-if-range)#
running-config int po11

do show

IPv6 スヌーピング ポリシーを全体的に VLAN にアタッチする方法
複数のインターフェイス上の VLAN に IPv6 スヌーピング ポリシーをアタッチするには、特権
EXEC モードで次の手順を実行してください。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

vlan configuration vlan_list

VLAN インターフェイスのコンフィギュレーショ
ン モードを開始し、IPv6 スヌーピング ポリシー
をアタッチする VLAN を指定します。

例：
Device(config)# vlan
configuration 333

ステップ 3

ipv6 snooping [attach-policy
policy_name]
例：
Device(config-vlan-config)#ipv6
snooping attach-policy
example_policy

ステップ 4

do show running-config
例：
Device#(config-if)#
running-config

すべてのスイッチおよびスタック インターフェイ
スで、IPv6 スヌーピング ポリシーを指定した
VLAN にアタッチします。attach-policy オプショ
ンを使用しない場合、デフォルト ポリシーがア
タッチされます。デフォルト ポリシーは、セキュ
リティ レベル guard、デバイス ロール node、プ
ロトコル ndp および dhcp です。
インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを終了しないで、ポリシーが特定の VLAN にア
タッチされていることを確認します。

do show

IPv6 バインディング テーブルの内容を設定する方法
IPv6 バインディング テーブル コンテンツを設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行
します。

手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 configure terminal

目的
グローバルコンフィギュレー
ションモードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2 [] [ vlan-id {ipv6-address interface_type stack/module/port バインディング テーブル
hw_address [[seconds | | ] | [{ [default | disable] [ [seconds | | データベースにスタティック
] | [ [[seconds | | ] | [ {seconds| [[seconds | | ] } ]noipv6
エントリを追加します。
neighbor bindingvlaninterfacereachable-lifetimevalue
defaultinfinitetrackingreachable-lifetimevalue
defaultinfiniteenablereachable-lifetimevalue
defaultinfiniteretry-intervaldefaultreachable-lifetimevalue
defaultinfinite
例：
Device(config)#

ipv6 neighbor binding
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目的

ステップ 3 [no] ipv6 neighbor binding max-entries number [mac-limit バインディング テーブル
number | port-limit number [mac-limit number] | vlan-limit キャッシュに挿入できるエン
number [ [mac-limit number] | [port-limit number
トリの最大数を指定します。
[mac-limitnumber] ] ] ]
例：
Device(config)#
30000

ipv6 neighbor binding max-entries

ステップ 4 ipv6 neighbor bindinglogging

バインディング テーブル メ
イン イベントのロギングを
イネーブルにします。

例：
Device(config)# ipv6 neighbor binding logging

ステップ 5 exit

グローバルコンフィギュレー
ション モードを終了して、
ルータを特権 EXEC モードに
します。

例：
Device(config)# exit

ステップ 6 show ipv6 neighbor binding

バインディング テーブルの
内容を表示します。

例：
Device#

show ipv6 neighbor binding

IPv6 ネイバー探索インスペクション ポリシーの設定方法
特権 EXEC モードから、IPv6 ND インスペクション ポリシーを設定するには、次の手順に従って
ください。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

[no]ipv6 nd inspectionpolicy policy-name
例：
Device(config)# ipv6 nd inspection
policy example_policy

ND インスペクション ポリシー名を指
定し、ND インスペクション ポリシー
コンフィギュレーション モードを開始
します。
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コマンドまたはアクション
ステップ 3

目的

device-role {host | monitor | router | switch} ポートに接続されているデバイスのロー
ルを指定します。デフォルトは host で
例：
す。
Device(config-nd-inspection)#
device-role switch

ステップ 4

Device(config-nd-inspection)#
drop-unsecure

オプションが指定されていないか無効
なオプションが指定されているか、ま
たはシグニチャが無効なメッセージを
ドロップします。

limit address-count value

1 ～ 10,000 を入力します。

drop-unsecure
例：

ステップ 5

例：
Device(config-nd-inspection)# limit
address-count 1000

ステップ 6

sec-level minimum value
例：

暗号化生成アドレス（CGA）オプショ
ンを使用する場合の最小のセキュリティ
レベル パラメータ値を指定します。

Device(config-nd-inspection)# limit
address-count 1000

ステップ 7

tracking {enable [reachable-lifetime {value ポートでデフォルトのトラッキング ポ
| infinite}] | disable [stale-lifetime {value | リシーを上書きします。
infinite}]}
例：
Device(config-nd-inspection)# tracking
disable stale-lifetime infinite

ステップ 8

trusted-port

信頼できるポートにするポートを設定
します。

例：
Device(config-nd-inspection)#
trusted-port

ステップ 9

validate source-mac
例：

送信元 Media Access Control（MAC）ア
ドレスをリンク層アドレスと照合しま
す。

Device(config-nd-inspection)# validate
source-mac

ステップ 10

no {device-role | drop-unsecure | limit
address-count | sec-level minimum |
tracking | trusted-port | validate
source-mac}

このコマンドの no 形式を使用してパラ
メータの現在の設定を削除します。

例：
Device(config-nd-inspection)# no
validate source-mac
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ステップ 11

目的

default {device-role | drop-unsecure | limit 設定をデフォルト値に戻します。
address-count | sec-level minimum |
tracking | trusted-port | validate
source-mac}
例：
Device(config-nd-inspection)# default
limit address-count

ステップ 12

ND インスペクション コンフィギュレー
ション モードを終了しないで ND イン
スペクションの設定を確認します。

do show ipv6 nd inspection policy
policy_name
例：
Device(config-nd-inspection)# do show
ipv6 nd inspection policy
example_policy

IPv6 ネイバー探索インスペクション ポリシーをインターフェイスにアタッチする方
法
インターフェイスまたはそのインターフェース上の VLAN に IPv6 ND 検査ポリシーをアタッチす
るには、特権 EXEC モードで次の手順を実行してください。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

interface Interface_type stack/module/port
例：

インターフェイスのタイプおよび ID を指
定し、インターフェイスコンフィギュレー
ション モードを開始します。

Device(config)# interface
gigabitethernet 1/1/4

ステップ 3

ipv6 nd inspection [ policy_name [ {vlan_ids
| vlan_ids | vlan_ids | | vlan_ids | } ] | [
{vlan_ids | vlan_ids | vlan_ids | | vlan_ids | }
]attach-policyvlan addexceptnoneremove
allvlan addexceptnoneremove all
例：

ネイバー探索検査ポリシーをインターフェ
イスまたはそのインターフェイス上の特
定の VLAN にアタッチします。
attach-policy オプションを使用しない場
合、デフォルト ポリシーがアタッチされ
ます。

Device(config-if)# ipv6 nd inspection
attach-policy example_policy
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目的

or
Device(config-if)# ipv6 nd inspection
attach-policy example_policy vlan
222,223,224
or
Device(config-if)# ipv6 nd inspection
vlan 222, 223,224

ステップ 4

do show running-config
例：
Device#(config-if)#
running-config

do show

インターフェイス コンフィギュレーショ
ン モードを終了しないで、ポリシーが特
定のインターフェイスにアタッチされて
いることを確認します。

IPv6 ネイバー探索インスペクション ポリシーをレイヤ 2 EtherChannel インターフェ
イスにアタッチする方法
EtherChannel インターフェイスまたは VLAN に IPv6 ネイバー探索検査ポリシーをアタッチするに
は、特権 EXEC モードで次の手順を実行してください。

手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステッ
プ2

interface range Interface_name
例：
Device(config)#

interface Po11

EtherChannel の作成時に割り当てられ
たポート チャネル インターフェイス
の名前を指定します。インターフェイ
ス範囲コンフィギュレーション モー
ドを開始します。
ヒント

ステッ
プ3

インターフェイス名やタイ
プを簡単に参照するには do
show interfaces summary コマ
ンドを使用します。

ipv6ndinspection [ policy_name [ {vlan_ids | vlan_ids ND インスペクション ポリシーをイン
| vlan_ids | | vlan_ids | } ] | [ {vlan_ids | vlan_ids |
ターフェイスまたはそのインターフェ
vlan_ids | | vlan_ids | } ]attach-policyvlan
イス上の特定の VLAN にアタッチし
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目的

addexceptnoneremove allvlan
addexceptnoneremove all

ます。attach-policy オプションを使用
しない場合、デフォルト ポリシーが
アタッチされます。

例：
Device(config-if-range)# ipv6 nd inspection
attach-policy example_policy
or
Device(config-if-range)# ipv6 nd inspection
attach-policy example_policy vlan 222,223,224
or
Device(config-if-range)#ipv6 nd inspection
vlan 222, 223,224

ステッ
プ4

do show
コンフィギュレーション モードを終
running-configinterfaceportchannel_interface_name 了しないで、ポリシーが特定のイン
ターフェイスにアタッチされているこ
例：
とを確認します。
Device#(config-if-range)#
running-config int po11

do show

IPv6 ネイバー探索インスペクション ポリシーを全体的に VLAN にアタッチする方法
複数のインターフェイス上の VLAN に IPv6 ND 探索ポリシーをアタッチするには、特権 EXEC
モードで次の手順を実行してください。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

vlan configuration vlan_list
例：

VLAN インターフェイスのコンフィギュレーショ
ン モードを開始し、IPv6 スヌーピング ポリシー
をアタッチする VLAN を指定します。

Device(config)# vlan
configuration 334
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

ipv6 nd inspection [attach-policy
policy_name]

すべてのスイッチおよびスタック インターフェイ
スで、IPv6 ネイバー探索ポリシーを指定した
VLAN にアタッチします。attach-policy オプショ
ンを使用しない場合、デフォルト ポリシーがア
タッチされます。

例：
Device(config-vlan-config)#ipv6
nd inspection attach-policy
example_policy

ステップ 4

コンフィギュレーション モードを終了しないで、
ポリシーが特定の VLAN にアタッチされているこ
とを確認します。

do show running-config
例：
Device#(config-if)#
running-config

デフォルトのポリシーは、device-role host、no
drop-unsecure、limit address-count disabled、sec-level
minimum is disabled、tracking is disabled、no
trusted-port、no validate source-mac です。

do show

IPv6 ルータ アドバタイズメント ガード ポリシーの設定方法
IPv6 ルータ アドバタイズメント ポリシーを設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行
します。

手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 configure terminal

目的
グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2 [no]ipv6 nd raguardpolicy
policy-name

RA ガード ポリシー名を指定し、RA ガード ポリシー
コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# ipv6 nd
raguard policy example_policy

ステップ 3 [no]device-role {host | monitor | ポートに接続されているデバイスのロールを指定しま
router | switch}
す。デフォルトは host です。
例：
Device(config-nd-raguard)#
device-role switch

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
1966

OL-30686-01-J

IPv6 ルータ アドバタイズメント ガード ポリシーの設定方法

コマンドまたはアクション
ステップ 4 [no]hop-limit {maximum |
minimum} value
例：
Device(config-nd-raguard)#
hop-limit maximum 33

目的
（1 ～ 255）最大および最小のホップ制限値の範囲。
ホップ制限値によるルータ アドバタイズメント メッ
セージのフィルタリングをイネーブルにします。不正
RA メッセージは低いホップ制限値（IPv4 の Time to
Live と同じ）を持つ可能性があるため、ホストによっ
て受け入れられると、ホストが不正 RA メッセージ
ジェネレータを超えて宛先にトラフィックを生成する
ことができなくなります。指定されていないホップ制
限値を持つ RA メッセージはブロックされます。
設定されていない場合、このフィルタはディセーブル
になります。「minimum」を設定して、指定する値
より低いホップ制限値を持つ RA メッセージをブロッ
クします。「maximum」を設定して、指定する値よ
り高いホップ制限値を持つ RA メッセージをブロック
します。

ステップ 5 [no]managed-config-flag {off |
on}
例：
Device(config-nd-raguard)#
managed-config-flag on

管理アドレス設定（「M」フラグ）フィールドに基づ
いてルータ アドバタイズメント メッセージのフィル
タリングをイネーブルにします。「M」フィールドが
1 の不正 RA メッセージの結果としてホストが不正
DHCPv6 サーバを使用する場合があります。設定され
ていない場合、このフィルタはディセーブルになりま
す。
On：「M」値が 1 の RA メッセージを受け入れて転送
し、0 のものをブロックします。
Off：「M」値が 0 の RA メッセージを受け入れて転
送し、1 のものをブロックします。

ステップ 6 [no]match {ipv6 access-list list | 指定したプレフィックス リストまたはアクセス リス
ra prefix-list list}
トと照合します。
例：
Device(config-nd-raguard)#
match ipv6 access-list
example_list

ステップ 7 [no]other-config-flag {on | off} その他の設定（「O」フラグ）フィールドに基づく
ルータ アドバタイズメント メッセージのフィルタリ
例：
ングをイネーブルにします。「O」フィールドが 1 の
Device(config-nd-raguard)#
不正RAメッセージの結果としてホストが不正DHCPv6
other-config-flag on
サーバを使用する場合があります。設定されていない
場合、このフィルタはディセーブルになります。
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目的
On：「O」値が 1 の RA メッセージを受け入れて転送
し、0 のものをブロックします。
Off：「O」値が 0 の RA メッセージを受け入れて転送
し、1 のものをブロックします。

ステップ 8 [no]router-preference maximum 「Router Preference」フラグを使用したルータ アドバ
{high | medium | low}
タイズメント メッセージのフィルタリングをイネー
ブルにします。設定されていない場合、このフィルタ
例：
はディセーブルになります。
Device(config-nd-raguard)#
router-preference maximum
high

• high：「Router Preference」が「high」、
「medium」、または「low」に設定された RA
メッセージを受け入れます。
• medium：「Router Preference」が「high」に設定
された RA メッセージをブロックします。
• low：「Router Preference」が「medium」または
「high」に設定された RA メッセージをブロック
します。

ステップ 9 [no]trusted-port
例：

信頼できるポートとして設定すると、すべての接続デ
バイスが信頼され、より詳細なメッセージ検証は実行
されません。

Device(config-nd-raguard)#
trusted-port

ステッ
プ 10

default {device-role | hop-limit コマンドをデフォルト値に戻します。
{maximum | minimum} |
managed-config-flag | match
{ipv6 access-list | ra prefix-list }
| other-config-flag |
router-preference maximum|
trusted-port}
例：
Device(config-nd-raguard)#
default hop-limit

ステッ
プ 11

do show ipv6 nd raguard policy （任意）：RA ガード ポリシー コンフィギュレーショ
policy_name
ン モードを終了しないで ND ガード ポリシー設定を
表示します。
例：
Device(config-nd-raguard)# do
show ipv6 nd raguard policy
example_policy
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IPv6 ルータ アドバタイズメント ガード ポリシーをインターフェイスにアタッチす
る方法
インターフェイスまたはそのインターフェース上の VLAN に IPv6 ルータ アドバタイズメント ポ
リシーをアタッチするには、特権 EXEC モードで次の手順を実行してください。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

interface Interface_type stack/module/port
例：

インターフェイスのタイプおよび ID を指
定し、インターフェイス コンフィギュ
レーション モードを開始します。

Device(config)# interface
gigabitethernet 1/1/4

ステップ 3

ipv6 nd raguard [ policy_name [ {vlan_ids |
vlan_ids | vlan_ids | | vlan_ids | } ] | [ {vlan_ids
| vlan_ids | vlan_ids | | vlan_ids | }
]attach-policyvlan addexceptnoneremove
allvlan addexceptnoneremove all
例：

ネイバー探索検査ポリシーをインターフェ
イスまたはそのインターフェイス上の特
定の VLAN にアタッチします。
attach-policy オプションを使用しない場
合、デフォルト ポリシーがアタッチされ
ます。

Device(config-if)# ipv6 nd raguard
attach-policy example_policy
or
Device(config-if)# ipv6 nd raguard
attach-policy example_policy vlan
222,223,224
or
Device(config-if)# ipv6 nd raguard vlan
222, 223,224

ステップ 4

do show running-config
例：
Device#(config-if)#
running-config

do show

コンフィギュレーション モードを終了し
ないで、ポリシーが特定のインターフェ
イスにアタッチされていることを確認し
ます。
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IPv6 ルータ アドバタイズメント ガード ポリシーをレイヤ 2 EtherChannel インター
フェイスにアタッチする方法
EtherChannel インターフェイスまたは VLAN に IPv6 ルータ アドバタイズメント ガード ポリシー
をアタッチするには、特権 EXEC モードで次の手順を実行してください。

手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステッ
プ2

interface range Interface_name
例：
Device(config)#

interface Po11

EtherChannel の作成時に割り当てられ
たポート チャネル インターフェイス
の名前を指定します。インターフェ
イス範囲コンフィギュレーションモー
ドを開始します。
ヒント

ステッ
プ3

ipv6ndraguard [ policy_name [ {vlan_ids | vlan_ids
| vlan_ids | | vlan_ids | } ] | [ {vlan_ids | vlan_ids |
vlan_ids | | vlan_ids | } ]attach-policyvlan
addexceptnoneremove allvlan
addexceptnoneremove all
例：

インターフェイス名やタイ
プを簡単に参照するには do
show interfaces summary コマ
ンドを使用します。

RA ガード ポリシーをインターフェイ
スまたはそのインターフェイス上の
特定の VLAN にアタッチします。
attach-policy オプションを使用しない
場合、デフォルト ポリシーがアタッ
チされます。

Device(config-if-range)# ipv6 nd raguard
attach-policy example_policy
or
Device(config-if-range)# ipv6 nd raguard
attach-policy example_policy vlan 222,223,224
or
Device(config-if-range)#ipv6 nd raguard vlan
222, 223,224

ステッ
プ4

do show
コンフィギュレーション モードを終
running-configinterfaceportchannel_interface_name 了しないで、ポリシーが特定のイン
ターフェイスにアタッチされている
例：
ことを確認します。
Device#(config-if-range)#
running-config int po11

do show
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IPv6 ルータ アドバタイズメント ガード ポリシーを VLAN にグローバルにアタッチす
る方法
インターフェイスに関係なく VLAN に IPv6 ルータ アドバタイズメント ポリシーをアタッチする
には、特権 EXEC モードで次の手順を実行してください。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

vlan configuration vlan_list
例：

VLAN インターフェイスのコンフィギュレー
ション モードを開始し、IPv6 RA ガード ポリ
シーをアタッチする VLAN を指定します。

Device(config)# vlan
configuration 335

ステップ 3

ipv6dhcp guard [attach-policy
policy_name]
例：
Device(config-vlan-config)#ipv6
nd raguard attach-policy
example_policy

ステップ 4

do show running-config
例：
Device#(config-if)#
running-config

すべてのスイッチおよびスタック インターフェ
イスで、IPv6 RA ガード ポリシーを指定した
VLAN にアタッチします。attach-policy オプショ
ンを使用しない場合、デフォルト ポリシーがア
タッチされます。

コンフィギュレーション モードを終了しない
で、ポリシーが特定の VLAN にアタッチされて
いることを確認します。

do show

IPv6 DHCP ガード ポリシーの設定方法
IPv6 DHCP（DHCPv6）ガード ポリシーを設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行し
ます。
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手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステッ
プ2

[no]ipv6 dhcp guardpolicy policy-name DHCPv6 ガード ポリシー名を指定し、DHCPv6
ガード ポリシー コンフィギュレーション モー
例：
ドを開始します。
Device(config)# ipv6 dhcp guard
policy example_policy

ステッ
プ3

[no]device-role {client | server}
例：
Device(config-dhcp-guard)#
device-role server

（任意）特定のロールのデバイスからのもので
はないポート上の DHCPv6 応答および DHCPv6
アドバタイズメントをフィルタします。デフォ
ルトは client です。
• client：デフォルト値。アタッチされたデ
バイスがクライアントであることを指定し
ます。サーバ メッセージにはこのポート
でドロップされます。
• server：適用されたデバイスが DHCPv6
サーバであることを指定します。このポー
トでは、サーバ メッセージが許可されま
す。

ステッ
プ4

[no] matchserveraccess-list
ipv6-access-list-name
例：
;;Assume a preconfigured IPv6 Access
List as follows:
Device(config)# ipv6 access-list
my_acls
Device(config-ipv6-acl)# permit host
FE80::A8BB:CCFF:FE01:F700 any

（任意）。アドバタイズされた DHCPv6 サーバ
またはリレー アドレスが認証されたサーバのア
クセス リストからのものであることの確認をイ
ネーブルにします（アクセス リストの宛先アド
レスは「any」です）。設定されていない場合、
このチェックは回避されます。空のアクセス リ
ストは、permit all として処理されます。

;;configure DCHPv6 Guard to match
approved access list.
Device(config-dhcp-guard)# match
server access-list my_acls

ステッ
プ5

[no] matchreplyprefix-list
ipv6-prefix-list-name
例：
;;Assume a preconfigured IPv6 prefix

（任意）DHCPv6 応答メッセージ内のアドバタ
イズされたプレフィクスが設定された承認プレ
フィクス リストからのものであることの確認を
イネーブルにします。設定されていない場合、
このチェックは回避されます。空のプレフィク
ス リストは、permit として処理されます。
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コマンドまたはアクション

目的

list as follows:
Device(config)# ipv6 prefix-list
my_prefix permit 2001:0DB8::/64 le
128
;; Configure DCHPv6 Guard to match
prefix
Device(config-dhcp-guard)# match
reply prefix-list my_prefix

ステッ
プ6

[no]preference{ max limit | min limit }
例：
Device(config-dhcp-guard)#
preference max 250
Device(config-dhcp-guard)#preference
min 150

device-role が server である場合に max および
min を設定して、DHCPv6 サーバ アドバタイズ
メント値をサーバ優先度値に基づいてフィルタ
します。デフォルトではすべてのアドバタイズ
メントが許可されます。
max limit：（0 ～ 255）（任意）アドバタイズ
されたプリファレンス（[preference] オプション
内）が指定された制限未満であるかどうかの検
証をイネーブルにします。デフォルトは 255 で
す。設定されていない場合、このチェックは回
避されます。
min limit：（0 ～ 255）（任意）アドバタイズさ
れたプリファレンス（[preference] オプション
内）が指定された制限を超過しているかどうか
の検証をイネーブルにします。デフォルトは 0
です。設定されていない場合、このチェックは
回避されます。

ステッ
プ7

ステッ
プ8

例：

（任意）trusted-port：ポートを信頼モードに設
定します。このポートでは、これ以上のポリシ
ングは実行されません。

Device(config-dhcp-guard)#
trusted-port

（注）

[no] trusted-port

default {device-role | trusted-port}

信頼できるポートを設定した場合、
device-role オプションは使用できませ
ん。

（任意）default：コマンドをデフォルトに設定
します。

例：
Device(config-dhcp-guard)# default
device-role

ステッ
プ9

do show ipv6 dhcp guard policy
policy_name
例：
Device(config-dhcp-guard)# do show
ipv6 dhcp guard policy
example_policy

（任意）コンフィギュレーション サブモードを
終了せずに IPv6 DHCP のガード ポリシーの設
定を表示します。policy_name 変数を省略する
と、すべての DHCPv6 ポリシーが表示されま
す。
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DHCPv6 ガード設定の例
enable
configure terminal
ipv6 access-list acl1
permit host FE80::A8BB:CCFF:FE01:F700 any
ipv6 prefix-list abc permit 2001:0DB8::/64 le 128
ipv6 dhcp guard policy pol1
device-role server
match server access-list acl1
match reply prefix-list abc
preference min 0
preference max 255
trusted-port
interface GigabitEthernet 0/2/0
switchport
ipv6 dhcp guard attach-policy pol1 vlan add 1
vlan 1
ipv6 dhcp guard attach-policy pol1
show ipv6 dhcp guard policy pol1

IPv6 DHCP ガード ポリシーをインターフェイスまたはインターフェイス上の VLAN に
アタッチする方法
IPv6 バインディング テーブル コンテンツを設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行
します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバルコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

interface Interface_type stack/module/port
例：

インターフェイスのタイプおよび ID を
指定し、インターフェイス コンフィギュ
レーション モードを開始します。

Device(config)# interface
gigabitethernet 1/1/4

ステップ 3

ipv6 dhcp guard [ policy_name [ {vlan_ids |
vlan_ids | vlan_ids | | vlan_ids | } ] | [ {vlan_ids
| vlan_ids | vlan_ids | | vlan_ids | }
]attach-policyvlan addexceptnoneremove
allvlan addexceptnoneremove all
例：

DHCP ガード ポリシーをインターフェイ
スまたはそのインターフェイス上の特定
の VLAN にアタッチします。
attach-policy オプションを使用しない場
合、デフォルト ポリシーがアタッチされ
ます。

Device(config-if)# ipv6 dhcp guard
attach-policy example_policy
or
Device(config-if)# ipv6 dhcp guard
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コマンドまたはアクション

目的

attach-policy example_policy vlan
222,223,224
or
Device(config-if)# ipv6 dhcp guard vlan
222, 223,224

ステップ 4

do show running-config interface
Interface_type stack/module/port
例：

コンフィギュレーション モードを終了し
ないで、ポリシーが特定のインターフェ
イスにアタッチされていることを確認し
ます。

Device#(config-if)# do show
running-config gig 1/1/4

IPv6 DHCP ガード ポリシーをレイヤ 2 EtherChannel インターフェイスにアタッチする
方法
EtherChannel インターフェイスまたは VLAN に IPv6 DHCP ガード ポリシーをアタッチするには、
特権 EXEC モードで次の手順を実行してください。

手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステッ
プ2

interface range Interface_name
例：
Device(config)#

interface Po11

EtherChannel の作成時に割り当てられ
たポート チャネル インターフェイス
の名前を指定します。インターフェ
イス範囲コンフィギュレーションモー
ドを開始します。
ヒント

ステッ
プ3

ipv6dhcpguard [ policy_name [ {vlan_ids | vlan_ids
| vlan_ids | | vlan_ids | } ] | [ {vlan_ids | vlan_ids |
vlan_ids | | vlan_ids | } ]attach-policyvlan
addexceptnoneremove allvlan
addexceptnoneremove all

インターフェイス名やタイ
プを簡単に参照するには do
show interfaces summary コマ
ンドを使用します。

DHCPガードポリシーをインターフェ
イスまたはそのインターフェイス上
の特定の VLAN にアタッチします。
attach-policy オプションを使用しない
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コマンドまたはアクション

目的

例：

場合、デフォルト ポリシーがアタッ
チされます。

Device(config-if-range)# ipv6 dhcp guard
attach-policy example_policy
or
Device(config-if-range)# ipv6 dhcp guard
attach-policy example_policy vlan 222,223,224
or
Device(config-if-range)#ipv6 dhcp guard vlan
222, 223,224

ステッ
プ4

do show
コンフィギュレーション モードを終
running-configinterfaceportchannel_interface_name 了しないで、ポリシーが特定のイン
ターフェイスにアタッチされている
例：
ことを確認します。
Device#(config-if-range)#
running-config int po11

do show

IPv6 DHCP ガード ポリシーを全体的に VLAN にアタッチする方法
複数のインターフェイス上の VLAN に IPv6 DHCP のガード ポリシーをアタッチするには、特権
EXEC モードで次の手順を実行してください。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

vlan configuration vlan_list
例：

VLAN インターフェイスのコンフィギュレーショ
ン モードを開始し、IPv6 スヌーピング ポリシー
をアタッチする VLAN を指定します。

Device(config)# vlan
configuration 334

ステップ 3

ipv6 dhcp guard [attach-policy
policy_name]
例：
Device(config-vlan-config)#ipv6
dhcp guard attach-policy

すべてのスイッチおよびスタック インターフェ
イスで、IPv6 ネイバー探索ポリシーを指定した
VLAN にアタッチします。attach-policy オプショ
ンを使用しない場合、デフォルト ポリシーがア
タッチされます。デフォルト ポリシーは、
device-role client、no trusted-port です。
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コマンドまたはアクション

目的

example_policy

ステップ 4

do show running-config
例：
Device#(config-if)#
running-config

コンフィギュレーションモードを終了しないで、
ポリシーが特定の VLAN にアタッチされている
ことを確認します。

do show

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

『Implementing IPv6 Addressing and Basic Connectivity』

http://www.cisco.com/en/US/docs/
ios-xml/ios/ipv6/configuration/
15-0sy/ip6-addrg-bsc-con.html

IPv6 ネットワーク管理とセキュリティのトピック

『IPv6 Configuration Library,
Cisco IOS XE Release 3SE
(Catalyst 3850 Switches)』
http://www.cisco.com/en/US/docs/
ios-xml/ios/ipv6/config_library/
xe-3se/3850/
ipv6-xe-3se-3850-library.html

IPv6 コマンド リファレンス

『IPv6 Command Reference,
Cisco IOS XE Release 3SE
(Catalyst 3850 Switches)』
http://www.cisco.com/en/US/docs/
ios-xml/ios/ipv6/command/
ipv6-xe-3se-3850-cr-book.html

エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi
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その他の参考資料

シスコのテクニカル サポート
説明

Link

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。
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Cisco TrustSec の設定
• Cisco TrustSec の概要, 1979 ページ
• 機能情報の確認, 1979 ページ
• Cisco TrustSec の機能, 1980 ページ
• Cisco TrustSec の機能情報, 1983 ページ

Cisco TrustSec の概要
Cisco TrustSec は、ネットワーク内のユーザ、ホスト、およびネットワーク デバイスを強力に識別
する機能に基づいた、シスコ ネットワーク デバイスのセキュリティを改善します。TrustSec は、
特定のロールについてデータ トラフィックを一意に分類することで、トポロジに依存しない、ス
ケーラブルなアクセス コントロールを実現します。TrustSec は、認証されたピアおよびこれらの
ピアとの暗号化リンク間で信頼を確立することで、データの機密保持および整合性を保証します。
Cisco TrustSec の主要コンポーネントは、Cisco Identity Services Engine（ISE）です。スイッチ上で
手動で設定することもできますが、Cisco ISE は TrustSec ID およびセキュリティ グループ ACL
（SGACL）でスイッチをプロビジョニングできます。

機能情報の確認
スイッチ上で Cisco TrustSec を設定するには、次の URL にある『Cisco TrustSec Switch Configuration
Guide』を参照してください。
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/trustsec/configuration/guide/trustsec.html
Cisco TrustSec General Availability リリースのリリース ノートについては、次の URL を参照してく
ださい。
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/trustsec/release/notes/rn_cts_crossplat.html
Catalyst 3850 および 3650 の制約事項と制限事項については、次の URL で入手できるノートを参
照してください。
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http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/trustsec/configuration/guide/trustsec/appa_cat3k.html
概要、データ シート、プラットフォーム マトリクスごとの機能、およびケース スタディを含む
Cisco TrustSec ソリューションの詳細については、次の URL を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns1051/index.html

Cisco TrustSec の機能
次の表に、TrustSec がイネーブルになった Cisco スイッチで実装される TrustSec 機能を示します。
継続的な TrustSec の General Availability リリースによって、サポートされるスイッチの数および
各スイッチでサポートされる TrustSec 機能の数は増加しています。
Cisco TrustSec の機能

説明

802.1AE タギング（MACSec）

IEEE 802.1AE に基づくワイヤレート ホップ単
位レイヤ 2 暗号化のプロトコル。
MACSec 対応デバイス間において、パケットは
送信デバイスからの出力で暗号化され、受信デ
バイスへの入力で復号化されます。デバイス内
では平文です。
この機能は、TrustSec ハードウェア対応デバイ
ス間だけで利用できます。
（注）

（注）

エンドポイント アドミッション コントロール
（EAC）

この機能は、Cisco IOS XE Denali
16.1.1の Catalyst 3850 および Catalyst
3650 スイッチではサポートされてい
ません。
この機能は 2960x ではサポートされ
ていません。

EAC は、TrustSec ドメインに接続しているエン
ドポイント ユーザまたはデバイスの認証プロセ
スです。通常、EAC はアクセス レベル スイッ
チで実行されます。EAC プロセスの認証および
許可に成功すると、ユーザまたはデバイスに対
してセキュリティ グループ タグが割り当てら
れます。現在、EAC は 802.1X、MAC 認証バイ
パス（MAB）、および Web 認証プロキシ
（WebAuth）とすることができます。
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Cisco TrustSec の機能

説明

ネットワーク デバイス アドミッション コント NDAC は、TrustSec ドメイン内の各ネットワー
ロール（NDAC）
ク デバイスがピア デバイスのクレデンシャル
および信頼性を確認できる認証プロセスです。
NDAC は、IEEE 802.1X ポート ベースの認証に
基づく認証フレームワークを利用し、EAP 方式
として EAP-FAST を使用します。NDAC プロセ
スの認証および許可に成功すると、IEEE
802.1AE 暗号化のセキュリティ アソシエーショ
ン プロトコル ネゴシエーションとなります。
（注）

この機能は 2960x ではサポートされ
ません。

セキュリティ グループ アクセス コントロール セキュリティ グループ アクセス コントロール
リスト（SGACL）
リスト（SGACL）は、セキュリティ グループ
タグをポリシーと関連付けます。ポリシーは、
TrustSec ドメインから出力される SGT タグ付き
トラフィックに対して適用されます。
（注）

セキュリティ アソシエーション プロトコル
（SAP）

NDAC 認証のあと、セキュリティ アソシエー
ション プロトコル（SAP）は、その後の TrustSec
ピア間の MACSec リンク暗号化のキーおよび暗
号スイートについて、自動的にネゴシエーショ
ンを行います。SAP は IEEE 802.11i で定義され
ます。
（注）

（注）

セキュリティ グループ タグ（SGT）

この機能は、リリース 15.2(4) E の
Catalyst 3560cx ではサポートされてい
ません。

この機能は、Cisco IOS XE Denali
16.1.1の Catalyst 3850 および Catalyst
3650 スイッチではサポートされてい
ません。
この機能は 2960x ではサポートされ
ていません。

SGT は、TrustSec ドメイン内の送信元のセキュ
リティ分類を示す 16 ビットの単一ラベルです。
イーサネット フレームまたは IP パケットに追
加されます。
（注）

この機能は、Catalyst 2960cx および
Catalyst 3560cx ではサポートされてい
ません。
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説明

SGT Exchange Protocol（SXP）

Security Group Tag Exchange Protocol（SXP）。
SXP を使用すると、TrustSec にハードウェアで
対応していないデバイスが Cisco Identity Services
Engine（ISE）または Cisco Secure アクセス コン
トロール システム（ACS）から認証されたユー
ザとデバイスの SGT 属性を受信できます。デ
バイスは、次にセキュリティ グループ アクセ
ス コントロール リスト（SGACL）強制のため
に、送信元トラフィックをタグ付けするTrustSec
にハードウェアで対応しているデバイスに、
sourceIP-to-SGT バインディングを転送できま
す。

リンクの両端で 802.1AE MACsec をサポートしている場合、SAP ネゴシエーションが実行されま
す。サプリカントとオーセンティケータの間で EAPOL-Key が交換され、暗号スイートのネゴシ
エーション、セキュリティ パラメータの交換、およびキーの管理が実行されます。これらの作業
が正常に完了すると、セキュリティ アソシエーション（SA）が確立します。
ソフトウェア バージョンとライセンスおよびリンク ハードウェア サポートに応じて、SAP ネゴ
シエーションは次の動作モードの 1 つを使用できます。
• Galois Counter Mode（GCM）：認証と暗号化
• GCM authentication（GMAC）：GCM 認証、暗号化なし
• No Encapsulation：カプセル化なし（クリア テキスト）
• null：カプセル化、認証または暗号化なし
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Cisco TrustSec の機能情報
表 150：Cisco TrustSec の機能情報

機能名
• NDAC
• SXPv1、SXPv2

リリース

機能情報

Cisco IOS XE 3.3SE

これらの機能が Catalyst 3850 お
よび 3650 スイッチに追加されま
した。

• SGT
• SGACL レイヤ 2 の適
用
• SGT および VLAN か
ら SGT へのマッピン
グのインターフェイ
ス
• サブネットと SGT の
マッピング
• レイヤ 3 ポート マッ
ピング（PM）
• レイヤ 3 アイデン
ティティ ポート マッ
ピング（IPM）
• セキュリティグルー
プ名のダウンロード
• SXP ループ検出
• ポリシーベースの
CoA
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ワイヤレス ゲスト アクセスの設定
• 機能情報の確認, 1985 ページ
• ゲスト アクセスの前提条件, 1985 ページ
• ゲスト アクセスの制約事項, 1986 ページ
• ワイヤレス ゲスト アクセスについて, 1986 ページ
• 高速安全ローミング, 1986 ページ
• ゲスト アクセスを設定する方法, 1987 ページ
• ゲスト アクセスの設定例, 2001 ページ
• ゲスト アクセスに関する追加情報, 2007 ページ
• ゲスト アクセスの機能履歴と情報, 2008 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

ゲスト アクセスの前提条件
• すべてのモビリティ ピアは、階層モビリティ アーキテクチャに対して設定されている必要
があります。
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• WLAN 上のゲスト コントローラ モビリティ アンカーの設定は、モビリティ エージェントお
よびゲスト コントローラ上である必要があります。
• ゲスト アクセスは、3 ボックス ソリューションまたは 2 ボックス ソリューションが可能で
す。モビリティ トンネルのリンク ステータスは、以下の間で適用される必要があります。
◦ モビリティ エージェント、モビリティ コントローラおよびゲスト コントローラ。
または
◦ モビリティ エージェント/モビリティ コントローラおよびゲスト コントローラ。

ゲスト アクセスの制約事項
ゲスト コントローラの機能は、Catalyst 3850 スイッチでサポートされていませんが、Catalyst 3850
はモビリティ エージェントとして機能できます。

ワイヤレス ゲスト アクセスについて
理想としては、ワイヤレスゲストネットワークの実装で、企業の既存のワイヤレスおよび有線イ
ンフラストラクチャを最大限活用して、物理オーバーレイ ネットワークを構築する際のコストや
複雑さを回避します。この場合は、次の要素と機能の追加が必要になります。
• 専用のゲスト WLAN/SSID：ゲスト アクセスを必要とするあらゆる場所で、キャンパス ワイ
ヤレス ネットワークを介して実装されます。ゲスト WLAN は、モビリティ アンカー（ゲス
ト コントローラ）が設定された WLAN で識別されます。
• ゲスト トラフィックのセグメンテーション：ゲストの移動場所を制限するために、キャンパ
ス ネットワーク上のレイヤ 2 またはレイヤ 3 での実装テクニックを必要とします。
• アクセス コントロール：キャンパス ネットワーク内に組み込まれたアクセス コントロール
機能の使用、または企業ネットワークからインターネットへのゲスト アクセスを制御する外
部プラットフォームの実装を伴います。
• ゲスト ユーザ資格情報の管理：スポンサーまたは Lobby 管理者がゲストの代わりに仮の資格
情報を作成できるプロセス。この機能は、アクセス コントロール プラットフォーム内に常
駐している場合と、AAA などの管理システムのコンポーネントになっている場合とがありま
す。

高速安全ローミング
高速セキュア ローミングは、Cisco Centralized Key Management（CCKM）、802.11r および 802.11i
クライアントの Pairwise Master Key（PMK）情報をキャッシュすることで実現できます。Cisco
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Centralized Key Management（CCKM）はローミングの向上に役立ちます。クライアントのみがロー
ミング プロセスを開始できますが、以下のような要因に影響されます。
• AP 間のオーバーラップ
• AP 間の距離
• チャネル、シグナル強度、および AP 上のロード
• データ レートと出力電力
高速ローミング クライアント（802.11i、[CCKM]）が新しいデバイスにローミングする場合は常
に、クライアントは高速ローミング後にモビリティ「ハンドオフ」手順を実行します。また、モ
ビリティ「ハンドオフ」手順後に学習した AAA 属性が再適用されます。
クライアントが 802.11i WPA2、CCKM、802.11r を使用している場合、高速セキュア ローミング
の要件をすべて満たすために、ローミング中の完全な L2 認証を避ける必要があります。完全な
L2 認証を避けるため、認証およびローミング クライアントのキーの継承に PMK キャッシュ
（802.11i、 CCKM、および 802.11r）が使用されます。これには、モビリティ グループ内のモビ
リティ アンカー（MA）およびモビリティ コントローラ（MC）が同じ PMK キャッシュ値を持つ
ことが必要です。
セッション タイムアウトは、PMK キャッシュの有効期限を定義します。クライアントが再認証に
失敗した場合、または CLI から手動で削除された場合、PMK キャッシュも削除される場合があり
ます。オリジナルのコントローラまたはスイッチの削除は、同じモビリティ グループ内の他のコ
ントローラまたはスイッチにも影響します。

ゲスト アクセスを設定する方法
ロビー管理者アカウントの作成
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

例：
Device # configure terminal

ステップ 2

user-name user-name

ユーザ アカウントを作成します。

例：
Device (config)# user-name lobby

ステップ 3

type lobby-admin

ロビー管理者としてアカウント タ
イプを指定します。

例：
Device (config-user-name)# type
lobby-admin
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

password 0 password

ロビー管理者アカウントのパスワー
ドを作成します。

例：
Device(config-user-name)# password 0
lobby

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device (config-user-name)# end

ステップ 6

show running-config | section user-name ま 設定の詳細を表示します。
たは show running-config | section 設定し
たロビー管理者のユーザ名
例：
Device # show running-config | section
lobby

ゲスト ユーザ アカウントの設定
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
Device # configure terminal

ステップ 2

user-name user-name

Lobby Ambassador アカウントのユー
ザ名を作成します。

例：
Device (config)# user-name guest

ステップ 3

password unencrypted/hidden-password
password

ユーザのパスワードを指定します。

例：
Device (config-user-name)# password 0
guest

ステップ 4

type network-user description description
ユーザのタイプを指定します。
guest-user lifetime year 0-1 month 0-11 day
0-30 hour 0-23 minute 0-59 second 0-59

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
1988

OL-30686-01-J

ゲスト アクセスを設定する方法

コマンドまたはアクション

目的

例：
Device (config-user-name)# type
network-user description guest
guest-user lifetime
year 1 month 10 day 3 hour 1 minute 5
second 30

ステップ 5

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Device (config-user-name)# end

ステップ 6

show aaa local netuser all
例：
Device # show aaa local netuser all

ステップ 7

show running-config | sectionuser-name

設定の詳細を表示します。有効期間
後に、ゲスト タイプとユーザ名は削
除され、ゲスト ユーザ名と関連付け
られるクライアントは認証解除され
ます。
設定の詳細を表示します。

例：
Device # show running-config | section
guest

モビリティ エージェント（MA）の設定
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device # configure terminal

ステップ 2

wireless mobility controller
ipmc-ipaddress public-ip
mc-publicipaddress

MA が関連付けられるモビリティ コントローラ
を設定します。

例：
Device (config) # wireless
mobility controller
ip27.0.0.1 public-ip 27.0.0.1

ステップ 3

wlan wlan-name wlan-id ssid

• wlan-name には、プロファイル名を入力し
ます。範囲は 1 ～ 32 文字です。
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コマンドまたはアクション

目的
• wlan-id には WLAN ID を入力します。範囲

例：
Device (config) # wlan mywlan
34 mywlan-ssid

は 1 ～ 512 です。
• ssid では、この WLAN に対する Service Set
Identifier（SSID）を入力します。SSID を
指定しない場合、WLAN プロファイル名
は SSID として設定されます。

ステップ 4

client vlan idvlan-group
name/vlan-id

WLAN の VLAN ID またはグループを設定しま
す。

例：
Device (config-wlan) # client
vlan VLAN0136

ステップ 5

no security wpa
例：
Device (config-wlan) # no
security wpa

ステップ 6

mobility anchor ipaddress

セキュリティ設定は GC で作成された WLAN で
同じである必要があります。この例はオープン
認証を対象としています。オープンおよび
webauth などの他のセキュリティ タイプに対し
て、適切なコマンドを提供する必要がありま
す。
ゲスト コントローラをモビリティ アンカーと
して設定します。

例：
Device (config-wlan) # mobility
anchor 9.3.32.2

ステップ 7

Device (config-wlan) #
aaa-override

（任意）AAA オーバーライドをイネーブルにし
ます。AAA オーバーライドは、AAA 属性を優
先する必要が生じたときのために、非オープン
認証で要求されます。ゲスト ユーザを有効期限
が切れた後に認証解除する必要があるか、AAA
オーバーライド属性をユーザに与える必要があ
る場合にのみ必要です。

no shutdown

WLAN をイネーブルにします。

aaa-override
例：

ステップ 8

例：
Device(config-wlan) # no
shutdown

ステップ 9

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device (config) # end
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ステップ 10

コマンドまたはアクション

目的

show wireless mobility summary

モビリティ コントローラの IP アドレス、およ
びモビリティ トンネルのステータスを確認しま
す。

例：
Device # show wireless
mobility summary

ステップ 11

show wlan name wlan-name/id

モビリティ アンカーの設定を表示します。

例：
Device # show wlan name mywlan

モビリティ コントローラの設定
モビリティ コントローラ モードは wireless mobility controller コマンドを使用してイネーブルにする必要があります。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

例：
Device # configure terminal

ステップ 2

wireless mobility group member ip ip-address MC グループ内のすべてのピアを追
public-ip ip-address group group-name
加します。ip-address は、ゲスト コ
ントローラの IP アドレスである必
例：
要があります。
Device (config) # wireless mobility group
member ip 27.0.0.1 public-ip 23.0.0.1
group test

ステップ 3

wireless mobility controller peer-group
peer-group-name

スイッチのピア グループを作成し
ます。

例：
Device (config) # wireless mobility
controller peer-group pg

ステップ 4

wireless mobility controller peer-group
スイッチのピア グループに MA を
peer-group-name member ip ipaddress public-ip 追加します。
ipaddress
例：
Device (config) # wireless mobility
controller peer-group pg member ip
9.7.136.10 public-ip
9.7.136.10
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device (config) # end

ステップ 6

show wireless mobility summary

設定の詳細を表示します。

例：
Device # show wireless mobility summary

Web 認証証明書の入手
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバルコンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

例：
Device # configure terminal

ステップ 2

crypto pki import trustpoint name pkcs12 tftp: 証明書をインポートします。
passphrase
例：
Device (config)# crypto pki import cert
pkcs12
tftp://9.1.0.100/ldapserver-cert.p12 cisco

ステップ 3

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Device (config)#

ステップ 4

end

show crypto pki trustpoints cert

設定の詳細を表示します。

例：
Device # show crypto pki trustpoints cert
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Web 認証証明書の表示
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

show crypto ca certificate verb

現在の Web 認証証明書の詳細を表
示します。

例：
Device # show crypto ca certificate verb

デフォルトの Web 認証ログイン ページの選択
AAA オーバーライド フラグは、ローカルまたはリモート AAA サーバを使用した Web 認証のために、WLAN でイネー
ブルにする必要があります。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

例：
Device # configure terminal

ステップ 2

parameter-map type webauth parameter-map web-auth パラメータ マップを設定
name
します。
例：
Device (config) # parameter-map type
webauth test

ステップ 3

wlan wlan-name
例：

wlan-name に、プロファイル名を入
力します。範囲は 1 ～ 32 文字で
す。

Device (config) # wlan wlan10

ステップ 4

shutdown

WLAN をディセーブルにします。

例：
Device (config) # shutdown

ステップ 5

security web-auth

WLAN の Web 認証をイネーブルに
します。

例：
Controller (config-wlan) # security
web-auth

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

1993

ゲスト アクセスを設定する方法

ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

security web-auth authentication-list
authentication list name

認証リスト名と Web 認証 WLAN の
マップを可能にします。

例：
Controller (config-wlan) # security
web-auth authentication-list test

ステップ 7

security web-auth parameter-map
parameter-map name

パラメータ マップ名と Web 認証
WLAN のマップを可能にします。

例：
Device (config) # security web-auth
parameter-map test

ステップ 8

WLAN をイネーブルにします。

no shutdown
例：
Device (config) # no shutdown

ステップ 9

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Device (config) # end

ステップ 10

show running-config | section wlan-name

設定の詳細を表示します。

例：
Device# show
mywlan

ステップ 11

running-config | section

show running-config | section
設定の詳細を表示します。
parameter-map type webauth parameter-map
例：
Device# show running-config | section
parameter-map type webauth test

外部 Web サーバでのカスタマイズされた Web 認証ログイン ページの選択
AAA オーバーライド フラグは、ローカルまたはリモート AAA サーバを使用した Web 認証のために、WLAN でイネー
ブルにする必要があります。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

例：
Device # configure terminal

ステップ 2

parameter-map type webauth global

グローバル webauth タイプ パラメー
タを設定します。

例：
Device (config) # parameter-map type
webauth global

ステップ 3

virtual-ip {ipv4 | ipv6} ip-address

仮想 IP アドレスを設定します。

例：
Device (config-params-parameter-map) #
virtual-ip ipv4 1.1.1.1

ステップ 4

parameter-map type webauth parameter-map webauth タイプ パラメータを設定し
name
ます。
例：
Device (config-params-parameter-map) #
parameter-map type webauth test

ステップ 5

type {authbypass | consent | webauth |
webconsent}

consent、passthru、webauth、または
webconsent など WebAuth のサブタ
イプを設定します。

例：
Device (config-params-parameter-map) #
type webauth

ステップ 6

redirect [for-login|on-success|on-failure] URL ログイン ページ、成功ページおよ
び失敗ページのリダイレクト URL
例：
を設定します。
Device (config-params-parameter-map)
# redirect for-login
http://9.1.0.100/login.html

ステップ 7

redirect portal {ipv4 | ipv6} ip-address

外部ポータルの IPv4 アドレスを設
定します。

例：
Device (config-params-parameter-map) #
redirect portal ipv4 23.0.0.1

ステップ 8

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device (config-params-parameter-map) #
end
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

show running-config | section parameter-map

設定の詳細を表示します。

例：
Device # show running-config | section
parameter-map

WLAN ごとのログイン ページ、ログイン失敗ページ、およびログアウト ページの割
り当て
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
Device # configure terminal

ステップ 2

parameter-map type webauth
parameter-map-name

webauth タイプ パラメータを設定し
ます。

例：
Device (config) # parameter-map type
webauth test

ステップ 3

custom-page login device html-filename
例：

Web 認証カスタマイズ ログイン ペー
ジに対するファイル名を指定できま
す。

Device (config-params-parameter-map)#
custom-page login device device
flash:login.html

ステップ 4

custom-page login expired html-filename
例：

Web 認証カスタマイズ ログイン期限
切れページのファイル名を指定する
ことを可能にします。

Device (config-params-parameter-map)#
custom-page login expired device
flash:loginexpired.html

ステップ 5

custom-page failure device html-filename
例：

Web 認証カスタマイズ ログイン失敗
ページに対するファイル名を指定で
きます。

Device (config-params-parameter-map)#
custom-page failure device device
flash:loginfail.html
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

custom-page success device html-filename

Web 認証カスタマイズ ログイン成功
ページに対するファイル名を指定で
きます。

例：
Device (config-params-parameter-map)#
custom-page success device device
flash:loginsuccess.html

ステップ 7

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Device (config-params-parameter-map)# end

ステップ 8

show running-config | section parameter-map 設定の詳細を表示します。
type webauth parameter-map
例：
Device (config) # show running-config |
section parameter-map type webauth test

AAA-Override の設定
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
Device # configure terminal

ステップ 2

wlan wlan-name

wlan-name にはプロファイル名を入力
します。範囲は 1 ～ 32 文字です。

例：
Device (config) # wlan ramban

ステップ 3

aaa-override

WLAN の AAA オーバーライドをイネー
ブルにします。

例：
Device (config-wlan) # aaa-override

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device (config-wlan) # end
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コマンドまたはアクション
ステップ 5

目的

show running-config | section wlan-name 設定の詳細を表示します。
例：
Device # show running-config |
section ramban

クライアントの負荷分散の設定
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
Device # configure terminal

ステップ 2

wlan wlan-name

wlan-name にはプロファイル名を入力
します。

例：
Device

ステップ 3

(config)# wlan ramban

shutdown

WLAN をディセーブルにします。

例：
Device

ステップ 4

(config-wlan)# shutdown

mobility anchor ip-address1

ゲスト コントローラをモビリティ ア
ンカーとして設定します。

例：
Device (config-wlan) # mobility
anchor 9.7.136.15

ステップ 5

mobility anchor ip-address2

ゲスト コントローラをモビリティ ア
ンカーとして設定します。

例：
Device (config-wlan) # mobility
anchor 9.7.136.16

ステップ 6

no shutdown wlan

WLAN をイネーブルにします。

例：
Device
wlan

ステップ 7

(config-wlan) # no shutdown

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Device

(config-wlan) # end
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コマンドまたはアクション
ステップ 8

目的

show running-config | section wlan-name 設定の詳細を表示します。
例：
Device # show running-config |
section ramban

事前認証 ACL の設定
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

wlan wlan-name

wlan-name にはプロファイル名を入力
します。

例：
Device (config)# wlan ramban

ステップ 3

shutdown

WLAN をディセーブルにします。

例：
Device (config-wlan)# shutdown

ステップ 4

ip access-group web preauthrule

認証前に適用する必要のある ACL を
設定します。

例：
Device (config-wlan)# ip access-group
web preauthrule

ステップ 5

no shutdown

WLAN をイネーブルにします。

例：
Device (config)# no shutdown

ステップ 6

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device (config-wlan)# end

ステップ 7

show wlan name wlan-name

設定の詳細を表示します。

例：
Device# show wlan name ramban
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IOS ACL 定義の設定
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

例：
Device # configure terminal

ステップ 2

ip access-list extended access-list number

拡張 IP アクセス リストを設定しま
す。

例：
Device (config) # ip access-list
extended 102

ステップ 3

permit udp any eq port number any

宛先ホストを設定します。

例：
Device (config-ext-nacl) # permit udp
any eq 8080 any

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device (config-wlan) # end

ステップ 5

show access-lists ACL 番号

設定の詳細を表示します。

例：
Device # show access-lists 102

Webpassthrough の設定
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバルコンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

例：
Device # configure terminal
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コマンドまたはアクション
ステップ 2

目的

parameter-map type webauth parameter-map webauth タイプ パラメータを設定
name
します。
例：
Device (config) # parameter-map type
webauth webparalocal

ステップ 3

type consent

WebAuth タイプを同意として設定
します。

例：
Device (config-params-parameter-map) #
type consent

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device (config-params-parameter-map) # end

ステップ 5

show running-config | section parameter-map 設定の詳細を表示します。
type webauth parameter-map
例：
Device (config) # show running-config |
section parameter-map type webauth test

ゲスト アクセスの設定例
例：Lobby Ambassador アカウントの作成
次の例は、Lobby Ambassador アカウントを設定する方法を示しています。
Device# configure terminal
Device(config)# user-name lobby
Device(config)# type lobby-admin
Device(config)# password 0 lobby
Device(config)# end
Device# show running-config | section lobby
user-name lobby
creation-time 1351118727
password 0 lobby
type lobby-admin

例：Web 認証証明書の入手
次の例は、Web 認証証明書を取得する方法を示しています。
Device# configure terminal
Device(config)# crypto pki import cert pkcs12 tftp://9.1.0.100/ldapserver-cert.p12 cisco
Device(config)# end
Device# show crypto pki trustpoints cert
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Trustpoint cert:
Subject Name:
e=rkannajr@cisco.com
cn=sthaliya-lnx
ou=WNBU
o=Cisco
l=SanJose
st=California
c=US
Serial Number (hex): 00
Certificate configured.
Device# show crypto pki certificates cert
Certificate
Status: Available
Certificate Serial Number (hex): 04
Certificate Usage: General Purpose
Issuer:
e=rkannajr@cisco.com
cn=sthaliya-lnx
ou=WNBU
o=Cisco
l=SanJose
st=California
c=US
Subject:
Name: ldapserver
e=rkannajr@cisco.com
cn=ldapserver
ou=WNBU
o=Cisco
st=California
c=US
Validity Date:
start date: 07:35:23 UTC Jan 31 2012
end
date: 07:35:23 UTC Jan 28 2022
Associated Trustpoints: cert ldap12
Storage: nvram:rkannajrcisc#4.cer
CA Certificate
Status: Available
Certificate Serial Number (hex): 00
Certificate Usage: General Purpose
Issuer:
e=rkannajr@cisco.com
cn=sthaliya-lnx
ou=WNBU
o=Cisco
l=SanJose
st=California
c=US
Subject:
e=rkannajr@cisco.com
cn=sthaliya-lnx
ou=WNBU
o=Cisco
l=SanJose
st=California
c=US
Validity Date:
start date: 07:27:56 UTC Jan 31 2012
end
date: 07:27:56 UTC Jan 28 2022
Associated Trustpoints: cert ldap12 ldap
Storage: nvram:rkannajrcisc#0CA.cer

例：Web 認証証明書の表示
次の例は、Web 認証証明書を表示する方法を示しています。
Device# show crypto ca certificate verb
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Certificate
Status: Available
Version: 3
Certificate Serial Number (hex): 2A9636AC00000000858B
Certificate Usage: General Purpose
Issuer:
cn=Cisco Manufacturing CA
o=Cisco Systems
Subject:
Name: WS-C3780-6DS-S-2037064C0E80
Serial Number: PID:WS-C3780-6DS-S SN:FOC1534X12Q
cn=WS-C3780-6DS-S-2037064C0E80
serialNumber=PID:WS-C3780-6DS-S SN:FOC1534X12Q
CRL Distribution Points:
http://www.cisco.com/security/pki/crl/cmca.crl
Validity Date:
start date: 15:43:22 UTC Aug 21 2011
end
date: 15:53:22 UTC Aug 21 2021
Subject Key Info:
Public Key Algorithm: rsaEncryption
RSA Public Key: (1024 bit)
Signature Algorithm: SHA1 with RSA Encryption
Fingerprint MD5: A310B856 A41565F1 1D9410B5 7284CB21
Fingerprint SHA1: 04F180F6 CA1A67AF 9D7F561A 2BB397A1 0F5EB3C9
X509v3 extensions:
X509v3 Key Usage: F0000000
Digital Signature
Non Repudiation
Key Encipherment
Data Encipherment
X509v3 Subject Key ID: B9EEB123 5A3764B4 5E9C54A7 46E6EECA 02D283F7
X509v3 Authority Key ID: D0C52226 AB4F4660 ECAE0591 C7DC5AD1 B047F76C
Authority Info Access:
Associated Trustpoints: CISCO_IDEVID_SUDI
Key Label: CISCO_IDEVID_SUDI

例：ゲスト ユーザ アカウントの設定
次の例は、ゲスト ユーザ アカウントを設定する方法を示しています。
Device# configure terminal
Device(config)# user-name guest
Device(config-user-name)# password 0 guest
Device(config-user-name)# type network-user description guest guest-user lifetime year 1
month 10 day 3 hour 1 minute 5 second 30
Device(config-user-name)# end
Device# show aaa local netuser all
User-Name
: guest
Type
: guest
Password
: guest
Is_passwd_encrypted : No
Descriptio
: guest
Attribute-List
: Not-Configured
First-Login-Time
: Not-Logged-In
Num-Login
: 0
Lifetime
: 1 years 10 months 3 days 1 hours 5 mins 30 secs
Start-Time
: 20:47:37 chennai Dec 21 2012

例：モビリティ コントローラの設定
次の例は、モビリティ コントローラを設定する方法を示しています。
Device# configure terminal
Device(config)# wireless mobility group member ip 27.0.0.1 public-ip 23.0.0.1 group test
Device(config)# wireless mobility controller peer-group pg
Device(config)# wireless mobility controller peer-group pg member ip 9.7.136.10 public-ip
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9.7.136.10
Device(config)# end
Device# show wireless mobility summary
Mobility Controller Summary:
Mobility Role
Mobility Protocol Port
Mobility Group Name
Mobility Oracle
DTLS Mode
Mobility Domain ID for 802.11r
Mobility Keepalive Interval
Mobility Keepalive Count
Mobility Control Message DSCP Value
Mobility Domain Member Count

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Mobility Controller
16666
default
Enabled
Enabled
0xac34
10
3
7
3

Link Status is Control Link Status : Data Link Status
Controllers configured in the Mobility Domain:
IP
Public IP
Group Name
Multicast IP
Link Status
------------------------------------------------------------------------------9.9.9.2
default
0.0.0.0
UP
: UP
12.12.11.11
12.13.12.12
rasagna-grp
DOWN : DOWN
27.0.0.1
23.0.0.1
test
DOWN : DOWN
Switch Peer Group Name
Switch Peer Group Member Count
Bridge Domain ID
Multicast IP Address

:
:
:
:

spg1
0
0
0.0.0.0

Switch Peer Group Name
Switch Peer Group Member Count
Bridge Domain ID
Multicast IP Address

:
:
:
:

pg
1
0
0.0.0.0

IP
Public IP
Link Status
-------------------------------------------------9.7.136.10
9.7.136.10
DOWN : DOWN

例：デフォルトの Web 認証ログイン ページの選択
次の例は、デフォルトの Web 認証ログイン ページを選択する方法を示しています。
Device# configure terminal
Device(config)# parameter-map type webauth test
This operation will permanently convert all relevant authentication commands to their CPL
control-policy equivalents. As this conversion is irreversible and will
disable the conversion CLI 'authentication display [legacy|new-style]', you are strongly
advised to back up your current configuration before proceeding.
Do you wish to continue? [yes]: yes
Device(config)# wlan wlan50
Device(config-wlan)# shutdown
Device(config-wlan)# security web-auth authentication-list test
Device(config-wlan)# security web-auth parameter-map test
Device(config-wlan)# no shutdown
Device(config-wlan)# end
Device# show running-config | section wlan50
wlan wlan50 50 wlan50
security wpa akm cckm
security wpa wpa1
security wpa wpa1 ciphers aes
security wpa wpa1 ciphers tkip
security web-auth authentication-list test
security web-auth parameter-map test
session-timeout 1800
no shutdown
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Device# show running-config | section parameter-map type webauth test
parameter-map type webauth test
type webauth

例：外部 Web サーバでのカスタマイズされた Web 認証ログイン ページの選択
次の例は、外部 Web サーバからカスタマイズされた Web 認証ログイン ページを選択する方法を
示しています。
Device# configure terminal
Device(config)# parameter-map type webauth global
Device(config-params-parameter-map)# virtual-ip ipv4 1.1.1.1
Device(config-params-parameter-map)# parameter-map type webauth test
Device(config-params-parameter-map)# type webauth
Device(config-params-parameter-map)# redirect for-login http://9.1.0.100/login.html
Device(config-params-parameter-map)# redirect portal ipv4 23.0.0.1
Device(config-params-parameter-map)# end
Device# show running-config | section parameter-map
parameter-map type webauth global
virtual-ip ipv4 1.1.1.1
parameter-map type webauth test
type webauth
redirect for-login http://9.1.0.100/login.html
redirect portal ipv4 23.0.0.1
security web-auth parameter-map rasagna-auth-map
security web-auth parameter-map test

例：WLAN ごとのログイン ページ、ログイン失敗ページ、およびログアウト ページ
の割り当て
次の例は、WLANごとのログイン割り当て、ログイン失敗、およびログアウト ページを割り当て
る方法を示しています。
Device# configure terminal
Device(config)# parameter-map type webauth test
Device(config-params-parameter-map)# custom-page login device flash:loginsantosh.html
Device(config-params-parameter-map)# custom-page login expired device flash:loginexpire.html
Device(config-params-parameter-map)# custom-page failure device flash:loginfail.html
Device(config-params-parameter-map)# custom-page success device flash:loginsucess.html
Device(config-params-parameter-map)# end
Device# show running-config | section parameter-map type webauth test
parameter-map type webauth test
type webauth
redirect for-login http://9.1.0.100/login.html
redirect portal ipv4 23.0.0.1
custom-page login device flash:loginsantosh.html
custom-page success device flash:loginsucess.html
custom-page failure device flash:loginfail.html
custom-page login expired device flash:loginexpire.html

例：AAA-Override の設定
次の例は、AAA-Override を設定する例を示しています。
Device# configure terminal
Device(config)# wlan fff
Device(config-wlan)# aaa-override
Device(config-wlan)# end
Device# show running-config | section fff
wlan fff 44 fff

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

2005

ゲスト アクセスの設定例

aaa-override
shutdown

例：クライアントの負荷分散の設定
次の例は、クライアントの負荷分散を設定する方法を示しています。
Device# configure terminal
Device(config)# wlan fff
Device(config-wlan)# shutdown
Device(config-wlan)# mobility anchor 9.7.136.15
Device(config-wlan)# mobility anchor 9.7.136.16
Device(config-wlan)# no shutdown wlan
Device(config-wlan)# end
Device# show running-config | section fff
wlan fff 44 fff
aaa-override
shutdown

例：事前認証 ACL の設定
次の例は、事前認証 ACL を設定する方法を示しています。
Device# configure terminal
Device(config)# wlan fff
Device(config-wlan)# shutdown
Device(config-wlan)# ip access-group web preauthrule
Device(config-wlan)# no shutdown
Device(config-wlan)# end
Device# show wlan name fff

例：IOS ACL 定義の設定
次に、IOS ACL 定義を設定する例を示します。
Device# configure terminal
Device(config)# ip access-list extended 102
Device(config-ext-nacl)# permit udp any eq 8080 any
Device(config-ext-nacl)# end
Device# show access-lists 102
Extended IP access list 102
10 permit udp any eq 8080 any

例：Webpassthrough の設定
次の例は、Webpassthrough を設定する方法を示しています。
Device# configure terminal
Device(config)# parameter-map type webauth webparalocal
Device(config-params-parameter-map)# type consent
Device(config-params-parameter-map)# end
Device# show running-config | section parameter-map type webauth test
parameter-map type webauth test
type webauth
redirect for-login http://9.1.0.100/login.html
redirect portal ipv4 23.0.0.1
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ゲスト アクセスに関する追加情報
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

モビリティ CLI コマンド

『Mobility Command Reference, Cisco IOS XE 3SE
(Cisco WLC 5700 Series)』

モビリティ設定

『Mobility Configuration Guide, Cisco IOS XE 3SE
(Cisco WLC 5700 Series)』

セキュリティ CLI コマンド

『Security Command Reference, Cisco IOS Release
3SE (Cisco WLC 5700 Series)』

Catalyst 5700 シリーズ ワイヤレス コントローラ 『Security Configuration Guide, Cisco IOS Release
3SE (Cisco WLC 5700 Series)』
の Web ベースの認証
有線ゲスト アクセス設定およびコマンド

Identity Based Networking Services

標準および RFC
標準/RFC

Title

なし

-

MIB
MIB

MIB のリンク

なし

選択したプラットフォーム、Cisco ソフトウェ
ア リリース、およびフィーチャ セットの MIB
を検索してダウンロードする場合は、次の URL
にある Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs
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シスコのテクニカル サポート
説明

Link

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

ゲスト アクセスの機能履歴と情報
リリース

機能情報

Cisco IOS XE Release 3.2SE

この機能が導入されました。
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

不正なデバイスについて
不正なアクセス ポイントは、正規のクライアントをハイジャックし、プレーンテキストまたは他
の DoS 攻撃や man-in-the-middle 攻撃を使用して無線 LAN の運用を妨害する可能性があります。
つまり、ハッカーは、不正なアクセス ポイントを使用することで、ユーザ名やパスワードなどの
機密情報を入手することができます。すると、ハッカーは一連のクリア ツー センド（CTS）フ
レームを送信できるようになります。アクセス ポイントになりすまして、特定のクライアントに
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は送信を許可し、他のすべてのクライアントには待機するように指示が送られると、正規のクラ
イアントは、ネットワーク リソースに接続できなくなってしまいます。無線 LAN サービス プロ
バイダーは、空間からの不正なアクセス ポイントの締め出しに強い関心を持っています。
不正なアクセス ポイントは安価で簡単に利用できることから、企業の従業員は、IT 部門に報告し
て同意を得ることなく、認可されていない不正なアクセス ポイントを既存の LAN に接続し、ア
ドホック無線ネットワークを確立することがあります。これらの不正アクセス ポイントは、企業
のファイアウォールの内側にあるネットワーク ポートに接続可能であるため、重大なネットワー
クセキュリティ侵犯となることがあります。通常、従業員は不正なアクセスポイントのセキュリ
ティ設定を有効にしないので、権限のないユーザがこのアクセス ポイントを使って、ネットワー
クトラフィックを傍受し、クライアントセッションをハイジャックすることは簡単です。さらに
警戒すべきことは、セキュリティで保護されていないアクセス ポイントの場所が無線ユーザによ
り頻繁に公開されるため、企業のセキュリティが侵害される可能性も増大します。
次に、不正なデバイスの管理に関する注意事項を示します。
• 許可とアソシエーションの検出後、ただちに阻止フレームが送信されます。強化された不正
阻止アルゴリズムを使用すると、アドホック クライアントをより効果的に阻止することがで
きます。
• ローカル モード アクセス ポイントは、関連付けられたクライアントに対応するように設計
されています。これらのアクセス ポイントは比較的短時間でオフチャネル スキャンを実行
します（各チャネル約 50 ミリ秒）。高度な不正検出を実行するには、監視モードのアクセ
ス ポイントを使用する必要があります。あるいは、スキャン間隔を 180 秒から 120 または
60 秒などに短縮して、無線がオフチャネルになる頻度を増やします。これにより、不正が検
出される可能性は増加します。ただしこの場合も、アクセス ポイントが各チャネルに費やす
時間は約 50 ミリ秒です。
• 家庭の環境で展開されるアクセス ポイントは大量の不正デバイスを検出する可能性が高いた
め、OfficeExtend アクセス ポイントでは不正検出はデフォルトでは無効です。
• クライアント カードの実装により、アド ホックの抑制の効果が低下することがあります。
• 不正なアクセス ポイントの分類および報告は、不正の状態と、不正なアクセス ポイントの
状態を自動的に移行できるようにする、ユーザ定義の分類規則に従って行うことができま
す。
• 各コントローラは、不正アクセス ポイントの封じ込めを無線チャンネルごとに 3 台（監視
モード アクセス ポイントの場合、無線チャネルごとに 6 台）に制限します。
• Rogue Location Discovery Protocol（RLDP）は、オープン認証に設定されている不正なアクセ
ス ポイントを検出します。
• RLDP はブロードキャスト Basic Service Set Identifier（BSSID）を使用する不正なアクセス ポ
イント（つまり Service Set Identifier をビーコンでブロードキャストするアクセス ポイント）
を検出します。
• RLDP は、同じネットワークにある不正なアクセス ポイントのみを検出します。ネットワー
クのアクセス リストによって不正なアクセス ポイントからコントローラへの RLDP のトラ
フィックの送信が阻止されている場合は、RLDP は機能しません。
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• RLDP は 5 GHz の動的周波数選択（DFS）チャネルでは機能しません。ただし RLDP は、管
理対象のアクセス ポイントが DFS チャネルの監視モードである場合には機能します。
• メッシュ AP で RLDP が有効にされていて、その AP が RLDP タスクを実行すると、そのメッ
シュ AP のアソシエーションはコントローラから解除されます。回避策は、メッシュ AP で
RLDP を無効にすることです。
• RLDP が監視モードではない AP で有効になっている場合、RLDP の処理中にクライアント接
続の中断が発生します。
• 不正を手動で阻止すると、不正なエントリは期限切れになった後でも保持されます。
• 不正を自動、ルール、AwIPS などの他の防御方法で阻止すると、不正なエントリは期限切れ
になると削除されます。
• コントローラは、不正なクライアントの検証を AAA サーバに一度だけ要求します。その結
果、不正なクライアント検証が最初の試行で失敗すると、不正なクライアントは今後脅威と
して検出されなくなります。これを回避するには、[Validate Rogue Clients Against AAA] を有
効にする前に、認証サーバに有効なクライアント エントリを追加します。
• 7.4 以前のリリースでは、ルールによってすでに分類された不正は再分類されませんでした。
7.5 リリースでは、不正ルールの優先順位に基づいて不正を再分類できるようにこの動作が
強化されました。優先順位は、コントローラが受信する不正レポートを使用して決定されま
す。
• WLAN、LAN、11a 無線および 11bg 無線の不正な AP の MAC アドレスは、不正 BSSID の +/1 の差異で設定されているので、不正検出 AP は、5Mhz チャネルの不正な有線 AP の関連付
けおよび阻止に失敗します。8.0 リリースでは、MAC アドレスの範囲を広げることによっ
て、この動作が強化されました。不正検出 AP は有線 ARP MAC と不正 BSSID を +/- 3 の差
異で関連付けます。
• オープン認証を使用する不正アクセス ポイントはネットワーク上で検出できます。NAT 有
線または不正有線検出は、WLC（RLDP と不正検出 AP の両方）ではサポートされません。
非隣接 MAC アドレスは、RLDP ではなく AP の不正検出モードでサポートされます。
• ハイ アベイラビリティのシナリオでは、不正検出セキュリティ レベルを高か重要に設定す
ると、スタンバイ Cisco WLC の不正タイマーは、不正検出保留の安定時間の 300 秒が過ぎな
いと開始しません。したがって、スタンバイ Cisco WLC のアクティブ設定が反映されるの
は、300 秒が過ぎてからです。

（注）

不正AP、不正クライアント、または一時的な封じ込めの設定は、リロード時に破棄されます。
リロード後にすべての不正を再設定する必要があります。
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（注）

不正クライアントのトラップを制御するための独立したコマンドはありません。ただし、不正
クライアントのトラップは、不正 AP でも使用する config trapflags rogueap {enable | disable} コ
マンドで有効、無効を切り替えることができます。GUI 設定でも、[Management] -> [SNMP] ->
[TrapControl] -> [Security] -> [Rogue AP] で AP フラグを使用して、不正クライアントを制御し
てください。

Rogue Location Discovery Protocol
Rogue Location Discovery Protocol（RLDP）は、不正 AP で認証が設定されていない（オープン認
証）場合に使用される積極的なアプローチです。このモードは、デフォルトで無効になっており、
不正チャネルに移動して、クライアントとして不正に接続するようにアクティブ AP に指示しま
す。この間に、アクティブ AP は、接続されたすべてのクライアントに認証解除メッセージを送
信してから、無線インターフェイスをシャットダウンします。次に、クライアントとして不正 AP
にアソシエートします。その後で、AP は、不正 AP から IP アドレスの取得を試み、ローカル AP
と不正接続情報を含む User Datagram Protocol（UDP）パケット（ポート 6352）を不正 AP を介し
てコントローラに転送します。コントローラがこのパケットを受信すると、不正 AP が RLDP 機
能を使用して有線ネットワークで検出されたことをネットワーク管理者に通知するためのアラー
ムが設定されます。
RLDP の不正 AP の検出精度は 100% です。オープン AP と NAT AP を検出します。

（注）

Lightweight AP が不正 AP とアソシエートして DHCP アドレスを受信するかどうかを確認する
には、debug dot11 rldp enable コマンドを使用します。このコマンドは、Lightweight AP から
コントローラに送信された UDP パケットも表示します。
ここで、Lightweight AP から送信される UDP （宛先ポート 6352）パケットのサンプルを示しま
す。0020 0a 01 01 0d 0a 01 .......(.*......0030 01 1e 00 07 85 92 78 01 00 00 00 00 00 00 00 00 ......x.........0040
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
最初の 5 バイトのデータには、不正 AP によってローカル モード AP に割り当てられた DHCP ア
ドレスが含まれています。次の 5 バイトはコントローラの IP アドレスで、その後に不正 AP MAC
アドレスを表す 6 バイトが続きます。その後に、18 バイトの 0 が続きます。
ここで、RLDP の動作手順を示します。
1 信号強度値を使用して不正に最も近い統合 AP を特定します。
2 その後で、この AP が WLAN クライアントとして不正に接続します。3 回のアソシエーション
を試みて、成功しない場合はタイムアウトします。
3 アソシエーションが成功すると、AP が DHCP を使用して IP アドレスを取得します。
4 IP アドレスが取得されたら、AP（WLAN クライアントとして機能している）は、コントロー
ラの IP アドレスのそれぞれに UDP パケットを送信します。
5 コントローラがクライアントから RLDP パケットの 1 つでも受信すると、その不正が重大度が
critical の on-wire としてマークされます。
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（注）

コントローラのネットワークと不正デバイスが設置されたネットワークの間にフィルタリング
ルールが設定されている場合は、RLDP パケットがコントローラに到達できません。
RLDP の注意事項：
• RLDP は、認証と暗号化が無効になっている SSID をブロードキャストするオープン不正 AP
でのみ動作します。
• RLDP では、クライアントとして機能しているマネージド AP が不正ネットワーク上で DHCP
を介して IP アドレスを取得できる必要があります。
• 手動 RLDP を使用して、不正上で RLDP トレースを複数回試すことができます。
• RLDP プロセス中は、AP がクライアントにサービスを提供できません。これがローカル モー
ド AP のパフォーマンスと接続に悪影響を及ぼします。この問題を回避するために、RLDP
はモニタ モード AP に対してのみ選択的に有効にできます。
• RLDP は、5GHz DFS チャネルで動作する不正 AP への接続は試行しません。

（注）

RLDP は、シスコの Atonomous 不正アクセス ポイントではサポートされていません。これら
のアクセス ポイントは、RLDP クライアントによって送信された DHCP 検出要求をドロップ
します。また不正なアクセス ポイント チャネルが動的周波数選択（DFS）を必要とする場合、
RLDP はサポートされません。自動 RLDP 試行で不正（ノイズの多い RF 環境などが原因）が
検出されなかった場合は、コントローラが再試行しません。ただし、不正デバイス上で RLDP
を手動で開始できます。

不正なデバイスの検出
コントローラは、近くにあるすべてのアクセスポイントを継続的に監視し、不正なアクセスポイ
ントとクライアントに関する情報を自動的に検出および収集します。コントローラは不正なアク
セス ポイントを検出すると、Rogue Location Discovery Protocol（RLDP）を使用し、不正検出モー
ドのアクセス ポイントが接続されて、不正がネットワークに接続されているかどうかを特定しま
す。
コントローラは、オープン認証および設定された不正デバイスで RLDP を開始します。RLDP が
Flexconnect またはローカル モードのアクセス ポイントを使用すると、クライアントはその時点で
接続を解除されます。RLDP のサイクルが終了すると、クライアントはアクセス ポイントに再接
続します。不正なアクセス ポイントが検出された時点で（自動設定）、RLDP のプロセスが開始
されます。
すべてのアクセスポイント、または監視（リッスン専用）モードに設定されたアクセスポイント
でのみ RLDP を使用するようにコントローラを設定できます。後者のオプションでは、混雑した
無線周波数（RF）空間での自動不正アクセス ポイント検出が実現され、不要な干渉を生じさせた
り、正規のデータアクセスポイント機能に影響を与えずにモニタリングを実行できます。すべて
のアクセス ポイントで RLDP を使用するようにコントローラを設定した場合、モニタ アクセス
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ポイントとローカル（データ）アクセス ポイントの両方が近くにあると、コントローラは常に
RLDP 動作に対してモニタ アクセス ポイントを選択します。ネットワーク上に不正があると RLDP
が判断した場合、検出された不正を手動または自動で阻止することを選択できます。
RLDP は、オープン認証に設定されている不正なアクセス ポイントの存在をネットワーク上で一
度だけ（デフォルト設定の再試行回数）検出します。再試行は config rogue ap rldp retries コマン
ドで設定できます。
3 種類の方法でコントローラから RLDP を開始またはトリガーできます。
1 コントローラの CLI から RLDP をスケジュールします。RLDP をスケジュールするための同等
の GUI オプションはサポートされていません。
config rogue ap rldp schedule
2 コントローラの CLI から RLDP 開始コマンドを手動で入力します。RLDP を開始するための同
等の GUI オプションはサポートされていません。
config rogue ap rldp initiate mac-address
3 コントローラの CLI から RLDP をスケジュールします。RLDP をスケジュールするための同等
の GUI オプションはサポートされていません。
config rogue ap rldp schedule
4 自動 RLDP。コントローラの CLI または GUI から自動 RLDP を設定できますが、次の注意事項
を考慮してください。
• 不正検出のセキュリティ レベルが custom に設定されている場合にのみ、自動 RLDP オプ
ションを設定できます。
• 自動 RLDP および RLDP のスケジュールを同時に有効にすることはできません。
不正なアクセス ポイントは、自動または手動で Contained 状態に変更されます。コントローラは、
不正の阻止に最も効果的なアクセスポイントを選択し、そのアクセスポイントに情報を提供しま
す。アクセス ポイントは、無線あたりの不正阻止数のリストを保存します。自動阻止の場合は、
監視モードのアクセス ポイントだけを使用するようにコントローラを設定できます。阻止動作は
次の 2 つの方法で開始されます。
• コンテナ アクセス ポイントが定期的に不正阻止のリストを確認し、ユニキャスト阻止フレー
ムを送信します。不正なアクセス ポイントの阻止の場合、フレームは不正なクライアントが
アソシエートされている場合にのみ送信されます。
• 阻止された不正アクティビティが検出されると、阻止フレームが送信されます。
個々の不正阻止には、一連のユニキャスト アソシエーション解除フレームおよび認証解除フレー
ムの送信が含まれます。
Cisco Prime Infrastructure のインタラクションと不正検出
Cisco Prime Infrastructure ではルール ベースの分類がサポートされ、コントローラで設定された分
類ルールが使用されます。コントローラは、次のイベント後に Cisco Prime Infrastructure にトラッ
プを送信します。
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• 不明なアクセス ポイントが Friendly 状態に初めて移行すると、コントローラは、不正の状態
が Alert の場合にのみ Cisco Prime Infrastructure にトラップを送信します。不正の状態が Internal
または External であると、トラップは送信されません。
• タイムアウトの経過後に不正なエントリが削除されると、Malicious（Alert、Threat）または
Unclassified（Alert）に分類された不正なアクセス ポイントに関して、コントローラから Cisco
Prime Infrastructure にトラップが送信されます。コントローラでは、不正の状態が Contained、
Contained Pending、Internal、および External である不正なエントリは削除されません。

不正検出の設定方法
不正検出の設定（CLI）
手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステッ
プ2

wireless wpsroguedetectionmin-rssi
rssi in dBm
例：
Device(config)# wireless wps rogue
detection min-rssi 100

不正に必要な最小 RSSI 値を指定します。これは、
AP が不正を検出し、スイッチで不正エントリが作
成されるために必要な値です。
rssi in dBm パラメータの有効範囲は –128 ～ –70
dBm で、デフォルト値は –128 dBm です。
（注）

ステッ
プ3

この機能は、すべての AP モードに適用
できます。RSSI 値が非常に低い不正が多
数あると、不正の分析に有用な情報を得
られないことがあります。したがって、
AP が不正を検出する最小 RSSI 値を指定
することで、このオプションを使用して
不正をフィルタリングすることができま
す。

wireless
不正が初めてスキャンされた後、AP で不正スキャ
wpsroguedetectionmin-transient-time ンを連続的に実行する間隔を入力します。
time in seconds
time in sec パラメータの有効範囲は 120 ～ 1800 秒
で、デフォルト値は 0 です。
例：
Device(config)# wireless wps rogue
detection min-transient-time
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

この機能は、モニタ モードの AP のみに
適用されます。
一時的な間隔値を使用して、AP が不正を
スキャンする間隔を制御できます。AP で
は、それぞれの一時的間隔値に基づいて、
不正のフィルタリングも実行できます。
この機能には次の利点があります。
• APからコントローラへの不正レポー
トが短くなる
• 一時的な不正エントリをコントロー
ラで回避できる
• 一時的な不正への不要なメモリ割り
当てを回避できる

ステッ
プ4

end
例：

特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z キー
を押しても、グローバル コンフィギュレーション
モードを終了できます。

Device(config)# end

不正検出の設定（GUI）
手順
ステップ 1

該当するアクセス ポイントで不正検出が有効になっていることを確認します。コントローラに
join されたすべてのアクセス ポイントに対し、不正の検出がデフォルトで有効にされます
（OfficeExtend アクセス ポイントを除く）。ただし、[Configuration] > [Wireless] > [Access Policies]
> [All APs] を選択して [Edit AP] ページを開き、このページの [General] エリアの [Rogue Detector]
チェックボックスを選択または選択解除して、個別のアクセス ポイントの不正検出をイネーブル
またはディセーブルにすることができます。

ステップ 2

[Configuration] > [Security] > [Wireless Protection Policies] > [Rogue Policies] を選択します。
[Rogue Policies] ページが表示されます。

ステップ 3

[Rogue Location Discovery Protocol] ドロップダウン リストから、次のオプションのいずれかを選択
します。
• Disable：すべてのアクセス ポイントで RLDP を無効にします。これはデフォルト値です。
• All APs：すべてのアクセス ポイントで RLDP を有効にします。
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• Monitor Mode APs：監視モードのアクセス ポイントでのみ RLDP を有効にします。
ステップ 4

[Expiration Timeout for Rogue AP and Rogue Client Entries] テキスト ボックスに、不正なアクセス ポ
イントとクライアント エントリの期限が切れてリストから削除されるまでの秒数を入力します。
有効な範囲は 240 ～ 3600 秒で、デフォルト値は 1200 秒です。
（注）
不正なアクセス ポイントまたはクライアントのエントリがタイムアウトすると、その
不正の状態がいずれの分類タイプに対しても Alert または Threat である場合には、コン
トローラから削除されます。

ステップ 5

AAA サーバまたはローカル データベースを使用して、不正なクライアントが有効なクライアント
であるかどうかを検証するには、[Validate Rogue Clients Against AAA] チェックボックスをオンに
します。デフォルトでは、チェックボックスはオフになっています。

ステップ 6

必要に応じて、アドホックの不正検出およびレポートを有効にするには、[Detect and report Adhoc
networks] チェックボックスを選択します。デフォルトでは、チェックボックスはオンになってい
ます。

ステップ 7

[Rogue Detection Report Interval] テキスト ボックスに、AP が不正検出レポートをコントローラに
送信する間隔を秒単位で入力します。有効な範囲は 10 ～ 300 秒で、デフォルト値は 10 秒です。

ステップ 8

コントローラに自動的に特定の不正デバイスを阻止させる場合は、次のパラメータを有効にしま
す。デフォルトでは、これらのパラメータは無効の状態です。
注意
Auto Contain パラメータのいずれかを選択して [Apply] をクリックすると、「Using this
feature may have legal consequences.Do you want to continue?」という
メッセージが表示されます。産業科学医療（ISM）帯域の 2.4 GHz および 5 GHz の周波数
は一般に公開されており、ライセンスを受けずに使用できます。したがって、相手側の
ネットワーク上のデバイスを阻止すると、法的責任を問われる場合があります。
• Auto Containment Level：自動阻止レベルを設定します。デフォルトで、自動阻止レベルは 1
に設定されています。
• Auto Containment only for Monitor mode APs：自動阻止用のモニタ モード アクセス ポイント
を設定します。
• Rogue on Wire：有線ネットワークで検出される不正の自動阻止を設定します。
• Using Our SSID：ネットワークの SSID をアドバタイズする不正の自動阻止を設定します。こ
のパラメータをオフにしておくと、該当する不正が検出されても警告が生成されるだけで
す。
• Valid Client on Rogue AP：信頼できるクライアントが関連付けられている不正なアクセス ポ
イントの自動阻止を設定します。このパラメータをオフにしておくと、該当する不正が検出
されても警告が生成されるだけです。
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• AdHoc Rogue AP：コントローラによって検出されたアドホック ネットワークの自動阻止を
設定します。このパラメータをオフにしておくと、該当するネットワークが検出されても警
告が生成されるだけです。
ステップ 9

[Apply] をクリックします。

ステップ 10

[Save Configuration] をクリックします。

不正検出のモニタリング
この項では、不正検出の新しいコマンドについて説明します。
次のコマンドは、スイッチ上で不正検出をモニタするために使用できます。
表 151：不正検出モニタリングのコマンド

コマンド

目的

show wireless wps rogue ap summary

スイッチによって検出されたすべての不正アク
セス ポイントのリストを表示します。

show wireless wps rogue client detailed client-mac 特定の不正クライアントの詳細情報を表示しま
す。

例：不正検出の設定
この例は、検出された不正 AP が存在する必要がある最小 RSSI を、スイッチで作成されたエント
リを持つように設定する方法を示しています。
Device# configure terminal
Device(config)# wireless wps rogue detection min-rssi -100
Device(config)# end
Device# show wireless wps rogue client detailed/show wireless wps rogue ap summary

次に、分類インターバルを設定する例を示します。
Device# configure terminal
Device(config)# wireless wps rogue detection min-transient-time 500
Device(config)# end
Device# show wireless wps rogue client detailed/show wireless wps rogue ap summary
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不正検出に関する追加情報
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

セキュリティ コマンド

『Security Command Reference Guide, Cisco IOS
XE Release 3SE (Cisco WLC 5700 Series)』

標準および RFC
標準/RFC

Title

なし

—

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

2019

不正検出設定の機能履歴と情報

シスコのテクニカル サポート
説明

Link

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

不正検出設定の機能履歴と情報
リリース

機能情報

Cisco IOS XE 3.3SE

この機能が導入されました。

Cisco IOS XE 3E

MSE に対する不正な検証。
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

不正なアクセス ポイントの分類について
コントローラ ソフトウェアでは、不正なアクセス ポイントを Friendly、Malicious、または
Unclassified に分類して表示するルールを作成できます。
デフォルトでは、いずれの分類ルールも有効になっていません。したがって、すべての未知（管
理対象外）のアクセス ポイントは Unclassified に分類されます。ルールを作成し、その条件を設
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定して、ルールを有効にすると、未分類のアクセス ポイントは分類し直されます。ルールを変更
するたびに、Alert 状態にあるすべてのアクセス ポイント（Friendly、Malicious、および Unclassified）
にそのルールが適用されます。
不正またはアドホック不正を手動で未分類および Alert 状態に移動すると、その不正はデフォルト
状態に移動されることになります。不正ルールは、未分類および Alert 状態に手動で移動されたす
べての不正に適用されます。

（注）

ルール ベースの分類は、アドホック不正クライアントおよび不正クライアントには適用され
ません。

（注）

1 台のコントローラにつき最大 64 の不正分類ルールを設定できます。
コントローラは、管理対象のアクセス ポイントの 1 つから不正レポートを受信すると、次のよう
に応答します。
1 コントローラは未知（管理対象外）のアクセス ポイントが危険性のない MAC アドレスのリス
トに含まれているか確認します。そのリストに含まれている場合、コントローラはそのアクセ
ス ポイントを Friendly として分類します。
2 未知（管理対象外）のアクセス ポイントが危険性のない MAC アドレスのリストに含まれてい
ない場合、コントローラは、不正状態の分類ルール適用処理を開始します。
3 不正なアクセス ポイントが Malicious、Alert または Friendly、Internal または External にすでに
分類されている場合は、コントローラはそのアクセス ポイントを自動的に分類しません。不正
なアクセス ポイントがそれ以外に分類されており、Alert 状態にある場合に限り、コントロー
ラはそのアクセス ポイントを自動的に分類し直します。
4 コントローラは、優先度の一番高いルールを適用します。不正なアクセス ポイントがルールで
指定された条件に一致すると、コントローラはそのアクセス ポイントをルールに設定された分
類タイプに基づいて分類します。
5 不正なアクセス ポイントが設定されたルールのいずれにも一致しないと、コントローラはその
アクセス ポイントを Unclassified に分類します。
6 コントローラは、すべての不正なアクセス ポイントに対して上記の手順を繰り返します。
7 不正なアクセス ポイントが社内ネットワーク上にあると RLDP で判断されると、ルールが設
定されていない場合でも、コントローラは不正の状態を Threat とマークし、そのアクセス ポ
イントを自動的に Malicious に分類します。その後、不正なアクセス ポイントに対して手動で
封じ込め処理を行うことができますが（不正を自動的に封じ込めるよう RLDP が設定されてい
ない限り）、その場合は不正の状態が Contained に変更されます。不正なアクセス ポイントが
ネットワーク上にないと、コントローラによって不正の状態が Alert とマークされ、そのアク
セス ポイントを手動で封じ込め処理を行うことができるようになります。
8 必要に応じて、各アクセス ポイントを本来とは異なる分類タイプや不正の状態に手動で変更す
ることも可能です。
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表 152：分類マッピング

ルールベースの分 不正の状態
類タイプ
Friendly

• Internal：不明なアクセス ポイントがネットワーク内に存在し、WLAN
のセキュリティに脅威を与えない場合、手動で Friendly、Internal に設定
します。たとえば、ラボネットワーク内のアクセスポイントなどです。
• External：不明なアクセス ポイントがネットワーク外に存在し、WLAN
のセキュリティに脅威を与えない場合、手動で Friendly、External に設
定します。たとえば、近隣のコーヒー ショップに属するアクセス ポイ
ントなどです。
• Alert：不明なアクセス ポイントがネイバー リストまたはユーザが設定
した危険性のない MAC のリストに記載されていない場合、そのアクセ
ス ポイントは Alert に移動されます。

Malicious

• Alert：不明なアクセス ポイントがネイバー リストまたはユーザが設定
した危険性のない MAC のリストに記載されていない場合、そのアクセ
ス ポイントは Alert に移動されます。
• Threat：未知（管理対象外）のアクセス ポイントがネットワーク上に発
見され、WLAN のセキュリティに脅威を与えています。
• Contained：未知（管理対象外）のアクセス ポイントが封じ込められて
います。
• Contained Pending：不明なアクセス ポイントが Contained とマークされ
ましたが、リソースを使用できないため対処が遅れています。

未分類

• Pending：最初の検出で、不明なアクセス ポイントは 3 分間 Pending 状
態に置かれます。この間に、管理対象のアクセス ポイントでは、不明
なアクセス ポイントがネイバー アクセス ポイントであるかどうかが判
定されます。
• Alert：不明なアクセス ポイントがネイバー リストまたはユーザが設定
した危険性のない MAC のリストに記載されていない場合、そのアクセ
ス ポイントは Alert に移動されます。
• Contained：未知（管理対象外）のアクセス ポイントが封じ込められて
います。
• Contained Pending：不明なアクセス ポイントが Contained とマークされ
ましたが、リソースを使用できないため対処が遅れています。
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分類および不正アクセス ポイントのステータスは以下のように設定されています。
• Known から Friendly、Internal
• Acknowledged から Friendly、External
• Contained から Malicious、Contained
前述のように、コントローラでは、ユーザ定義のルールに基づいて未知（管理対象外）のアクセ
ス ポイントの分類タイプと不正の状態が自動的に変更されます。もしくは、未知（管理対象外）
のアクセス ポイントを本来とは異なる分類タイプと不正の状態に手動で変更することができま
す。
表 153：設定可能な分類タイプ/不正の状態の推移

遷移元

目的

Friendly（Internal、External、Alert）

Malicious（Alert）

Friendly（Internal、External、Alert）

Unclassified（Alert）

Friendly（Alert）

Friendly（Internal、External）

Malicious（Alert、Threat）

Friendly（Internal、External）

Malicious（Contained、Contained
Pending）

Malicious（Alert）

Unclassified（Alert、Threat）

Friendly（Internal、External）

Unclassified（Contained、Contained
Pending）

Unclassified（Alert）

Unclassified（Alert）

Malicious（Alert）

不正の状態が Contained の場合、不正なアクセス ポイントの分類タイプを変更する前に、そのア
クセス ポイントが封じ込められないようにする必要があります。不正なアクセス ポイントを
Malicious から Unclassified に変更する場合は、そのアクセス ポイントを削除して、コントローラ
で分類し直せるようにする必要があります。

不正なアクセス ポイントの分類の制限
この機能には、次のルールが適用されます。
• カスタム タイプの不正の分類は、不正ルールに関連付けられています。このため、不正を手
動で Custom として分類することはできません。カスタム クラスの変更は不正ルールを使用
する場合にのみ行えます。
• 不正分類の変更に対して、ルールによって 30 分ごとに阻止用のトラップが送信されます。
カスタム分類の場合、最初のトラップはカスタム分類よりも前に存在していたため、そのト
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ラップに重大度スコアは含まれません。不正が分類されると、30 分後に生成される後続のト
ラップから重大度スコアが取得されます。
• 不正ルールは、優先順位に従って、コントローラ内の新しい着信不正レポートごとに適用さ
れます。
• 不正がより高い優先度ルールを満たし、分類されると、同じレポートの優先順位リスト内で
下位に下がることはありません。
• 以前に分類された不正は、次の制限に従って、新しい不正レポートが作成されるたびに、再
分類されます。
• ルールによって Friendly に分類され、状態が ALERT に設定されている不正は、新しい
不正レポートを受け取ると再分類が開始されます。
• 不正が管理者によって Friendly に手動で分類されると、状態は INTERNAL になり、次
に続く不正レポートで再分類されません。
• 不正が Malicious に分類されると、その状態に関係なく、後続の不正レポートで再分類
されません。
• 一部の属性が新しい不正レポートで欠落している場合、複数の不正ルールによって、Friendly
から Malicious に不正の状態が遷移する可能性があります。
• どの不正ルールによっても、Malicious から他の分類に不正の状態が遷移することはありませ
ん。
• 不正 AP が Friendly に分類される場合、その不正 AP は近くに存在し、既知の AP であり、追
跡する必要はないことを意味します。したがって、すべての不正 AP は Friendly な不正 AP に
関連付けられている場合、削除されるか追跡されません。
• サービス セット識別子（SSID）が不正ルールの一部として定義され、show wireless wps rogue
rule detailedshow wireless wps rogue rule detailed コマンドを使用して不正ルールの詳細が表示
されている場合、Cisco IOS XE リリース 3.7E 以前のリリースと Cisco IOS XE Denali 16.1.1 以
降のリリースでは出力が異なります。
次に、Cisco IOS XE リリース 3.6E 以前のリリースで show wireless wps rogue rule detailed コ
マンドを実行した場合の出力例を示します。
Switch# show wireless wps rogue rule detailed test
Priority
Rule Name
State
Type
Match Operation
Hit Count
Total Conditions
Condition :
type
SSID Count
SSID 1
SSID 2

:
:
:
:
:
:
:

1
wpstest
Disabled
Pending
Any
0
1

:
:
:
:

Ssid
2
ssid1
ssid2
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次に、Cisco IOS XE Denali 16.1.1 以降のリリースで show wireless wps rogue rule detailed コマ
ンドを実行した場合の出力例を示します。
Switch# show wireless wps rogue rule detailed test
Priority
Rule Name
State
Type
Match Operation
Hit Count
Total Conditions
Condition :
type
SSID Count
SSID
SSID

:
:
:
:
:
:
:

1
wpstest
Disabled
Pending
Any
0
1

:
:
:
:

Ssid
2
ssid1
ssid2

不正なアクセス ポイントの分類方法
不正分類ルールの設定（CLI）
手順
コマンドまたはアクション
ステッ configure terminal
プ1

目的
グローバルコンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステッ wireless wps rogue rule rule-namepriority priority
プ2
例：
Device(config)# wireless wps rogue rule rule_3
priority 3
Device(config-rule)#

ルールを作成またはイネーブルに
します。ルールを作成する場合、
ルールのプライオリティを入力す
る必要があります。
（注）

ルールを作成した後、
ルールを編集する場合、
ディセーブルになった不
正ルールに対してのみプ
ライオリティを変更でき
ます。有効にされた不正
ルールのプライオリティ
は変更できません。編集
時の不正ルールのプライ
オリティ変更は任意で
す。
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コマンドまたはアクション
ステッ classify {friendly | malicious}
プ3

目的
ルールを分類します。

例：
Device(config)# wireless wps rogue rule rule_3
priority 3
Device(config-rule)# classify friendly

ステッ condition
不正アクセスポイントが満たす必
{client-count|duration|encryption|infrastructure|rssi|ssid} 要のあるルールに以下の条件を追
プ4
加することを指定します。
例：
Device(config)# wireless wps rogue rule rule_3
priority 3
Device(config-rule)# condition client-count 5

• client-count：不正アクセス
ポイントに最小数のクライア
ントがアソシエートされてい
る必要があります。たとえ
ば、不正なアクセス ポイン
トにアソシエートされたクラ
イアントの数が設定値以上の
場合、アクセス ポイントは
Malicious に分類されます。
このオプションを選択する場
合は、condition_value パラ
メータに、不正なアクセス
ポイントにアソシエートされ
たクライアントの最小数を入
力します。有効な値の範囲は
1 ～ 10（両端の値を含む）
で、デフォルト値は 0 です。
• duration：不正アクセス ポイ
ントが最小期間で検出される
必要があります。このオプ
ションを選択する場合は、
condition_value パラメータに
最小検出期間の値を入力しま
す。有効な値の範囲は 0 ～
3600 秒（両端の値を含む）
で、デフォルト値は 0 秒で
す。
• encryption：アドバタイズさ
れた WLAN で暗号化が無効
になっている必要がありま
す。
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コマンドまたはアクション

目的
• infrastructure：SSID がコン
トローラで認識される必要が
あります。
• rssi：不正アクセス ポイント
には、最小の RSSI 値が必要
です。たとえば、不正なアク
セス ポイントが設定値より
大きい RSSI を持つ場合、そ
のアクセス ポイントは
Malicious に分類されます。
このオプションを選択する場
合は、condition_value パラ
メータに最小 RSSI 値を入力
します。有効な値の範囲は
-95 ～ -50 dBm（両端の値を
含む）で、デフォルト値は 0
dBm です。
• ssid：不正なアクセス ポイン
トには、特定の SSID が必要
です。コントローラによって
管理されない SSID を追加す
る必要があります。このオプ
ションを選択する場合は、
condition_value パラメータに
SSID を入力します。SSID は
ユーザ設定の SSID リストに
追加されます。

ステッ match {all | any}
プ5
例：
Device(config)# wireless wps rogue rule rule_3
priority 3
Device(config-rule)# match all

ステッ default
プ6

検出された不正なアクセスポイン
トがルールに一致していると見な
され、そのルールの分類タイプが
適用されるためには、ルールで定
義されているすべての条件を満た
す必要があるか、一部の条件を満
たす必要があるかを指定します。
コマンドをデフォルトに設定する
ように指定します。

例：
Device(config)# wireless wps rogue rule rule_3
priority 3
Device(config-rule)# default
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コマンドまたはアクション
ステッ exit
プ7

目的
サブモードの終了を指定します。

例：
Device(config)# wireless wps rogue rule rule_3
priority 3
Device(config-rule)# exit
Device(config)#

ステッ shutdown
プ8
例：
Device(config)# wireless wps rogue rule rule_3
priority 3
Device(config-rule)# shutdown

ステッ end
プ9
例：
Device(config)# end

ステッ configure terminal
プ 10

特定の不正ルールをディセーブル
にすることを指定します。たとえ
ば、ルール rule_3 はディセーブル
です。
特権 EXEC モードに戻ります。ま
た、Ctrl+Z キーを押しても、グ
ローバルコンフィギュレーション
モードを終了できます。
グローバルコンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステッ wireless wps rogue ruleshutdown
プ 11

すべての不正ルールをディセーブ
ルにすることを指定します。

例：
Device(config)# wireless wps rogue rule shutdown

ステッ end
プ 12
例：
Device(config)# end

特権 EXEC モードに戻ります。ま
た、Ctrl+Z キーを押しても、グ
ローバルコンフィギュレーション
モードを終了できます。

不正分類ルールの設定（GUI）
手順
ステップ 1

[Security] > [Wireless Protection Policies] > [Rogue Policies] > [Rogue Rules] を選択して、[Rogue Rules]
ページを開きます。
すでに作成されているすべてのルールが優先順位に従って一覧表示されます。各ルールの名前、
タイプ、およびステータスが表示されます。
（注）

ルールを削除するには、そのルールの青いドロップダウンの矢印の上にマウス カーソ
ルを置いて、[Remove] をクリックします。
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ステップ 2

次の手順を実行して、新しいルールを作成します。
a) [Add Rule] をクリックします。[Add Rule] セクションがページ上部に表示されます。
b) [Rule Name] テキスト ボックスに、新しいルールの名前を入力します。名前にはスペースを含
めないでください。
c) [Rule Type] ドロップダウン リストで、以下のオプションから選択してこのルールと一致する
不正アクセス ポイントを [Friendly] または [Malicious] として分類します。
• Friendly
• Malicious
d) [Add] をクリックして既存のルール リストにこのルールを追加するか、[Cancel] をクリックし
てこの新しいルールを破棄します。

ステップ 3

次の手順を実行して、ルールを編集します。
a) 編集するルールの名前をクリックします。[Rogue Rule] > [Edit] ページが表示されます。
b) [Type] ドロップダウン リストで、以下のオプションから選択してこのルールと一致する不正ア
クセス ポイントを分類します。
• Friendly
• Malicious
c) [Match Operation] テキスト ボックスから、次のいずれかを選択します。
[All]：このルールが有効な場合、検出された不正なアクセス ポイントは、ルールで指定された
すべての条件を満たしている場合にルールと一致し、その不正に対してルールの分類タイプが
適用されます。
[Any]：このルールが有効な場合、検出された不正なアクセス ポイントは、ルールで指定され
た条件のいずれかを満たす場合にルールと一致し、その不正に対してルールの分類タイプが適
用されます。これはデフォルト値です。
d) このルールを有効にするには、[Enable Rule] チェックボックスをオンにします。デフォルト値
はオフです。
e) この特定のルールをディセーブルにするには、[Enable Rule] チェックボックスをオフにしま
す。
GUI から一度にすべての不正ルールをディセーブルにすることはできませんが、
wireless wps rogue ruleshutdown コマンドを使用すると、CLI からすべての不正ルー
ルをディセーブルにできます。
f) [Add Condition] ドロップダウン リストで、不正なアクセス ポイントが満たす必要がある次の
条件から 1 つまたは複数を選択し、[Add Condition] をクリックします。
（注）

• [SSID]：不正なアクセス ポイントには、特定のユーザ設定 SSID が必要です。このオプ
ションを選択する場合は、[User Configured SSID] テキスト ボックスに SSID を入力し、
[Add SSID] をクリックします。ユーザ設定の SSID が追加され、リストされます。
（注）
SSID を削除するには、SSID を強調表示して [Remove] をクリックします。WLAN
に適用された SSID は不正ルールには適用できません。
• [RSSI]：不正なアクセス ポイントには、最小の受信信号強度表示（RSSI）値が必要です。
たとえば、不正なアクセス ポイントが設定値より大きい RSSI を持つ場合、そのアクセス
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ポイントは Malicious に分類されます。このオプションを選択する場合は、[Minimum RSSI]
テキスト ボックスに最小 RSSI 値を入力します。有効な値の範囲は -95 ～ -50 dBm（両端
の値を含む）で、デフォルト値は 0 dBm です。
• [Duration]：不正なアクセス ポイントが最小期間検出される必要があります。このオプショ
ンを選択する場合は、[Time Duration] テキスト ボックスに最小検出期間の値を入力しま
す。有効な値の範囲は 0 ～ 3600 秒（両端の値を含む）で、デフォルト値は 0 秒です。
• [Client Count]：不正なアクセス ポイントに最小数のクライアントがアソシエートされてい
る必要があります。たとえば、不正なアクセス ポイントにアソシエートされたクライア
ントの数が設定値以上の場合、アクセス ポイントは Malicious に分類されます。このオプ
ションを選択する場合は、[Minimum Number of Rogue Clients] テキスト ボックスに、不正
なアクセス ポイントにアソシエートされたクライアントの最小数を入力します。有効な
値の範囲は 1 ～ 10（両端の値を含む）で、デフォルト値は 0 です。
• [No Encryption]：不正なアクセス ポイントのアドバタイズされた WLAN で暗号化が無効
になっている必要があります。不正なアクセス ポイントの暗号化が無効になっている場
合、より多くのクライアントがそのアクセス ポイントに対してアソシエートを試行しま
す。このオプションに関して、これ以外の設定を行う必要はありません。
（注）

Cisco Prime Infrastructure は、このオプションを「Open Authentication（オープン
な認証）」と呼んでいます。

• [Managed SSID]：不正なアクセス ポイントの管理対象 SSID（WLAN に設定された SSID）
がコントローラで認識される必要があります。このオプションに関して、これ以外の設定
を行う必要はありません。
（注）
SSID および管理対象 SSID の 2 つのリストは相互に排他的であるため、[SSID]
および [Managed SSID] の条件を [All] 操作で使用することはできません。[Match
All] を使用してルールを定義し、これら 2 つの条件を設定した場合は、いずれ
かの条件が満たされないので、不正なアクセス ポイントが Friendly または
Malicious に分類されることはありません。

（注）

1 つのルールにつき最大 6 つの条件を追加できます。条件を追加すると、
[Conditions] セクションにその条件が表示されます。
このルールから条件を削除するには、条件付近の [Remove] をクリックしま
す。

• [User configured SSID]：不正アクセス ポイントが特定のユーザ設定 SSID のサブ文字列を
持つ必要があります。コントローラは同じ発生パターン内でサブ文字列を検索し、サブ文
字列が SSID の文字列全体で見つかった場合はその一致を返します。
g) [Apply] をクリックします。
ステップ 4

不正分類ルールを適用する優先順位を変更する場合の手順は、次のとおりです。
1 [Change Priority] をクリックして、[Rogue Rules > Priority] ページにアクセスします。
不正ルールが優先順位に従って [Change Rules Priority] テキスト ボックスに表示されます。
2 優先順位を変更する特定のルールをクリックし、[Up] をクリックしてリスト内の順位を上げる
か、[Down] をクリックしてリスト内の順位を下げます。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

2031

不正なデバイスの表示および分類（GUI）

（注）

ディセーブルのルールだけの優先順位を変更することが可能です。イネーブルのルー
ルだけの優先順位を変更することはできません。

3 [Apply] をクリックします。

不正なデバイスの表示および分類（GUI）
手順
ステップ 1

[Monitor] > [Rogues] の順に選択します。

ステップ 2

次のオプションを選択すると、コントローラで検出された各タイプの不正なアクセス ポイントを
表示できます。
• Friendly APs
• Malicious APs
• Unclassified APs
対応する不正な AP ページが、不正アクセス ポイントの MAC アドレス、不正アクセス ポイント
を検出した無線の数、不正アクセスポイントに接続されたクライアント数、不正アクセスポイン
トの現在のステータス、および最後のコンタクトに関する情報を提供します。

ステップ 3

不正なアクセス ポイントの詳細を取得するには、アクセス ポイントの MAC アドレスをクリック
します。[Rogue AP Detail] ページが表示されます。
このページには、不正なデバイスの MAC アドレス、不正なデバイスのタイプ（アクセス ポイン
トなど）、不正なデバイスが有線ネットワーク上にあるかどうか、不正なデバイスが最初および
最後に報告された日時、デバイスの現在のステータスといった情報が表示されます。
[Class Type] テキスト ボックスには、この不正なアクセス ポイントの現在の分類が表示されます。
• [Friendly]：ユーザ定義の Friendly ルールと一致した不明なアクセス ポイント、または既知の
不正なアクセス ポイント。危険性のないアクセス ポイントは阻止することができません。
• [Malicious]：ユーザ定義の Malicious ルールと一致した不明なアクセス ポイント、またはユー
ザが Friendly または Unclassified 分類タイプから手動で移動した不明なアクセス ポイント。
（注）

アクセス ポイントが Malicious に分類されると、その後でそのアクセス ポイントに
ルールを適用することはできなくなります。また、別の分類タイプに移動すること
もできません。危険性のあるアクセス ポイントを Unclassified 分類タイプに移動す
る場合は、そのアクセス ポイントを削除して、コントローラで分類し直せるよう
にする必要があります。

• [Unclassified]：ユーザ定義の Friendly または Malicious ルールと一致しない不明なアクセス ポ
イント。未分類のアクセス ポイントは阻止することができます。また、このアクセス ポイ
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ントは、ユーザ定義のルールに従って自動的に、またはユーザが手動で、Friendly または
Malicious 分類タイプに移動できます。
ステップ 4

このデバイスの分類を変更するには、[Class Type] ドロップダウン リストから別の分類を選択しま
す。
（注）
不正なアクセス ポイントの現在の状態が [Contain] である場合、そのアクセス ポイント
は移動できません。

ステップ 5

[Update Status] ドロップダウン リストから次のオプションのいずれかを選択して、この不正なア
クセス ポイントに対するコントローラの応答方法を指定します。
• [Internal]：コントローラはこの不正なアクセス ポイントを信頼します。このオプションは、
[Class Type] が [Friendly] に設定されている場合に使用できます。
• [External]：コントローラはこの不正なアクセス ポイントの存在を認識します。このオプショ
ンは、[Class Type] が [Friendly] に設定されている場合に使用できます。
• [Contain]：コントローラによって危険性のあるデバイスが阻止され、そのデバイスの信号が、
認証されたクライアントに干渉しないようになります。このオプションは、[Class Type] が
[Malicious] または [Unclassified] に設定されている場合に使用できます。
• [Alert]：コントローラからシステム管理者に、さらなる処理を行うよう即時に警告が転送さ
れます。このオプションは、[Class Type] が [Malicious] または [Unclassified] に設定されてい
る場合に使用できます。
ページの下部には、この不正なアクセスポイントが検出されたアクセスポイントと、不正なアク
セス ポイントにアソシエートされたすべてのクライアントの両方に関する情報が提供されます。
クライアントの詳細を表示するには、[Edit] をクリックして [Rogue Client Detail] ページを開きま
す。

ステップ 6

[Apply] をクリックします。

ステップ 7

[Save Configuration] をクリックします。

ステップ 8

コントローラで検出されたアドホック不正を確認するには、[Adhoc Rogues] を選択します。[Adhoc
Rogues] ページが表示されます。
このページには、MAC アドレス、BSSID、アドホック不正の SSID、アドホック不正が検出され
た無線の数、アドホック不正の現在のステータスといった情報が表示されます。

ステップ 9

アドホック不正の詳細情報を取得するには、その不正の MAC アドレスをクリックします。[Adhoc
Rogue Detail] ページが表示されます。
このページには、アドホック不正の MAC アドレスおよび BSSID、不正が最初および最後に報告
された日時、不正の現在のステータスといった情報が表示されます。

ステップ 10

[Update Status] ドロップダウン リストから次のオプションのいずれかを選択して、このアドホッ
ク不正に対するコントローラの応答方法を指定します。
• [Contain]：コントローラによって危険性のあるデバイスが阻止され、そのデバイスの信号が、
認証されたクライアントに干渉しないようになります。
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• [Alert]：コントローラからシステム管理者に、さらなる処理を行うよう即時に警告が転送さ
れます。
• [Internal]：コントローラはこの不正なアクセス ポイントを信頼します。
• [External]：コントローラはこの不正なアクセス ポイントの存在を認識します。
ステップ 11

[Maximum Number of APs to Contain the Rogue] ドロップダウン リストから、[1]、[2]、[3]、[4] のオ
プションのいずれかを選択して、このアドホック不正を阻止するために使用するアクセス ポイン
トの最大数を指定します。
ページの下部には、このアドホック不正が検出されたアクセス ポイントに関する情報が提供され
ます。

ステップ 12

[Apply] をクリックします。

ステップ 13

[Save Configuration] をクリックします。

ステップ 14

無視するように設定されている任意のアクセス ポイントを表示するには、[Rogue AP Ignore-List]
を選択します。[Rogue AP Ignore-List] ページが表示されます。
このページには、無視するように設定されている任意のアクセス ポイントの MAC アドレスが表
示されます。不正無視リストには、ユーザが Cisco Prime Infrastructure マップに手動で追加した任
意の自律アクセス ポイントのリストが含まれています。コントローラでは、これらの自律アクセ
ス ポイントが、Prime Infrastructure によって管理されていても不正と見なされます。不正無視リス
トを使用すると、コントローラでこれらのアクセス ポイントを無視できます。このリストは次の
ように更新されます。
• コントローラは、不正レポートを受信すると、不明なアクセス ポイントが不正無視アクセス
ポイント リストに存在するかどうかを確認します。
• 不明なアクセス ポイントが不正無視リストに存在する場合、コントローラはこのアクセス
ポイントを無視して他の不正なアクセス ポイントの処理を続けます。
• 不明なアクセス ポイントが不正無視リストにない場合、コントローラは Prime Infrastructure
にトラップを送信します。Prime Infrastructure が自律アクセス ポイントにこのアクセス ポイ
ントを検出した場合、Prime Infrastructure はこのアクセス ポイントを不正無視リストに追加
するためのコマンドをコントローラに送信します。このアクセス ポイントは、今後の不正レ
ポートで無視されるようになります。
• ユーザが Prime Infrastructure から自律アクセス ポイントを削除した場合、Prime Infrastructure
はこのアクセス ポイントを不正無視リストから削除するコマンドをコントローラに送信しま
す。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
2034

OL-30686-01-J

例：不正なアクセス ポイントの分類

例：不正なアクセス ポイントの分類
次の例は、不正アクセス ポイントを Friendly として組織および表示できるルールを作成する方法
を示しています。
Device# configure terminal
Device(config)# wireless wps rogue rule ap1 priority 1
Device(config-rule)# classify friendly
Device(config-rule)# end

この例は、不正アクセス ポイントが満たす必要のある条件を適用する方法を示しています。
Device# configure terminal
Device(config)# wireless wps rogue rule ap1 priority 1
Device(config-rule)# condition client-count 5
Device(config-rule)# condition duration 1000
Device(config-rule)# end

不正なアクセス ポイントの分類に関する追加情報
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

セキュリティ コマンド

『Security Command Reference Guide, Cisco IOS
XE Release 3SE (Cisco WLC 5700 Series)』

標準および RFC
標準/RFC

Title

なし

—

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs
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シスコのテクニカル サポート
説明

Link

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

不正なアクセス ポイントの分類の機能履歴および情報
リリース

機能情報

Cisco IOS XE 3.3SE

この機能が導入されました。
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• 機能情報の確認, 2037 ページ
• wIPS について, 2037 ページ
• アクセス ポイントで wIPS を設定する方法, 2045 ページ
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• 例：wIPS の設定, 2046 ページ
• wIPS の設定に関する追加情報, 2047 ページ
• wIPS 設定実行の機能履歴, 2048 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

wIPS について
Cisco 適応型ワイヤレス侵入防御システム（wIPS）は、無線の脅威の検出およびパフォーマンス管
理のための高度な手法を使用します。この手法では、ネットワーク トラフィック分析、ネット
ワーク デバイス/トポロジに関する情報、シグニチャベースの技法、および異常検出を組み合わせ
ることにより、非常に正確で全面的な無線の脅威防御を実現できます。インフラストラクチャに
完全に統合されたソリューションを採用して、有線ネットワークと無線ネットワークの両方で無
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線トラフィックを継続的に監視し、ネットワークインテリジェンスを使用してさまざまなソース
からの攻撃を分析することにより、損害または漏洩が発生する前に、攻撃を正確に特定し事前に
防止することができます。
シスコの適合型 wIPS は、Cisco 3300 シリーズ Mobility Services Engine（MSE）の一部です。MSE
は、Cisco Aironet AP を継続的に監視して、収集された情報を一元処理します。シスコの適応型
wIPS の機能と、Cisco MSE への Cisco Prime Infrastructure の統合により、wIPS は wIPS ポリシーと
アラームを設定、監視して、脅威をレポートします。

（注）

お使いの wIPS が Cisco WLC、アクセス ポイント、Cisco MSE で構成されている場合、これら
3 つのエンティティはすべて UTC タイム ゾーンに設定してください。
シスコの適応型 wIPS は Cisco WLC には設定されていません。代わりに、プロファイル設定が
Cisco Prime Infrastructure から wIPS サービスに転送され、wIPS サービスによってそのプロファイ
ルが Cisco WLC に転送されます。このプロファイルは、Cisco WLC のフラッシュ メモリに保存さ
れ、Cisco WLC に参加するときに AP に送信されます。アクセス ポイントのアソシエーションを
解除して、別の Cisco WLC に参加するとき、そのアクセス ポイントは新しい Cisco WLC から新
しい wIPS プロファイルを受信します。
wIPS 機能のサブセットを備えたローカル モードの AP を、拡張ローカル モード アクセス ポイン
ト、または ELM AP と呼びます。アクセス ポイントが次のいずれかのモードであれば、その AP
を wIPS モードで動作するように設定できます。
• Monitor
• ローカル
通常のローカル モードまたは の AP は、wIPS 機能のサブセットで拡張します。この機能を使用す
ると、独立したオーバーレイ ネットワークがなくても、AP を展開して保護機能を提供できます。
wIPS ELM の、オフチャネル アラーム検出機能は限定的です。AP は定期的にオフチャネルにな
り、動作していないチャネルを短時間監視し、そのチャネルで攻撃を検出した場合はアラームを
トリガーします。ただし、オフチャネルのアラーム検出はベスト エフォートであり、攻撃を検出
してアラームをトリガーするには時間がかかることがあります。そのため ELM AP が断続的にア
ラームを検出しては（確認できないため）クリアする、という場合があります。上記のいずれか
のモードの AP は、ポリシー プロファイルに基づくアラームを Cisco WLC 経由で定期的に wIPS
サービスに送信できます。wIPS サービスはアラームを格納および処理して、SNMP トラップを生
成します。Cisco Prime Infrastructure は自身の IP アドレスをトラップの宛先として設定し、SNMP
トラップを Cisco MSE から受信します。
次の表に SNMP トラップ制御とそれに対応するトラップを示します。トラップ制御が有効な場
合、そのトラップ制御のトラップはすべて有効です。

（注）

Cisco WLC が SNMP トラップの送信に使用するのは SNMPv2 のみです。
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表 154：SNMP トラップ コントロールと対応トラップ

タブ名

トラップ コントロール

Trap

General

Link (Port) Up/Down

linkUp、linkDown

Spanning Tree

newRoot、topologyChange、
stpInstanceNewRootTrap、
stpInstanceTopologyChangeTrap

Config Save

bsnDot11EssCreated、
bsnDot11EssDeleted、bsnConfigSaved、
ciscoLwappScheduledResetNotif、
ciscoLwappClearResetNotif、
ciscoLwappResetFailedNotif、
ciscoLwappSysInvalidXmlConfig

AP Register

bsnAPDisassociated、bsnAPAssociated

AP Interface Up/Down

bsnAPIfUp、bsnAPIfDown

802.11 アソシエーション

bsnDot11StationAssociate

802.11 ディスアソシエーション

bsnDot11StationDisassociate

802.11 認証解除

bsnDot11StationDeauthenticate

802.11 認証失敗

bsnDot11StationAuthenticateFail

802.11 アソシエーション失敗

bsnDot11StationAssociateFail

Exclusion

bsnDot11StationBlacklisted

NAC Alert

cldcClientWlanProfileName、
cldcClientIPAddress、
cldcApMacAddress、
cldcClientQuarantineVLAN、
cldcClientAccessVLAN

AP

Client Traps
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タブ名

トラップ コントロール

Trap

Security Traps

User Authentication

bsnTooManyUnsuccessLoginAttempts、
cLWAGuestUserLoggedIn、
cLWAGuestUserLoggedOut

RADIUS Servers Not Responding

bsnRADIUSServerNotResponding、
ciscoLwappAAARadiusReqTimedOut

WEP Decrypt Error

bsnWepKeyDecryptError

Rogue AP

bsnAdhocRogueAutoContained、
bsnRogueApAutoContained、
bsnTrustedApHasInvalidEncryption、
bsnMaxRogueCountExceeded、
bsnMaxRogueCountClear、
bsnApMaxRogueCountExceeded、
bsnApMaxRogueCountClear、
bsnTrustedApHasInvalidRadioPolicy、
bsnTrustedApHasInvalidSsid、
bsnTrustedApIsMissing

SNMP Authentication

agentSnmpAuthenticationTrapFlag

Multiple Users

multipleUsersTrap

Load Profile
自動 RF プロ
ファイル トラッ
Noise Profile
プ

自動 RF 更新ト
ラップ

bsnAPLoadProfileFailed
bsnAPNoiseProfileFailed

Interference Profile

bsnAPInterferenceProfileFailed

Coverage Profile

bsnAPCoverageProfileFailed

channel update

bsnAPCurrentChannelChanged

Tx Power Update

bsnAPCurrentTxPowerChanged
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タブ名

トラップ コントロール

Trap

Mesh Traps

Child Excluded Parent

ciscoLwappMeshChildExcludedParent

Parent Change

ciscoLwappMeshParentChange

Authfailure Mesh

ciscoLwappMeshAuthorizationFailure

Child Moved

ciscoLwappMeshChildMoved

Excessive Parent Change

ciscoLwappMeshExcessiveParentChange

Excessive Children

ciscoLwappMeshExcessiveChildren

Poor SNR

ciscoLwappMeshAbateSNR、
ciscoLwappMeshOnsetSNR

Console Login

ciscoLwappMeshConsoleLogin

Excessive Association

ciscoLwappMeshExcessiveAssociation

Default Bridge Group Name

ciscoLwappMeshDefaultBridgeGroupName

次に、「SNMP トラップ制御と対応トラップ」の表に記載されているトラップについて説明しま
す。
• 一般トラップ
◦ [SNMP Authentication]：SNMPv2 エンティティが、適切に認証されていないプロトコル
メッセージを受信しました。

（注）

SNMP V3 モードで設定されているユーザが正しくないパスワードで Cisco WLC
にアクセスを試みると、認証は失敗し、エラー メッセージが表示されます。
ただし、認証エラーの場合、トラップ ログは生成されません。

◦ [Link (Port) Up/Down]：リンクのステータスは、アップまたはダウンから変更されます。
◦ [Link (Port) Up/Down]：リンクのステータスは、アップまたはダウンから変更されます。
◦ [Multiple Users]：2 人のユーザが同じ ID でログインしました。
◦ [Rogue AP]：不正アクセス ポイントが検出されるたびに、このトラップが MAC アドレ
スとともに送信されます。また、以前に検出された不正アクセス ポイントが存在しなく
なっている場合にこのトラップが送信されます。
◦ [Config Save]：Cisco WLC 設定が変更されると送信される通知。
• Cisco AP トラップ
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◦ [AP Register]：アクセス ポイントが Cisco WLC とアソシエートまたはディスアソシエー
トすると送信される通知。
◦ [AP Interface Up/Down]：アクセス ポイント インターフェイス（802.11X）の状態がアッ
プまたはダウンになると送信される通知です。
• クライアント関連トラップ
◦ [802.11 Association]：クライアントがアソシエーション フレームを送信すると送信され
るアソシエーション通知。
◦ [802.11 Disassociation]：クライアントがディスアソシエーション フレームを送信すると
送信されるディスアソシエーション通知。
◦ [802.11 Deauthentication]：クライアントが認証解除フレームを送信すると送信される認
証解除通知。
◦ [802.11 Failed Authentication]：クライアントが成功以外のステータス コードの認証フレー
ムを送信すると送信される認証エラー通知。
◦ [802.11 Failed Association]：クライアントが成功以外のステータス コードのアソシエー
ション フレームを送信すると送信されるアソシエーション エラー通知。
◦ [Exclusion]：クライアントが除外リストに掲載（blacklisted）されている場合に送信され
るアソシエーション失敗通知。
◦ [Authentication]：クライアントが正常に認証されると送信される認証通知。
◦ [Max Clients Limit Reached]：[Threshold] フィールドに定義されている最大数のクライア
ントが Cisco WLC とアソシエートされた場合に送信される通知。
◦ [NAC Alert]：クライアントが SNMP NAC 対応 WLAN に join する場合に送信されるア
ラート。
この通知は、NAC 対応 SSID 上のクライアントがその存在に関する情報を NAC アプラ
イアンスに通知するために Layer2 認証を完了したときに生成されます。
cldcClientWlanProfileName は、802.11 ワイヤレス クライアントが接続されている WLAN
のプロファイル名を表します。cldcClientIPAddress は、クライアントの一意の IP アドレ
スを表します。cldcApMacAddress は、クライアントがアソシエートされている AP の
MAC アドレスを表します。cldcClientQuarantineVLAN は、クライアントの隔離 VLAN
を表します。cldcClientAccessVLAN は、クライアントのアクセス VLAN を表します。
◦ [Association with Stats]：クライアントが Cisco WLC とアソシエートするときや、ローミ
ングするときに、データ統計とともに送信されるアソシエーション通知。データの統計
情報には、送受信されたバイトとパケットが含まれます。
◦ [Disassociation with Stats]：クライアントが Cisco WLC からディスアソシエートするとき
に、データ統計とともに送信されるディスアソシエーション通知。データの統計情報に
は、送受信されたパケットとバイト、SSID、セッション ID が含まれます。
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（注）

新しいリリースからリリース 7.4 にダウングレードする場合、リリース 7.4 の
サポート対象外のトラップ（たとえば、NAC Alert トラップ）をダウングレー
ド前に有効にしておくと、すべてのトラップが無効になります。ダウングレー
ドが終了したら、ダウングレード前に有効であったすべてのトラップを有効
にする必要があります。他のすべてのトラップが無効にならないように、ダ
ウングレードする前に新しいトラップを無効にすることをお勧めします。

• Security Traps
◦ [User Auth Failure]：このトラップは、クライアントの RADIUS 認証の失敗が発生したこ
とを通知します。
◦ [RADIUS Server No Response]：このトラップは、RADIUS クライアントが送信した認証
要求に応答する RADIUS サーバがないことを示します。
◦ [WEP Decrypt Error]：Cisco WLC が WEP 復号化エラーを検出すると送信される通知で
す。
◦ [Rogue AP]：不正アクセス ポイントが検出されるたびに、このトラップが MAC アドレ
スとともに送信されます。また、以前に検出された不正アクセス ポイントが存在しなく
なっている場合にこのトラップが送信されます。
◦ [SNMP Authentication]：SNMPv2 エンティティが、適切に認証されていないプロトコル
メッセージを受信しました。

（注）

SNMP V3 モードで設定されているユーザが正しくないパスワードで Cisco WLC
にアクセスを試みると、認証が失敗し、エラー メッセージが表示されます。
ただし、認証エラーの場合、トラップ ログは生成されません。

◦ [Multiple Users]：2 人のユーザが同じ ID でログインしました。
• SNMP Authentication
◦ [Load Profile]：[Load Profile] 状態が PASS と FAIL の間で変更されると送信される通知。
◦ [Noise Profile]：[Noise Profile] 状態が PASS と FAIL の間で変更されると送信される通
知。
◦ [Interference Profie]：[Interference Profile] 状態が PASS と FAIL の間で変更されると送信
される通知。
◦ [Coverage Profile]：[Coverage Profile] 状態が PASS と FAIL の間で変更されると送信され
る通知。
• 自動 RF プロファイル トラップ
◦ [Load Profile]：[Load Profile] 状態が PASS と FAIL の間で変更されると送信される通知。
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◦ [Noise Profile]：[Noise Profile] 状態が PASS と FAIL の間で変更されると送信される通
知。
◦ [Interference Profie]：[Interference Profile] 状態が PASS と FAIL の間で変更されると送信
される通知。
◦ [Coverage Profile]：[Coverage Profile] 状態が PASS と FAIL の間で変更されると送信され
る通知。
• 自動 RF 更新トラップ
◦ [Channel Update]：アクセス ポイントの動的チャネル アルゴリズムが更新されると送信
される通知。
◦ [Tx Power Update]：アクセス ポイントの動的送信電力アルゴリズムが更新されると送信
される通知。
• Mesh Traps
◦ [Child Excluded Parent]：親メッシュ ノードを介して、Cisco WLC に対するアソシエー
ションの失敗数が定義された回数に達すると送信される通知。
◦ 子メッシュ ノード数が検出応答タイムアウトのしきい値制限を超えると送信される通
知。子メッシュ ノードが、定義された間隔で除外された親メッシュ ノードのアソシエー
ションを試行することはありません。子メッシュ ノードは、ネットワークに参加すると
きに、除外された親 MAC アドレスを記憶しており、それを Cisco WLC に通知します。
◦ [Parent Change]：子メッシュ ノードがその親を変更すると、通知がエージェントによっ
て送信されます。子メッシュ ノードは以前の親を記憶し、ネットワークに再度参加する
ときに、親の変更について Cisco WLC に通知します。
◦ [Child Moved]：親メッシュ ノードが子メッシュ ノードとの接続を失うと送信される通
知。
◦ [Excessive Parent Change]：子メッシュ ノードが親を頻繁に変更すると送信される通知で
す。各メッシュ ノードは一定期間の親の変更回数のカウントを保持します。これが定義
されたしきい値を超えると、子メッシュ ノードが Cisco WLC に通知します。
◦ [Excessive Children]：RAP や MAP で子の数が超過すると送信される通知。
◦ [Poor SNR]：子メッシュ ノードが、バックホール リンクでより低い SNR を検出すると
送信される通知です。他のトラップの場合、子メッシュ ノードが、
「clMeshSNRThresholdAbate」によって定義されるオブジェクトより高い SNR をバック
ホール リンクで検出すると、通知をクリアするための通知が送信されます。
◦ [Console Login]：MAP コンソールでログインが成功するか、3 回の試行の後に失敗する
とエージェントが通知を送信します。
◦ [Default Bridge Group Name]：デフォルトのブリッジ グループ名で MAP メッシュ ノード
がその親に参加すると送信される通知。
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（注）

上記以外のトラップにトラップ制御機能はありません。これらのトラップは、頻繁に生成され
ないので、トラップ制御は必要ありません。Cisco WLC で生成されるその他のトラップをオフ
にすることはできません。

（注）

上記のすべてのケースで、Cisco WLC は純粋に転送デバイスとして機能します。

アクセス ポイントで wIPS を設定する方法
アクセス ポイントでの wIPS の設定（CLI）
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

apname namemode submode wips

ローカルまたはモニタ モードに対してアク
セス ポイントを設定し、wIPS にサブモー
ドを設定します。

例：
Device# ap name ap1 mode local
wips

ステップ 2

end
例：

特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z
キーを押しても、グローバル コンフィギュ
レーション モードを終了できます。

Device(config)# end

ステップ 3

showwirelesswpswipssummary

アクセス ポイントで wIPS 設定を表示しま
す。

例：
Device# show wireless wps wips
summary

ステップ 4

showwirelesswpswipsstatistics

wIPS 設定の現在のステートを表示します。

例：
Device# show wireless wps wips
statistics
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アクセス ポイントでの wIPS の設定（GUI）
手順
ステップ 1

[Configuration] > [Wireless] > [Access Points] > [All APs] を選択します。
[All APs] ページおよび スイッチ と関連付けられたすべてのアクセス ポイントのリストが表示さ
れます。

ステップ 2

wIPS を設定するアクセス ポイントの名前をクリックします。
[AP] > [Edit] ページが表示されます。

ステップ 3

[General] 領域で、[AP Mode] パラメータを設定します。wIPS 用のアクセス ポイントを設定するに
は、[AP Mode] ドロップダウン リストから次のモードのいずれかを選択します。
• ローカル
• Monitor

ステップ 4

[AP Sub Mode] ドロップダウン リストから [wIPS] を選択して、[AP Sub Mode] を wIPS に設定しま
す。

ステップ 5

[Apply] をクリックします。

ステップ 6

[Save（保存）] をクリックします。

wIPS 情報のモニタリング
このセクションは、wIPS の新しいコマンドについて説明します。
以下のコマンドは、アクセス ポイント上で設定された wIPS をモニタするために使用できます。
表 155：wIPS コマンドのモニタリング

コマンド

目的

show wireless wps wips summary

アクセス ポイントで wIPS 設定を表示します。

show wireless wps wips statistics

wIPS 設定の現在のステートを表示します。

例：wIPS の設定
次に、AP1 上で wIPS を設定する例を示します。
Device# ap name ap1 mode local submode wips
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Device# end
Device# show wireless wps wips summary

wIPS の設定に関する追加情報
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

wIPS コマンド

Security Command Reference Guide, Cisco IOS XE
Release 3SE (Cisco WLC 5700 Series)

標準および RFC
標準/RFC

Title

なし

—

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs
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シスコのテクニカル サポート
説明

Link

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

wIPS 設定実行の機能履歴
リリース

機能情報

Cisco IOS XE 3.3SE

この機能が導入されました。
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侵入検知システムの設定
• 機能情報の確認, 2049 ページ
• 侵入検知システムについて, 2049 ページ
• 侵入検知システムを設定する方法, 2050 ページ
• 侵入検知システムのモニタリング, 2051 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソ
フトウェアリリースに対応したリリースノートを参照してください。このモジュールで説明され
る機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧については、<TBD> を参照
してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

侵入検知システムについて
Cisco Intrusion Detection System/Intrusion Prevention System（CIDS/IPS）は、特定のクライアントに
関わる攻撃がレイヤ 3 ～ レイヤ 7 で検出されたとき、これらのクライアントによるワイヤレス
ネットワークへのアクセスをブロックするようスイッチに指示します。このシステムは、ワーム、
スパイウェア/アドウェア、ネットワーク ウイルス、およびアプリケーションの不正使用などの脅
威の検出、分類、阻止を支援することにより、強力なネットワーク保護を提供します。潜在的な
攻撃を検出するには 2 つの方法があります。
• IDS センサー
• IDS シグニチャ
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IDS センサーは、ネットワーク内のさまざまなタイプの IP レベルの攻撃を検出するように設定で
きます。センサーで攻撃が特定されたら、違反クライアントを回避（shun）するようスイッチに
警告することができます。新規 IDS センサーが追加される場合、回避するクライアントのリスト
を取得するために スイッチ がセンサにクエリを発行できるように、IDS センサーを スイッチ と
登録する必要があります。
IDS センサーは、疑わしいクライアントを検出すると、スイッチ にこのクライアントを回避する
よう警告します。回避エントリは、同じモビリティ グループ内のすべての スイッチ に配信され
ます。回避すべきクライアントが現在、このモビリティ グループ内の スイッチ に join している
場合、アンカー スイッチ はこのクライアントを動的除外リストに追加し、外部 スイッチ はクラ
イアントを切り離します。次回、このクライアントが スイッチ に接続を試みた場合、アンカー
スイッチ はハンドオフを拒否し、外部 スイッチ にクライアントを除外することを通知します。

侵入検知システムを設定する方法
IDS センサーの設定
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

wireless wps cids-sensor index
[ip-address ip-addr username
username password
password_type password]
例：
Device(config)# wireless wps
cids-sensor 2 231.1.1.1
admin pwd123

内部インデックス番号を保持する IDS センサーを設
定します。index パラメータは、コントローラで IDS
センサーが検索される順序を決定します。コントロー
ラでは最大 5 つの IDS センサーをサポートします。
• ip-address：（任意）IDS に IP アドレスを提供し
ます。
• username：（任意）IDS のユーザ名を設定しま
す。
• password：（任意）対応するユーザ名のパスワー
ドを設定します。

ステップ 3

wireless wps cids-sensor index

IDS コンフィギュレーション サブモードを開始しま
す。

例：
Device(config)# wireless wps
cids-sensor 1
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コマンドまたはアクション
ステップ 4

目的

[default exit fingerprint interval さまざまな IDS パラメータを設定します。
no port shutdown]
• default：（任意）コマンドをデフォルトに設定
します。
例：
Device(config-cids-index)#
default

• exit：（任意）サブモードを終了します。
• fingerprint：（任意）センサーの TLS フィンガー
プリントを設定します。
• interval：（任意）センサーのクエリ間隔を設定
します。範囲は 10 ～ 3600 秒です。
• no：（任意）コマンドを解除するか、デフォル
トを設定します。
• port：（任意）センサーのポート番号を設定しま
す。
• shutdown：（任意）侵入検知センサーをシャッ
ト ダウンします。

ステップ 5

end
例：

特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z キーを
押しても、グローバル コンフィギュレーション モー
ドを終了できます。

Device(config)# end

侵入検知システムのモニタリング
表 156：ワイヤレス マルチキャストをモニタリングするためのコマンド

コマンド

説明

show wireless wps cids-sensor index

指摘されたインデックス値で IDS センサーの
IDS 設定を表示します。

show wireless wps cids-sensor summary

すべての設定された IDS のリストを、インデッ
クス、IP アドレス、ポート番号、インターバル
値、ステータスおよびクエリなどの対応する値
とともに表示します。

show wireless wps shun-list

IDS 回避リストを表示します。
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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スイッチ スタックの前提条件
スイッチ スタック内のすべてのスイッチがアクティブ スイッチと同じライセンス レベルを実行
している必要があります。ライセンス レベルについては、System Management Configuration Guide
(Catalyst 3850 Switches)を参照してください。
スイッチスタック内のすべてのスイッチが互換性のあるソフトウェアバージョンを実行している
必要があります。

スイッチ スタックの制約事項
スイッチ スタック設定の制約事項を以下に示します。
• LAN Base ライセンス レベルを実行しているスイッチ スタックは、レイヤ 3 機能をサポート
しません。
• スイッチ スタックは、StackWise-160 ポート経由で接続された最大 9 つのスタック対応スイッ
チで構成できます。
• スイッチ スタックに Catalyst 3850 スイッチと Catalyst 3650 スイッチを組み合わせて含めるこ
とはできません。
• スイッチ スタックには、異なるライセンス レベルの組み合わせを含めることはできません。

スイッチ スタックに関する情報
スイッチ スタックの概要
スイッチ スタックは、StackWise-480 ポート経由で接続された最大 9 つのスタック対応スイッチで
構成できます。スタック メンバーは 1 つの統合システムとして連携します。レイヤ 2 プロトコル
とレイヤ 3 プロトコルが、スイッチ スタック全体を単一のエンティティとしてネットワークに提
示します。
スイッチ スタックには、必ず 1 個のアクティブ スイッチおよび 1 個のスタンバイ スイッチがあ
ります。アクティブ スイッチが使用不可能になった場合、スタンバイ スイッチがアクティブ ス
イッチの役割を担い、スタックは継続して動作します。
アクティブ スイッチがスイッチ スタックの動作を制御し、スタック全体の単一管理点になりま
す。アクティブ スイッチから、以下を設定します。
• すべてのスタック メンバーに適用されるシステム レベル（グローバル）の機能
• スタック メンバーごとのインターフェイス レベルの機能
アクティブ スイッチには、スイッチ スタックの保存済みの実行コンフィギュレーション ファイ
ルが格納されています。コンフィギュレーション ファイルには、スイッチ スタックのシステム
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レベルの設定と、スタック メンバーごとのインターフェイス レベルの設定が含まれます。各ス
タック メンバーは、バックアップ目的で、これらのファイルの現在のコピーを保持します。

スイッチ スタックでサポートされる機能
アクティブ スイッチ上でサポートされるシステムレベルの機能は、スイッチ スタック全体でサ
ポートされます。
暗号化機能
アクティブ スイッチが暗号化ユニバーサル ソフトウェア イメージ（暗号化対応）を実行してい
る場合は、スイッチ スタック上で暗号化機能を使用できます。
StackWise-480
スタック メンバーは、StackWise-480 テクノロジーを使用して、1 つの統合システムとして連携し
ます。レイヤ 2 プロトコルとレイヤ 3 プロトコルは、スイッチ スタック全体をネットワーク内の
単一のエンティティとしてサポートします。

（注）

LAN Base イメージを実行しているスイッチ スタックは、レイヤ 3 機能をサポートしません。
StackWise-480 は、480 Gbps のスタック帯域幅で、ステートフル スイッチオーバー（SSO）を使用
してスタック内に復元力を提供します。スタックは、メンバースイッチが選出したアクティブス
イッチによって管理される単一のスイッチングユニットとして動作します。アクティブスイッチ
によって、スタック内のスタンバイスイッチが自動的に選出されます。アクティブスイッチは、
すべてのスイッチング、ルーティング、およびワイヤレスに関する情報を作成して更新し、この
情報を継続的にスタンバイスイッチと同期します。アクティブスイッチで障害が発生した場合、
スタンバイスイッチがアクティブスイッチの役割を担い、スタックは継続して動作します。アク
セスポイントは、アクティブスイッチに直接接続されていなければ、アクティブからスタンバイ
へのスイッチオーバー中に切断されることはありません。この場合、アクセス ポイントは電源が
オフになって、リブートします。動作中のスタックは、サービスを中断せずに、新しいメンバー
を追加したり、既存のメンバーを削除することができます。

高速スタック コンバージェンス
StackPower
StackPower を使用すれば、スタック内の電源をスタック内のすべてのスイッチに共通のリソース
として共有することができます。StackPower は、スイッチに実装された個別の電源を統合して 1
つの電源プールを構成し、必要とされる場所に電力を供給します。StackPower ケーブルを使用し
て、最大 4 つのスイッチを StackPower スタック内で設定できます。
StackPower の詳細については、 Interface and Hardware Component Configuration Guide（Catalyst 3850
Switches） を参照してください。

スイッチ スタックのメンバーシップ
スタンドアロン スイッチは、アクティブ スイッチとしても動作するスタック メンバーを 1 つだ
け持つスイッチ スタックです。スタンドアロン スイッチを別のスイッチと接続して、2 つのス
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タック メンバーで構成され、一方がアクティブ スイッチであるスイッチ スタックを構築できま
す。スタンドアロン スイッチを既存のスイッチ スタックに接続して、スタック メンバーシップ
を増やすこともできます。
すべてのスタック メンバーで hello メッセージが送受信されます。
• スタック メンバーが応答しない場合は、そのメンバーがスタックから削除されます。
• スタンバイ スイッチが応答しない場合は、新しいスタンバイ スイッチが選択されます。
• アクティブ スイッチが応答しない場合は、スタンバイ スイッチがアクティブ スイッチにな
ります。
加えて、アクティブ スイッチとスタンバイ スイッチ間でキープアライブ メッセージが送受信さ
れます。
• スタンバイ スイッチが応答しない場合は、新しいスタンバイ スイッチが選択されます。
• アクティブ スイッチが応答しない場合は、スタンバイ スイッチがアクティブ スイッチにな
ります。

スイッチ スタック メンバーシップの変更
スタック メンバを同一のモデルと交換した場合、新たなスイッチ（プロビジョニングされるス
イッチとも呼びます）は交換されたスイッチと同じメンバ番号を使用すると、交換されたスイッ
チとまったく同じ設定で機能します。
アクティブ スイッチを削除したり、電源の入ったスタンドアロン スイッチまたはスイッチ スタッ
クを追加したりしないかぎり、メンバーシップの変更中も、スイッチ スタックの動作は間断なく
継続されます。
• 電源の入ったスイッチの追加（マージ）により、すべてのスイッチはリロードし、その中か
ら新しいアクティブ スイッチを選定します。新しく選定されたアクティブ スイッチは、そ
の役割と設定を保持します。他のすべてのスイッチは、個別のスタック メンバー番号を保持
し、新しく選択されたアクティブ スイッチのスタック設定を使用します。

（注）

Cisco IOS XE 3.6.4E およびそれ以降のバージョンでは、新しいスイッチがス
イッチ スタックの一部として追加される前にスタンドアロン スイッチとして
電源投入されると、スイッチスタック全体ではなくこのスイッチだけがリロー
ドされます。

• 電源が入った状態のスタック メンバを取り外すと、スイッチ スタックが、それぞれ同じ設
定を持つ 2 つ以上のスイッチ スタックに分割（パーティション化）されます。これにより、
以下の現象が発生する可能性があります。
◦ ネットワーク内での IP アドレスの競合。スイッチ スタックを分離されたままにしてお
きたい場合は、新しく作成されたスイッチ スタックの IP アドレス（複数の場合あり）
を変更してください。
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◦ スタック内の 2 つのメンバー間の MAC アドレスの競合。stack-mac update force コマン
ドを使用すると、この競合を解消できます。
新しく作成されたスイッチ スタックにアクティブ スイッチまたはスタンバイ スイッチがない場
合、スイッチ スタックはリロードし、新しいアクティブ スイッチを選定します。

（注）

スイッチ スタックに追加または削除するスイッチの電源がオフであることを確認します。
スタック メンバーを追加または削除したら、スイッチ スタックがすべての帯域幅（160 Gbps）
で動作していることを確認します。スタック モード LED が点灯するまで、スタック メンバの
Mode ボタンを押します。スタック内のすべてのスイッチでは、右側の最後の 2 つのポート
LED がグリーンに点灯します。スイッチ モデルに応じて、右側の最後の 2 つのポートは 10 ギ
ガビット イーサネット ポートまたは Small Form-Factor Pluggable（SFP）モジュール ポート
（10/100/1000 ポート）になります。スイッチの一方または両方の LED がグリーンでない場
合、スタックは全帯域幅で稼働していません。
スタックを分割しないで、電源が入ったスタック メンバを取り外す場合、次の手順を実行しま
す。
• 新規に作成されたスイッチ スタックのスイッチの電源をオフにします。
• それをそのスタック ポートを介して元のスイッチ スタックに再接続します。
• スイッチの電源を入れます。
スイッチ スタックに影響するケーブル配線と電源の考慮事項については、Catalyst 3850 スイッチ
ハードウェア インストレーションガイド を参照してください。

スタック メンバー番号
スタック メンバー番号（1 ～ 9）は、スイッチ スタック内の各メンバーを識別します。また、メ
ンバー番号によって、スタック メンバーが使用するインターフェイス レベルの設定が決定しま
す。show switch EXEC コマンドを使用すると、スタック メンバー番号を表示できます。
新しい初期設定状態の スイッチ（スイッチ スタックに参加していないスイッチまたはスタック
メンバー番号が手動で割り当てられていないスイッチ）は、デフォルト スタック メンバー番号 1
で出荷されます。そのスイッチがスイッチ スタックに参加すると、そのデフォルト スタック メ
ンバー番号がスタック内で使用可能な最小メンバー番号に変更されます。
同じスイッチ スタック内のスタック メンバーが同じスタック メンバー番号を持つことはできま
せん。スタンドアロンスイッチを含むすべてのスタックメンバーは、番号が手動で変更されるま
で、または、その番号がスタック内の他のメンバーによってすでに使用されていないかぎり、独
自のメンバー番号を保持します。
• switch current-stack-member-numberrenumber new-stack-member-number EXEC コマンドを使用
して手動でスタック メンバー番号を変更した場合は、その番号がスタック内の他のメンバー
に未割り当てなときにだけ、スタック メンバーのリセット後（または、reload slot
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stack-member-number 特権 EXEC コマンドの使用後）に新番号が有効となります。スタック
メンバー番号を変更するもう 1 つの方法は、スイッチ_NUMBER 環境変数を変更することで
す。
番号がスタック内の他のメンバーによって使用されている場合は、スイッチがスタック内で
使用可能な最小番号を選択します。
手動でスタック メンバーの番号を変更し、新たなメンバー番号にインターフェイス レベル
の設定が関連付けられていない場合は、スタック メンバーをデフォルト設定にリセットしま
す。
割り当てられた スイッチ 上では、switch current-stack-member-numberrenumber
new-stack-member-number EXEC コマンドを使用できません。使用すると、コマンドは拒否さ
れます。
• スタック メンバーを別のスイッチ スタックに移動した場合、そのスタック メンバーは、自
分の番号がスタック内の他のメンバーによって使用されていない場合にだけ、その番号を保
持します。その番号が使用されている場合は、スイッチがスタック内で使用可能な最小番号
を選択します。
• スイッチ スタックをマージした場合は、新しい アクティブ スイッチ のスイッチ スタックに
参加しているスイッチがスタック内で使用可能な最小番号を選択します。
ハードウェア インストレーション ガイドに記載されているように、スイッチ ポート LED をスタッ
ク モードで使用すれば、各スタック メンバーのスタック メンバー番号を目視で確認できます。
デフォルト モードでは、スタック マスターのスタック LED だけが緑色に点滅します。ただし、
[MODE] ボタンを [Stack] オプションまでスクロールすると、すべてのスタック メンバのスタック
LED が緑色に点灯します。
[MODE] ボタンが [Stack] オプションまでスクロールすると、各スタック メンバのスイッチ番号
が、そのスイッチの最初の 5 つのポートの LED で表示されます。スイッチ番号は、すべてのス
タック メンバで、バイナリ形式で表示されます。スイッチでは、オレンジ色の LED は値 0、緑の
LED は値 1 を示します。
スイッチ番号 5（バイナリ 00101）の例：
最初の 5 つのLEDは、スイッチ番号 5 のスタック メンバ上で次のように点灯します。
• ポート 1：オレンジ
• ポート 2：オレンジ
• ポート 3：緑
• ポート 4：オレンジ
• ポート 5：緑
同様に、スイッチ番号に基づき、すべてのスタック メンバーで、最初の 5 つの LED がオレンジ色
か緑色に点灯します。
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（注）

• 水平スタック ポートを相手側の通常のネットワーク ポートに接続した場合、相手側から
受信した SDP パケットがないと、スタック ポートの送受信は 30 秒以内に無効になりま
す。
• スタック ポートはダウンしませんが、送受信だけ無効になります。次に示すログ メッ
セージがコンソールに表示されます。ピア側のネットワーク ポートがスタック ポートに
変換されると、このスタック ポートの送受信が有効になります。
%STACKMGR-4-HSTACK_LINK_CONFIG: Verify peer stack port setting for
hstack StackPort-1 switch 5 (hostname-switchnumber)

スタック メンバーのプライオリティ値
スタック メンバのプライオリティ値が高いほど、アクティブ スイッチ として選択され、自分の
スタック メンバ番号を保持できる可能性が高くなります。プライオリティ値は 1 ～ 15 の範囲で
指定できます。デフォルトのプライオリティ値は 1 です。show switch EXEC コマンドを使用する
と、スタック メンバーのプライオリティ値を表示できます。

（注）

アクティブ スイッチにするスイッチには、最大プライオリティ値を割り当てることをお勧め
します。これにより、再選択が実施されたときにそのスイッチがアクティブ スイッチとして
再選択されることが保証されます。
スタック メンバーのプライオリティ値を変更するには、switch stack-member-number priority new
priority-value EXEC コマンドを使用します。詳細については、「スタック メンバー プライオリティ
値の設定」のセクションを参照してください。
新しいプライオリティ値はすぐに有効となりますが、現在の アクティブ スイッチ には影響しま
せん。新たなプライオリティ値は、現在の アクティブ スイッチ またはスイッチ スタックのリセッ
ト時に、どのスタック メンバが新たな アクティブ スイッチ として選択されるかを決定する場合
に影響を及ぼします。

スイッチ スタック ブリッジ ID と MAC アドレス
スイッチ スタックは、そのブリッジ ID によって、または、レイヤ 3 デバイスとして動作してい
る場合はそのルータ MAC アドレスによって、ネットワーク内で識別されます。ブリッジ ID と
ルータ MAC アドレスは、アクティブ スイッチの MAC アドレスによって決定されます。
アクティブ スイッチが変わった場合は、新しいアクティブ スイッチの MAC アドレスによって、
新しいブリッジ ID とルータ MAC アドレスが決定されます。
スイッチ スタック全体がリロードした場合は、スイッチ スタックがアクティブ スイッチの MAC
アドレスを使用します。
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スイッチ スタック上の永続的 MAC アドレス
永続的 MAC アドレス機能を使用すれば、スタック MAC アドレスが変更されるまでの時間遅延を
設定できます。この期間に、前のアクティブ スイッチがスタックに再参加すると、スイッチが現
在はスタック メンバーで、アクティブ スイッチではない場合でも、スタックはその MAC アドレ
スをスタック MAC アドレスとして使用し続けます。この期間に前のアクティブ スイッチがスタッ
クに再参加しなかった場合は、スイッチ スタックが新しいアクティブ スイッチの MAC アドレス
をスタック MAC アドレスとして取得します。デフォルトでは、新しいアクティブ スイッチが引
き継ぐ場合でも、スタック MAC アドレスは最初のアクティブ スイッチの MAC アドレスになり
ます。
また、スタック MAC アドレスが新しいアクティブ スイッチ MAC アドレスに変更されないよう
に、スタック MAC の永続性を設定することもできます。

アクティブ スイッチとスタンバイ スイッチの選択と再選択
すべてのスタック メンバは、アクティブ スイッチまたはスタンバイ スイッチにすることができ
ます。アクティブ スイッチが使用できなくなった場合、スタンバイ スイッチがアクティブ スイッ
チになります。
アクティブ スイッチは、次のイベントのいずれかが発生しないかぎり、役割を維持します。
• スイッチ スタックがリセットされた。
• アクティブ スイッチがスイッチ スタックから削除された。
• アクティブ スイッチがリセットされたか、電源が切れた。
• アクティブ スイッチに障害が発生した。
• 電源の入ったスタンドアロン スイッチまたはスイッチ スタックが追加され、スイッチ スタッ
ク メンバーシップが増えた。
アクティブスイッチは、次にリストした順番で、いずれかのファクタに基づいて選択または再選
択されます。
1 現在 アクティブ スイッチ であるスイッチ。
2 最高のスタック メンバ プライオリティ値を持つスイッチ

（注）

アクティブ スイッチ にしたいスイッチには、最高のプライオリティ値を割り当てることを推
奨します。これにより、再選択が発生したときにそのスイッチを アクティブ スイッチ として
選択させられます。
3 起動時間が最短のスイッチ。
4 MAC アドレスが最小のスイッチ
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（注）

新しいスタンバイ スイッチを選択または再選択する場合の要素は、アクティブ スイッチの選
択または再選択の場合と同様で、アクティブ スイッチを除くすべての参加スイッチに適用さ
れます。
選択後、新しいアクティブスイッチは数秒後に使用可能になります。その間、スイッチスタック
はメモリ内の転送テーブルを使用してネットワークの中断を最小限に抑えます。新たなアクティ
ブ スイッチが選択され、リセットされている間、他の使用可能なスタック メンバーの物理イン
ターフェイスには何も影響はありません。
以前のアクティブスイッチが使用可能になっても、アクティブスイッチとしての役割を継続する
ことはありません。
スイッチスタック全体の電源を入れるかリセットした場合、一部のスタックメンバがアクティブ
スイッチ選択に参加しない場合があります。同じ 2 分の間に電源が投入されたスタック メンバ
は、アクティブスイッチの選択に参加し、アクティブスイッチとして選択される可能性がありま
す。120 秒間経過後に電源が投入されたスタック メンバは、この初回の選択には参加しないで、
スタックメンバになります。アクティブスイッチの選択に影響する電源の注意事項については、
スイッチのハードウェア インストレーション ガイドを参照してください。
ハードウェア インストレーション ガイドに記載されているとおり、スイッチの ACTV LED を使
用して、そのスイッチがアクティブ スイッチかどうかを確認できます。

スイッチ スタックのコンフィギュレーション ファイル
アクティブ スイッチは、スイッチ スタックの保存された実行コンフィギュレーション ファイル
を保持します。スタンバイスイッチは、自動的に、同期された実行コンフィギュレーションファ
イルを受け取ります。スタック メンバーは、実行コンフィギュレーション ファイルがスタート
アップコンフィギュレーションファイルに保存された時点で同期されたコピーを受け取ります。
アクティブスイッチが使用できなくなると、スタンバイスイッチが現行の実行コンフィギュレー
ションを引き継ぎます。
コンフィギュレーション ファイルには、次の設定情報が格納されています。
• すべてのスタック メンバーに適用される IP 設定、STP 設定、VLAN 設定、SNMP 設定など
のシステム レベル（グローバル）のコンフィギュレーション設定
• スタック メンバーのインターフェイス固有のコンフィギュレーション設定：各スタック メ
ンバーに固有

（注）

実行コンフィギュレーションをスタートアップ コンフィギュレーションに保存せずにアクティ
ブ スイッチを交換した場合は、アクティブ スイッチのインターフェイス固有の設定が保存さ
れます。
スイッチ スタックに参加している新しい初期設定のままの スイッチは、そのスイッチ スタック
のシステムレベルの設定を使用します。スイッチが電源をオンにする前に別のスイッチスタック
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に移動された場合、そのスイッチは保存されたコンフィギュレーション ファイルを失って、新し
いスイッチ スタックのシステム レベルの設定を使用します。スイッチが新しいスイッチ スタッ
クに参加する前にスタンドアロン スイッチとして電源をオンにされた場合は、スタックがリロー
ドされます。スタックがリロードすると、新しいスイッチがアクティブ スイッチになって、その
コンフィグレーションを保持し、他のスタックメンバーのコンフィギュレーションファイルを上
書きする可能性があります。
各スタックメンバーのインターフェイス固有のコンフィギュレーションには、スタックメンバー
番号が関連付けられます。スタック メンバーは、番号が手動で変更された場合、または同じス
イッチ スタック内の他のメンバーによってすでに使用されている場合以外は、自分の番号を保持
します。スタックメンバーの番号を変更した場合は、そのスタックメンバーのリセット後に新し
い番号が有効になります。
• そのメンバー番号に対応するインターフェイス固有のコンフィギュレーションが存在しない
場合は、スタック メンバーはデフォルトのインターフェイス固有のコンフィギュレーション
を使用します。
• そのメンバー番号に対応するインターフェイス固有のコンフィギュレーションが存在する場
合は、スタック メンバーはそのメンバー番号に関連付けられたインターフェイス固有のコン
フィギュレーションを使用します。
故障したメンバーを同一のモデルに交換すると、交換後のメンバーが、自動的に、故障したスイッ
チと同じインターフェイス固有のコンフィギュレーションを使用します。インターフェイス設定
を再設定する必要はありません。交換後のスイッチ（プロビジョニングされたスイッチとも呼ば
れる）には、故障したスイッチと同じスタック メンバー番号を割り当てる必要があります。
スタンドアロンスイッチのコンフィギュレーションの場合と同様に、スタックコンフィギュレー
ションをバックアップして復元します。

スタック メンバーを割り当てるためのオフライン設定
オフライン設定機能を使用すると、新しいスイッチがスイッチ スタックに参加する前に、スイッ
チに割り当て（設定を割り当て）できます。現在スタックに属していないスイッチに関連付けら
れたスタックメンバー番号、スイッチタイプ、およびインターフェイスを設定できます。スイッ
チスタックで作成した設定を割り当てられた設定と呼びます。スイッチスタックに追加され、こ
の設定を受信するスイッチを割り当てられたスイッチと呼びます。
switch stack-member-number provision type グローバル コンフィギュレーション コマンドにより、
手動で設定を作成しプロビジョニングします。stack-member-number は、スタックに追加する前
に、プロビジョニングされたスイッチ上で変更する必要があり、スイッチ スタック上の新しいス
イッチ用に作成したスタック メンバー番号と一致する必要があります。割り当てられた設定内の
スイッチタイプは新しく追加したスイッチのスイッチタイプと一致する必要があります。スイッ
チ スタックにスイッチを追加する場合に、割り当てられた設定が存在しないときは、割り当てら
れる設定が自動的に作成されます。
プロビジョニングされたスイッチに関連付けられているインターフェイスを設定すると、スイッ
チ スタックがその設定を受け入れ、実行コンフィギュレーションにその情報が表示されます。た
だし、スイッチがアクティブでないため、インターフェイス上の設定が機能しないうえ、割り当
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てられたスイッチに関連付けられたインターフェイスが特定の機能の表示には現れません。たと
えば、プロビジョニングされたスイッチに関連付けられている VLAN 設定情報は、スイッチ ス
タック上の show vlan ユーザ EXEC コマンド出力に表示されません。
スイッチ スタックは、割り当てられたスイッチがスタックに属するかどうかに関係なく、実行コ
ンフィギュレーションに割り当てられた設定を保持します。copy running-config startup-config 特
権 EXEC コマンドを入力すると、プロビジョニングされた設定をスタートアップ コンフィギュ
レーション ファイルに保存できます。スタートアップ コンフィギュレーション ファイルでは、
割り当てられたスイッチがスタックに属するかどうかに関係なく、スイッチ スタックは保存した
情報をリロードして使用できます。

割り当てられたスイッチのスイッチ スタックへの追加による影響
プロビジョニングされたスイッチをスイッチ スタックに追加すると、スタックはプロビジョニン
グされた設定かデフォルト設定のどちらかを適用します。下の表に、スイッチ スタックが、プロ
ビジョニングされた設定とプロビジョニングされたスイッチを比較するときに発生するイベント
を示します。
表 157：プロビジョニングされた設定とプロビジョニングされたスイッチの比較結果

シナリオ

結果

スタックメンバー番号とスイッ
スイッチ スタックは、プロビ
1 プロビジョニングされたス
チ タイプが一致する場合。
ジョニングされた設定をプロビ
イッチのスタック メンバ番
ジョニングされたスイッチに適
号と、スタックのプロビ
用し、スタックに追加します。
ジョニングされた設定のス
タック メンバ番号が一致す
る場合、かつ
2 プロビジョニングされたス
イッチのスイッチ タイプ
と、スタック上でプロビ
ジョニングされた設定内の
スイッチ タイプが一致する
場合。
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シナリオ
スタック メンバー番号は一致
するが、スイッチ タイプが一
致しない場合。

結果
1 プロビジョニングされたス
イッチのスタック メンバ番
号と、スタックのプロビ
ジョニングされた設定のス
タック メンバ番号が一致す
る場合、ただし
2 プロビジョニングされたス
イッチのスイッチ タイプ
と、スタック上でプロビ
ジョニングされた設定内の
スイッチ タイプが一致しな
い場合。

プロビジョニングされた設定で
スタック メンバ番号が検出さ
れない

スイッチ スタックは、デフォ
ルト設定をプロビジョニングさ
れたスイッチに適用し、スタッ
クに追加します。
プロビジョニングされた設定
は、新しい情報を反映するため
に変更されます。

スイッチ スタックは、デフォ
ルト設定をプロビジョニングさ
れたスイッチに適用し、スタッ
クに追加します。
プロビジョニングされた設定
は、新しい情報を反映するため
に変更されます。

プロビジョニングされたスイッ
チのスタック メンバ番号が、
プロビジョニングされた設定で
検出されない

スイッチ スタックは、デフォ
ルト設定をプロビジョニングさ
れたスイッチに適用し、スタッ
クに追加します。

プロビジョニングされた設定で指定されたタイプとは異なるプロビジョニングされたスイッチを、
電源が切られたスイッチ スタックに追加して電力を供給すると、スイッチ スタックがスタート
アップ コンフィギュレーション ファイル内の（現在は不正な）switch stack-member-numberprovision
type グローバル コンフィギュレーション コマンドを拒否します。ただし、スタックの初期化中
は、スタートアップ コンフィギュレーション ファイルのデフォルトでないインターフェイス コ
ンフィギュレーション情報が、（間違ったタイプの可能性がある）割り当てられたインターフェ
イス向けに実行されます。実際のスイッチタイプと前にプロビジョニングされたスイッチタイプ
の違いによって、拒否されるコマンドと、受け入れられるコマンドがあります。
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（注）

スイッチ スタックに新しいスイッチのプロビジョニングされた設定が含まれていない場合は、
スイッチがデフォルトのインターフェイス設定でスタックに参加します。その後で、スイッチ
スタックが、新しいスイッチと一致する switch stack-member-numberprovision type グローバル
コンフィギュレーション コマンドで、その実行コンフィギュレーションに追加されます。設
定情報については、「スイッチ スタックへの新しいメンバーのプロビジョニング」のセクショ
ンを参照してください。

スイッチ スタックの割り当てられたスイッチの交換による影響
スイッチ スタック内の割り当てられたスイッチに障害が発生し、スタックから削除して別のス
イッチと交換すると、スタックが割り当てられた設定またはデフォルト設定をそのスイッチに適
用します。スイッチ スタックが割り当てられた設定と割り当てられたスイッチを比較するときに
発生するイベントは、割り当てられたスイッチをスタックに追加するときに発生するものと同じ
です。

割り当てられたスイッチのスイッチ スタックからの削除による影響
割り当てられたスイッチをスイッチスタックから削除すると、削除されたスタックメンバーに関
連付けられた設定は、割り当てられた情報として実行コンフィギュレーション内に残ります。設
定を完全に削除するには、no switch stack-member-number provision グローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。

互換性のないソフトウェアを実行しているスイッチのアップグレード
自動アップグレード機能と自動アドバイス機能を使用すれば、スイッチ スタックと互換性のない
ソフトウェア パッケージがインストールされたスイッチを互換性のあるバージョンのソフトウェ
アにアップグレードしてスイッチ スタックに参加できるようにすることができます。

自動アップグレード
自動アップグレード機能の目的は、スイッチを互換性のあるソフトウェア イメージにアップグ
レードしてスイッチ スタックに参加できるようにすることです。
新しいスイッチがスイッチスタックに参加しようとすると、各スタックメンバーがそれ自体と新
しいスイッチの互換性チェックを実行します。各スタックメンバーは、アクティブスイッチに互
換性チェックの結果を送信し、その結果に基づいてスイッチがスイッチ スタックに参加できるか
どうかが判断されます。新しいスイッチ上のソフトウェアがスイッチ スタックと互換性がない場
合は、新しいスイッチがバージョン不一致（VM）モードに入ります。
既存のスイッチ スタックで自動アップグレード機能がイネーブルになっている場合は、アクティ
ブ スイッチ が、自動的に、互換性のあるスタック メンバー上で実行されているものと同じソフ
トウェア イメージで新しいスイッチをアップグレードします。自動アップグレードは、一致しな
いソフトウェアが検出された数分後に起動します。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

2067

スイッチ スタックに関する情報

自動アップグレードはデフォルトでディセーブルになっています。
自動アップグレードには自動コピー プロセスと自動抽出プロセスが含まれます。
• 自動コピーは、スタック メンバー上で実行しているソフトウェア イメージを新しいスイッ
チに自動的にコピーして、そのスイッチをアップグレードします。また、自動コピーは、自
動アップグレードがイネーブルになっている場合、新しいスイッチ上に十分なフラッシュ メ
モリが存在する場合、およびスイッチ スタック上で実行しているソフトウェア イメージが
新しいスイッチに適合する場合に実行されます。

（注）

VM モードのスイッチでは、すべてのリリース済みのソフトウェアが稼働する
とは限りません。たとえば、新しいスイッチ ハードウェアは以前のバージョ
ンのソフトウェアでは認識されません。

• 自動抽出（auto-extract）は、自動アップグレード プロセスがスタック内で新しいスイッチに
コピーする適切なソフトウェアを見つけられなかった場合に実行されます。この場合、自動
抽出プロセスは、スイッチ スタックまたは新しいスイッチをアップグレードするために必要
な bin ファイルを、スタック内のすべてのスイッチで検索します。bin ファイルは、スイッチ
スタックまたは新しいスイッチ内の任意のフラッシュ ファイル システムに配置できます。
スタック メンバー上で新しいスイッチに適した bin ファイルが見つかった場合は、このプロ
セスがファイルを抽出して自動的に新しいスイッチをアップグレードします。
自動アップグレード機能は、バンドル モードで使用することはできません。スイッチ スタック
は、インストール済みモードで実行する必要があります。スイッチスタックがバンドルモードに
なっている場合は、software expand 特権 EXEC コマンドを使用してインストール済みモードに変
更します。
自動アップグレードをイネーブルにするには、新しいスイッチ上で software auto-upgrade enable
グローバルコンフィギュレーションコマンドを使用します。自動アップグレードのステータスを
チェックするには、show running-config 特権 EXEC コマンドを使用して表示された Auto upgrade
行を確認します。
新しいスイッチを特定のソフトウェア バンドルでアップグレードするように自動アップグレード
を設定するには、software auto-upgrade source url グローバル コンフィギュレーション コマンド
を使用します。ソフトウェア バンドルが無効になっている場合は、新しいスイッチは、互換性の
あるスタックメンバー上で実行しているものと同じソフトウェアイメージでアップグレードされ
ます。
自動アップグレード プロセスが完了すると、新しいスイッチがリロードして、完全に機能するメ
ンバーとしてスタックに参加します。リロード時に両方のスタック ケーブルが接続されていれ
ば、スイッチ スタックが 2 つのリング上で動作するため、ネットワークのダウンタイムが発生し
ません。
互換性のないソフトウェアを実行しているスイッチのアップグレードの詳細については、『Cisco
IOS File System, Configuration Files, and Bundle Files Appendix, Cisco IOS XE Release 3SE（Catalyst 3850
Switches）』を参照してください。
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自動アドバイス
自動アドバイス機能は次の場合に起動されます。
• 自動アップグレード機能がディセーブルになっている。
• 新しいスイッチがバンドル モードで、スタックがインストール済みモードになっている。自
動アドバイスは、新しいスイッチをインストール済みモードに変更するための software
auto-upgrade 特権 EXEC コマンドの使用に関する syslog メッセージを表示します。
• スタックがバンドル モードになっている。自動アドバイスは、新しいスイッチがスタックに
参加できるようにするためのバンドル モードでの起動に関する syslog メッセージを表示しま
す。
• 新しいスイッチが互換性のないソフトウェアを実行しているために、自動アップグレードの
試みが失敗した。スイッチ スタックが新しいスイッチとの互換性チェックを実行した後に、
自動アドバイスが、新しいスイッチが自動アップグレードできるかどうかに関する syslog
メッセージを表示します。
自動アドバイスはディセーブルにできません。また、スイッチ スタック ソフトウェアと、バー
ジョン不一致（VM）モードのスイッチのソフトウェアに同じライセンス レベルが含まれていな
い場合は提案を表示しません。
自動アドバイス メッセージの例
自動アップグレードがディセーブルになっており、互換性のないスイッチが参加しようとしてい
る：例
この自動アドバイスのサンプル出力は、自動アップグレード機能がディセーブルになっており、
互換性のないスイッチ 1 がスイッチ スタックに参加しようとした場合に表示されるシステム メッ
セージを示しています。
*Oct 18 08:36:19.379: %INSTALLER-6-AUTO_ADVISE_SW_INITIATED: 2 installer: Auto advise
initiated for switch 1
*Oct 18 08:36:19.380: %INSTALLER-6-AUTO_ADVISE_SW: 2 installer: Searching stack for software
to upgrade switch 1
*Oct 18 08:36:19.382: %INSTALLER-6-AUTO_ADVISE_SW: 2 installer: Switch 1 with incompatible
software has been
*Oct 18 08:36:19.382: %INSTALLER-6-AUTO_ADVISE_SW: 2 installer: added to the stack. The
software running on
*Oct 18 08:36:19.382: %INSTALLER-6-AUTO_ADVISE_SW: 2 installer: all stack members was
scanned and it has been
*Oct 18 08:36:19.382: %INSTALLER-6-AUTO_ADVISE_SW: 2 installer: determined that the 'software
auto-upgrade'
*Oct 18 08:36:19.382: %INSTALLER-6-AUTO_ADVISE_SW: 2 installer: command can be used to
install compatible
*Oct 18 08:36:19.382: %INSTALLER-6-AUTO_ADVISE_SW: 2 installer: software on switch 1.

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

2069

スイッチ スタックに関する情報

自動アップグレードがディセーブルになっており、新しいスイッチがバンドル モードで動作して
いる：例
この自動アドバイスのサンプル出力は、自動アップグレードがディセーブルになっており、バン
ドル モードで動作しているスイッチがインストール済みモードで動作しているスタックに参加し
ようとした場合に表示されるシステム メッセージを示しています。
*Oct 18 11:09:47.005: %INSTALLER-6-AUTO_ADVISE_SW_INITIATED: 2 installer: Auto advise
initiated for switch 1
*Oct 18 11:09:47.005: %INSTALLER-6-AUTO_ADVISE_SW: 2 installer: Switch 1 running bundled
software has been added
*Oct 18 11:09:47.005: %INSTALLER-6-AUTO_ADVISE_SW: 2 installer: to the stack that is running
installed software.
*Oct 18 11:09:47.005: %INSTALLER-6-AUTO_ADVISE_SW: 2 installer: The 'software auto-upgrade'
command can be used to
*Oct 18 11:09:47.005: %INSTALLER-6-AUTO_ADVISE_SW: 2 installer: convert switch 1 to the
installed running mode by
*Oct 18 11:09:47.005: %INSTALLER-6-AUTO_ADVISE_SW: 2 installer: installing its running
software.

スイッチ スタック内の SDM テンプレートの不一致
すべてのスタック メンバーが、アクティブ スイッチ上で設定された Switch Database Management
（SDM）テンプレートを使用します。新しいスイッチをスタックに追加すると、アクティブ ス
イッチ上に保存された SDM コンフィギュレーションが個別のスイッチ上で設定されたテンプレー
トをオーバーライドします。
show switch 特権 EXEC コマンドを使用すると、スタック メンバーが SDM 不一致モードになって
いるかどうかを確認できます。
バージョン不一致（VM）モードは、SDM 不一致モードより優先されます。VM モード条件と
SDM 不一致モードが存在する場合、スイッチ スタックは先に VM モード条件を解決しようとし
ます。

スイッチ スタックの管理接続
スイッチ スタックおよびスタック メンバ インターフェイスは、アクティブ スイッチを経由して
管理します。CLI、SNMP、およびサポートされているネットワーク管理アプリケーション
（CiscoWorks など）を使用できます。個別の スイッチ ごとにスタック メンバーを管理すること
はできません。

（注）

SNMP を使用して、サポートされる MIB によって定義されるスタック全体のネットワーク機
能を管理します。スイッチは、スタックのメンバーシップや選択などのスタック構成固有の機
能を管理するための MIB をサポートしません。

特定のスタック メンバーへの接続
特定のスタック メンバ ポートを設定する場合は、CLI コマンド インターフェイス表記にスタック
メンバ番号を含めてください。
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スタンバイ スイッチをデバッグするには、session standby ios 特権 EXEC コマンドを使用してアク
ティブスイッチからアクセスします。特定のスタックメンバをデバッグするには、アクティブな
スイッチから session switch stack-member-number 特権 EXEC コマンドを使用して、スタック メン
バの診断シェルにアクセスします。特定のスタック メンバへの CLI セッションで使用できるの
は、show コマンドと debug コマンドに限ります。

IP アドレスによるスイッチ スタックへの接続
スイッチ スタックは、単一 IP アドレスを介して管理されます。IP アドレスは、システムレベル
設定であり、アクティブスイッチやその他のスタックメンバー固有ではありません。スタックか
らアクティブ スイッチまたはその他のスタック メンバーを削除しても IP 接続があれば、そのま
ま同じ IP アドレスを使用してスタックを管理できます。

（注）

スイッチ スタックからスタック メンバーを削除した場合、各スタック メンバーは自身の IP ア
ドレスを保持します。したがって、ネットワーク内で同じ IP アドレスを持つ 2 つのデバイス
が競合するのを避けるため、スイッチ スタックから削除したスイッチの IP アドレスを変更し
ておきます。
スイッチ スタック設定の関連情報については、「スイッチ スタックのコンフィギュレーション
ファイル」のセクションを参照してください。

コンソール ポートまたはイーサネット管理ポートによるスイッチ スタックへの接続
アクティブ スイッチに接続するには、次のいずれかの方法を使用します。
• 1 つまたは複数のスタック メンバーのコンソール ポートを経由して、端末または PC をアク
ティブ スイッチに接続できます。
• 1 つまたは複数の スタック メンバーのイーサネット管理ポートを経由して、PC をアクティ
ブ スイッチに接続できます。イーサネット管理ポート経由でスイッチ スタックに接続する
方法については、「イーサネット管理ポートの使用」のセクションを参照してください。
1 つまたは複数のスタック メンバのコンソール ポートを経由して、ターミナルまたは PC をスタッ
ク マスターに接続することで、アクティブ スイッチに接続できます。
アクティブ スイッチに複数の CLI セッションを使用する場合は注意が必要です。1 つのセッショ
ンで入力したコマンドは、別のセッションには表示されません。そのため、コマンドを入力した
セッションを識別できなくなることがあります。
スイッチ スタックを管理する場合は、1 つの CLI セッションだけを使用することを推奨します。
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スイッチ スタックの設定方法
永続的 MAC アドレス機能のイネーブル化
（注）

この機能を設定するためにコマンドを入力すると、設定の結果を記述した警告メッセージが表
示されます。この機能は慎重に使用してください。古い アクティブ スイッチ の MAC アドレ
スを同じドメイン内で使用すると、トラフィックが失われることがあります。
永続 MAC アドレスをイネーブルにするには、次の手順を実行します。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

stack-mac persistent timer [0 アクティブ スイッチ変更からスタック MAC アドレス
| time-value]
が新しいアクティブ スイッチのものに変更されるまで
の遅延をイネーブルにします。この間に以前のアクティ
例：
ブ スイッチがスタックに再加入した場合、スタックは
Device(config)# stack-mac
その MAC アドレスをスタック MAC アドレスとして
persistent timer 7
使用します。
• 現在アクティブなスイッチの MAC アドレスを無
期限に使用継続するには、値なしまたは値 0 でコ
マンドを入力します。
• スタック MAC アドレスが新しいアクティブ ス
イッチの MAC アドレスに変更されるまでの時間
を設定するには、time-value に 1 ～ 60 分の範囲内
の値を入力します。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
2072

OL-30686-01-J

スイッチ スタックの設定方法

コマンドまたはアクション 目的
設定した時間が経過するまで、以前のアクティブ
スイッチのスタック MAC アドレスが使用されま
す。
ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 5

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保
存します。

例：
Device# copy
running-config
startup-config

次の作業
永続的 MAC アドレス機能をディセーブルにするには、no stack-mac persistent timer グローバル
コンフィギュレーション コマンドを使用します。

スタック メンバー番号の割り当て
この任意の作業は、アクティブ スイッチ からのみ使用できます。
メンバー番号をスタック メンバーに割り当てるには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
パスワードを入力します（要求された場
合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal
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コマンドまたはアクション
ステップ 3

switch
スタック メンバの現在のスタック メンバ
current-stack-member-numberrenumber 番号と新たなスタック メンバ番号を指定
new-stack-member-number
します。指定できる範囲は 1 ～ 9 です。

Device# switch 3 renumber 4

show switch ユーザ EXEC コマンドを使用
すると、現在のスタック メンバ番号を表
示できます。

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：

ステップ 4

目的

例：
Device(config)# end

ステップ 5

reload slot stack-member-number

スタック メンバをリセットします。

例：
Device# reload slot 4

ステップ 6

スタック メンバ番号を確認します。

show switch
例：
showDevice

ステップ 7

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイ
ルに設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

スタック メンバー プライオリティ値の設定
この任意の作業は、アクティブ スイッチ からのみ使用できます。
プライオリティ値をスタック メンバーに割り当てるには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Device enable
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コマンドまたはアクション
ステップ 2

目的

switch
スタック メンバのスタック メンバ番号と、新しいプ
stack-member-numberpriority ライオリティを指定します。スタック メンバ番号の有
new-priority-number
効範囲は 1 ～ 9 です。プライオリティ値の範囲は 1 ～
15 です。
例：

Device# switch 3 priority
2

show switch ユーザ EXEC コマンドを使用して、現在
のプライオリティ値を表示できます。
新しいプライオリティ値はすぐに有効となりますが、
現在の アクティブ スイッチ には影響しません。新た
なプライオリティ値は、現在の アクティブ スイッチ
またはスイッチ スタックのリセット時に、どのスタッ
ク メンバが新たな アクティブ スイッチ として選択さ
れるかを決定する場合に影響を及ぼします。

ステップ 3

show switch
stack-member-number

スタック メンバー プライオリティ値を確認します。

例：
Device# show switch

ステップ 4

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保
存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

スイッチ スタックへの新しいメンバーのプロビジョニング
この任意の作業は、アクティブ スイッチ からのみ使用できます。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

show switch

スイッチ スタックに関する要約情報を表示しま
す。

例：
Device# show switch
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device#

ステップ 3

configure terminal

switch
stack-member-numberprovision
type
例：
Device(config)# switch 3
provision WS-xxxx

事前に設定されたスイッチのスタック メンバー
番号を指定します。デフォルトでは、スイッチは
プロビジョニングされません。
Stack-member-number の範囲は 1 ～ 9 です。スイッ
チ スタック内でまだ使用されていないスタック
メンバー番号を指定します。ステップ 1 を参照し
てください。
Type には、コマンドライン ヘルプ ストリングに
示されたサポート対象のスイッチのモデル番号を
入力します。

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 5

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設
定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

プロビジョニングされたスイッチ情報の削除
開始する前に、スタックから割り当てられたスイッチを削除する必要があります。この任意の作
業は、アクティブ スイッチ からのみ使用できます。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
Device# configure terminal
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コマンドまたはアクション
ステップ 2

目的

no switch stack-member-number provision 指定されたメンバーの割り当て情報を
削除します。
例：
Device(config)# no switch 3 provision

ステップ 3

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Device(config)# end

ステップ 4

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファ
イルに設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

次のように設定されたスタック内の割り当てられたスイッチを削除する場合：
• スタックは 4 つのメンバーを持つ
• スタック メンバー 1 がアクティブ スイッチである
• スタック メンバー 3 が割り当てられたスイッチである
さらに、割り当てられた情報を削除し、エラー メッセージを受信しないようにするには、スタッ
ク メンバー 3 の電源を切り、スタック メンバー 3 とそれが接続されているスイッチとの間の
StackWise-160 ケーブルを抜き、そのケーブルを別のメンバー間に再接続して、no switch
stack-member-number provision グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力します。

スイッチ スタック内の非互換スイッチの表示
手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアク
ション

目的

show switch

スイッチ スタック内の非互換スイッチを表示します（[Current
State] が [V-Mismatch] で表示されます）。[V-Mismatch] 状態
は、非互換ソフトウェアのスイッチを示します。アクティブ
スイッチ と同じライセンス レベルで実行されていないスイッ
チには、[Lic-Mismatch] と出力表示されます

例：
Device# show switch

ライセンス レベルの管理については、System Management
Configuration Guide (Catalyst 3850 Switches)を参照してください。
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コマンドまたはアク
ション

目的

スイッチ スタックでの互換性のないスイッチのアップグレード
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

software auto-upgrade

スイッチ スタック内の互換性のないスイッチ
をアップグレードします。または、バンドル
モードのスイッチをインストール済みモード
に変更します。

例：
Device# software auto-upgrade

ステップ 2

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに
設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

スイッチ スタックのトラブルシューティング
スタック メンバーの診断コンソールへのアクセス
はじめる前に
このオプション タスクは、アクティブ スイッチのみから使用できます。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

session switch stack-member-number

アクティブスイッチからスタックメンバー
の診断シェルにアクセスします。

例：
Device# session switch 2
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

exit

アクティブ スイッチ上の CLI セッション
に戻ります。

例：
Device(diag)> exit

スタック ポートの一時的なディセーブル化
スタック ポートでフラッピングが発生し、スタック リングが不安定になっている場合に、その
ポートをディセーブルにするには、switch stack-member-number stack port port-number disable 特権
EXEC コマンドを入力します。ポートを再びイネーブルにするには、switch stack-member-number
stack port port-number enable コマンドを入力します。

（注）

switch stack-member-number stack port port-number disable コマンドの使用には注意が必要です。
スタック ポートをディセーブルにすると、スタックは半分の帯域幅で稼働します。
スタック ポートを通じてすべてのメンバーが接続されており、準備完了状態であれば、スタック
はフルリング状態です。
次の現象が発生すると、スタックが部分リング状態になります。
• すべてのメンバがスタック ポートを通じて接続されたが、一部が ready ステートではない。
• スタック ポートを通じて接続されていないメンバーがある。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

switch stack-member-number stack port
port-number disable

指定されたポートをディセーブル
にします。

例：
Device# switch 2 stack port 1 disable

ステップ 2

switch stack-member-number stack port
port-number enable

スタック ポートを再びイネーブ
ルにします。

例：
Device# switch 2 stack port 1 enable
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スタックがフルリング状態のときにスタック ポートをディセーブルにしようとする場合は、1 つ
のスタック ポートしかディセーブルにすることができません。次のメッセージが表示されます。
Enabling/disabling a stack port may cause undesired stack changes. Continue?[confirm]

スタックが部分リング状態のときにスタック ポートをディセーブルにしようとしても、そのポー
トをディセーブルにすることができません。次のメッセージが表示されます。
Disabling stack port not allowed with current stack configuration.

他のメンバーの起動中のスタック ポートの再イネーブル化
スイッチ 1 のポート 1 がスイッチ 4 のポート 2 に接続されています。ポート 1 でフラッピングが
発生した場合は、switch 1 stack port 1 disable 特権 EXEC コマンドを使用してポート 1 をディセー
ブルにすることができます。スイッチ 1 のポート 1 がディセーブルになっており、スイッチ 1 の
電源がまだオンになっている状態でスタック ポートを再びイネーブルにするには、次の手順を実
行します。

手順
ステップ 1

スイッチ 1 のポート 1 とスイッチ 4 のポート 2 の間のスタック ケーブルを取り外します。

ステップ 2

スタックからスイッチ 4 を取り外します。

ステップ 3

スイッチを追加してスイッチ 4 を交換し、スイッチ番号 4 を割り当てます。

ステップ 4

スイッチ 1 のポート 1 とスイッチ 4（交換後のスイッチ）のポート 2 の間のケーブルを再接続し
ます。

ステップ 5

スイッチ間のリンクを再びイネーブルにします。switch 1 stack port 1 enable 特権 EXEC コマンド
を入力して、スイッチ 1 のポート 1 をイネーブルにします。

ステップ 6

スイッチ 4 の電源を入れます。

注意

スイッチ 1 のポート 1 をイネーブルにする前にスイッチ 4 の電源を入れると、スイッチのいず
れかがリロードされる場合があります。
スイッチ 4 の電源を最初に入れた場合は、リンクを確立するために、switch 1 stack port 1 enable
および switch 4 stack port 2 enable 特権 EXEC コマンドの入力が必要になる場合があります。
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スイッチ スタックのモニタリング
表 158：スタック情報を表示するコマンド

コマンド

説明

show switch

割り当てられたスイッチやバージョン不一致
モードのスイッチのステータスなど、スタック
に関するサマリー情報を表示します。

show switch stack-member-number

特定のメンバーに関する情報を表示します。

show switch detail

スタックに関する詳細情報を表示します。

show switch neighbors

スタック ネイバーを表示します。

show switch stack-ports [summary]

スタックのポート情報を表示します。スタック
のケーブル長、スタックのリンク ステータス、
およびループバック ステータスを表示するに
は、summary キーワードを使用します。

show redundancy

冗長システムと現在のプロセッサ情報を表示し
ます。冗長システムの情報にはシステム稼働時
間、スタンバイ失敗、スイッチオーバー理由、
ハードウェア、設定冗長モードおよび動作冗長
モードが含まれます。表示される現在のプロ
セッサ情報にはアクティブ位置、ソフトウェア
の状態、現在の状態での稼働時間などが含まれ
ます。

show redundancy state

アクティブおよびスタンバイ スイッチの冗長状
態をすべて表示します。

スイッチ スタックの設定例
スイッチ スタックの設定のシナリオ
これらのスイッチ スタック設定シナリオのほとんどが、少なくとも 2 つのスイッチが StackWise-160
ポート経由で接続されていることを前提とします。
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表 159：設定シナリオ

シナリオ
既存のアクティブ スイッチに
よって明確に決定されるアク
ティブ スイッチ選択

結果
StackWise-160 ポート経由で 2
つの電源の入ったスイッチ ス
タックを接続します。

2 つのアクティブ スイッチのう
ち 1 つだけが新しいアクティブ
スイッチになります。

スタック メンバーのプライオ
より高いプライオリティ値を持
1 StackWise-160 ポート経由で
リティ値によって明確に決定さ
つスタックメンバーがアクティ
2 つのスイッチを接続しま
れるアクティブ スイッチ選択
ブ スイッチに選択されます。
す。
2 switch stack-member-number
priority new-priority-number
グローバル コンフィギュ
レーション EXEC コマンド
を使用して、一方のスタッ
ク メンバーにより高いメン
バー プライオリティ値を設
定します。
3 両方のスタック メンバーを
同時に再起動します。
コンフィギュレーション ファ 両方のスタック メンバーが同 保存済みのコンフィギュレー
イルによって明確に決定される じプライオリティ値を持つもの ション ファイルを持つスタッ
アクティブ スイッチ選択
と仮定します。
ク メンバーがアクティブ ス
イッチに選択されます。
1 一方つのスタック メンバー
がデフォルトのコンフィ
ギュレーションを持ち、他
方のスタック メンバーが保
存済み（デフォルトでな
い）のコンフィギュレー
ション ファイルを持つこと
を確認します。
2 両方のスタック メンバーを
同時に再起動します。
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シナリオ

結果

MAC アドレスによって明確に 両方のスタック メンバーが同 MAC アドレスが小さい方のス
決定されるアクティブ スイッ じプライオリティ値、コンフィ タック メンバーがアクティブ
チ選択
ギュレーション ファイル、
スイッチに選択されます。
フィーチャ セットライセンス
レベルを持っていると仮定し
て、両方のスタック メンバー
を同時に再起動します。
スタック メンバー番号の競合

一方のスタック メンバーが他
方のスタック メンバーより高
いプライオリティ値を持つもの
と仮定します。

より高いプライオリティ値を持
つスタック メンバーが、自分
のスタック メンバー番号を保
持します。もう一方のスタック
メンバーは、新たなスタック
1 両方のスタック メンバーが
メンバー番号を持ちます。
同じスタック メンバー番号
を持つように確認します。
必要に応じて、switch
current-stack-member-numberrenumber
new-stack-member-number グ
ローバル コンフィギュレー
ション EXEC コマンドを使
用します。
2 両方のスタック メンバーを
同時に再起動します。

スタック メンバーの追加

アクティブ スイッチが保持さ
1 新しいスイッチの電源を切
れます。新たなスイッチがス
ります。
イッチ スタックに追加されま
2 StackWise-160 ポート経由
す。
で、新しいスイッチを電源
の入ったスイッチ スタック
に接続します。
3 新しいスイッチの電源を入
れます。

アクティブ スイッチの障害

アクティブ スイッチを取り外 残りのスタック メンバーのい
します（または電源をオフにし ずれかが新しいスタック マス
ます）。
ターになります。スタック内の
他のすべてのスタックメンバー
は、スタック メンバーのまま
で、再起動はされません。
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シナリオ

結果

9 台を超えるスタック メンバー
2 台のスイッチがアクティブ ス
1 StackWise-160 ポート経由
の追加
イッチになります。1 台のアク
で、10 台のスイッチを接続
ティブ スイッチが 9 台のスタッ
します。
ク メンバーで構成されます。
2 すべてのスイッチの電源を その他のアクティブ スイッチ
オンにします。
はスタンドアロン スイッチと
して残ります。
アクティブ スイッチのスイッ
チとそれぞれのアクティブ ス
イッチに属しているスイッチを
識別するには、スイッチ上の
Mode ボタンとポート LED を使
用します。

永続的 MAC アドレス機能のイネーブル化：例
次に、永続的 MAC アドレス機能に 7 分の遅延時間を設定し、設定を確認する例を示します。
Device(config)# stack-mac persistent timer 7
WARNING: The stack continues to use the base MAC of the old Master
WARNING: as the stack MAC after a master switchover until the MAC
WARNING: persistency timer expires. During this time the Network
WARNING: Administrators must make sure that the old stack-mac does
WARNING: not appear elsewhere in this network domain. If it does,
WARNING: user traffic may be blackholed.
Device(config)# end
Device# show switch
Switch/Stack Mac Address : 0016.4727.a900
Mac persistency wait time: 7 mins
H/W
Current
Switch# Role
Mac Address
Priority Version State
---------------------------------------------------------*1
Active 0016.4727.a900
1
P2B
Ready

スイッチ スタックへの新しいメンバーの割り当て：例
次に、スタック メンバー番号 2 が設定されたスイッチをスイッチ スタックに割り当てる例を示し
ます。 show running-config コマンドの出力は、プロビジョニングされたスイッチに関連付けられ
たインターフェイスを示します。
Device(config)# switch 2 provision switch_PID
Device(config)# end
Device# show running-config | include switch 2
!
interface GigabitEthernet2/0/1
!
interface GigabitEthernet2/0/2
!
interface GigabitEthernet2/0/3
<output truncated>
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show switch stack-ports summary コマンドの出力：例
スタック メンバ 2 のポート 1 だけがディセーブルです。
Device# show switch stack-ports summary
Device#/ Stack
Neighbor
Cable
Port#
Port
Length
Status
-------- ------ -------- -------1/1
OK
3
50 cm
1/2
Down
None
3 m
2/1
Down
None
3 m
2/2
OK
3
50 cm
3/1
OK
2
50 cm
3/2
OK
1
50 cm

Link
OK

Link
Active

Sync
OK

---Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

-----Yes
No
No
Yes
Yes
Yes

---Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

#
Changes
To LinkOK
--------1
1
1
1
1
1

In
Loopback
-------No
No
No
No
No
No

表 160：show switch stack-ports summary コマンドの出力

フィールド

説明

Switch#/Port#

メンバー番号と、そのスタック ポート番号

Stack Port Status

スタック ポートのステータス。
• Absent：スタック ポートにケーブルが検出
されません。
• Down：ケーブルは検出されましたが、接
続されたネイバーがアップになっていない
か、スタックポートがディセーブルになっ
ています。
• OK：ケーブルが検出され、接続済みのネ
イバーが起動しています。

Neighbor

スタック ケーブルの接続先の、アクティブなメ
ンバーのスイッチの数。

Cable Length

有効な長さは 50 cm、1 m、または 3 m です。
スイッチがケーブルの長さを検出できない場合
は、値は no cable になります。ケーブルが接続
されていないか、リンクが信頼できない可能性
があります。
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フィールド

説明

Link OK

スタック ケーブルが接続され機能しているかど
うか。相手側には、接続されたネイバーが存在
する場合も、そうでない場合もあります。
リンク パートナーは、ネイバー スイッチ上の
スタック ポートのことです。
• No：このポートに接続されているスタッ
ク ケーブルがないか、スタック ケーブル
が機能していません。
• Yes：このポートには正常に機能するスタッ
ク ケーブルが接続されています。

Link Active

スタック ケーブル相手側にネイバーが接続され
ているかどうか。
• No：相手側にネイバーが検出されません。
ポートは、このリンクからトラフィックを
送信できません。
• Yes：相手側にネイバーが検出されました。
ポートは、このリンクからトラフィックを
送信できます。

Sync OK

リンク パートナーが、スタック ポートに有効
なプロトコル メッセージを送信するかどうか。
• No：リンク パートナーからスタック ポー
トに有効なプロトコル メッセージが送信
されません。
• Yes：リンクの相手側は、ポートに有効な
プロトコル メッセージを送信します。

# Changes to LinkOK

リンクの相対的安定性。
短期間で多数の変更が行われた場合は、リンク
のフラップが発生することがあります。
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フィールド

説明

In Loopback

スタック ケーブルがメンバのスタック ポート
に接続されているかどうか。
• No：メンバーの 1 つ以上のスタック ポー
トに、スタック ケーブルが接続されてい
ます。
• Yes：メンバーのどのスタック ポートに
も、スタック ケーブルが接続されていま
せん。

ソフトウェア ループバック：例
メンバーが 3 つのスタックでは、スタック ケーブルですべてのメンバーが接続されます。
Device# show switch stack-ports summary
Device#
Sw#/Port# Port
Neighbor Cable
Status
Length
-------- ------ -------- -------1/1
OK
3
50 cm
1/2
OK
2
3 m
2/1
OK
1
3 m
2/2
OK
3
50 cm
3/1
OK
2
50 cm
3/2
OK
1
50 cm

Link
OK
---Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Link
Active
-----Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Sync
OK
---Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

#Changes
To LinkOK
--------1
1
1
1
1
1

In
Loopback
-------No
No
No
No
No
No

スイッチ 1 のポート 1 からスタック ケーブルを切断すると、次のメッセージが表示されます。
01:09:55: %STACKMGR-4-STACK_LINK_CHANGE: Stack Port 2 Switch 3 has changed to state DOWN
01:09:56: %STACKMGR-4-STACK_LINK_CHANGE: Stack Port 1 Switch 1 has changed to state DOWN
Device# show switch stack-ports summary
Device#
Sw#/Port# Port
Neighbor Cable
Link
Status
Length
OK
-------1/1
1/2
2/1
2/2
3/1
3/2

-----Absent
OK
OK
OK
OK
Down

-------None
2
1
3
2
None

-------No cable
3 m
3 m
50 cm
50 cm
50 cm

---No
Yes
Yes
Yes
Yes
No

Link
Active

Sync
OK

#Changes
To LinkOK

In
Loopback

-----No
Yes
Yes
Yes
Yes
No

---No
Yes
Yes
Yes
Yes
No

--------1
1
1
1
1
1

-------No
No
No
No
No
No

スイッチ 1 のポート 2 からスタック ケーブルを切断すると、スタックが分割されます。
スイッチ 2 とスイッチ 3 がスタック ケーブルで接続された 2 メンバー スタックのメンバーになり
ます。
Device# show sw stack-ports summary
Device#
Sw#/Port# Port
Neighbor Cable
Status
Length
-------- ------ -------- -------2/1
Down
None
3 m

Link
OK
---No

Link
Active
-----No

Sync
OK
---No

#Changes
To LinkOK
--------1

In
Loopback
-------No
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2/2
3/1
3/2

OK
OK
Down

3
2
None

50 cm
50 cm
50 cm

Yes
Yes
No

Yes
Yes
No

Yes
Yes
No

1
1
1

No
No
No

スイッチ 1 はスタンドアロン スイッチです。
Device# show switch stack-ports summary
Device#
Sw#/Port# Port
Neighbor Cable
Status
Length
-------- ------ -------- -------1/1
Absent
None
No cable
1/2
Absent
None
No cable

Link
OK
---No
No

Link
Active
-----No
No

Sync
OK
---No
No

#Changes
To LinkOK
--------1
1

In
Loopback
-------Yes
Yes

スタック ケーブルが接続されたソフトウェア ループバック：例
• スイッチ 1 のポート 1 のポート ステータスが Down で、ケーブルが接続されています。
スイッチ 1 のポート 2 のポート ステータスが Absent で、ケーブルが接続されていません。
Device# show switch stack-ports summary
Device#
Sw#/Port# Port
Neighbor Cable
Link Link
Sync #Changes
In
Status
Length
OK
Active OK
To LinkOK Loopback
-------- ------ -------- -------- ---- ------ ---- --------- -------1/1
Down
None
50 Cm
No
No
No
1
No
1/2
Absent
None
No cable
No
No
No
1
No

• 物理ループバックでは、ケーブルはスタック ポートとスイッチの両方に接続されています。
この設定を使用して、次のテストを行えます。
◦ 正常に稼働しているスイッチのケーブル
◦ 正常なケーブルを使用したスタック ポート
Device# show switch stack-ports summary
Device#
Sw#/Port# Port
Neighbor Cable
Status
Length
-------- ------ -------- -------2/1
OK
2
50 cm
2/2
OK
2
50 cm

Link
OK
---Yes
Yes

Link
Active
-----Yes
Yes

Sync
OK
---Yes
Yes

#Changes
To LinkOK
--------1
1

In
Loopback
-------No
No

ポート ステータスを見ると、次のことがわかります。
◦ スイッチ 2 はスタンドアロン スイッチである。
◦ ポートはトラフィックを送受信できる。

スタック ケーブルが接続されていないソフトウェア ループバック：例
Device# show switch stack-ports summary
Device#
Sw#/Port# Port
Neighbor Cable
Link
Status
Length
OK
-------- ------ -------- -------- ---1/1
Absent
None
No cable
No
1/2
Absent
None
No cable
No

Link
Active
-----No
No

Sync
OK
---No
No

#Changes
To LinkOK
--------1
1

In
Loopback
-------Yes
Yes
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切断されたスタック ケーブルの特定：例
すべてのスタック メンバーは、スタック ケーブルで接続されます。スイッチ 1 のポート 2 と、ス
イッチ 2 のポート 1 が接続されます。
次に、メンバーのポート ステータスを示します。
Device# show switch stack-ports summary
Device#
Sw#/Port# Port
Neighbor Cable
Status
Length
-------- ------ -------- -------1/1
OK
2
50 cm
1/2
OK
2
50 cm
2/1
OK
1
50 cm
2/2
OK
1
50 cm

Link
OK
---Yes
Yes
Yes
Yes

Link
Active
-----Yes
Yes
Yes
Yes

Sync
OK
---Yes
Yes
Yes
Yes

#Changes
To LinkOK
--------0
0
0
0

In
Loopback
-------No
No
No
No

スイッチ 1 のポート 2 からケーブルを切断すると、次のメッセージが表示されます。
%STACKMGR-4-STACK_LINK_CHANGE: Stack Port 1 Switch 2 has changed to state DOWN
%STACKMGR-4-STACK_LINK_CHANGE: Stack Port 2 Switch 1 has changed to state DOWN

ポート ステータスは以下の通りです。
Device# show switch stack-ports summary
Device#
Sw#/Port# Port
Neighbor Cable
Link
Status
Length
OK
-------- ------ -------- -------- ---1/1
OK
2
50 cm
Yes
1/2
Absent
None
No cable
No
2/1
Down
None
50 cm
No
2/2
OK
1
50 cm
Yes

Link
Active
-----Yes
No
No
Yes

Sync
OK
---Yes
No
No
Yes

#Changes
To LinkOK
--------1
2
2
1

In
Loopback
-------No
No
No
No

ケーブルの片方だけが、スタック ポート（スイッチ 2 のポート 1）に接続されます。
• スイッチ 1 のポート 2 の Stack Port Status 値は Absent で、スイッチ 2 のポート 1 の値は Down
です。
• Cable Length 値は No cable です。
問題の診断
• スイッチ 1 のポート 2 のケーブル接続を確認します。
• スイッチ 1 のポート 2 が次の状態であれば、ポートまたはケーブルに問題があります。
◦ In Loopback 値が Yes である。
または
◦ Link OK、Link Active、または Sync OK 値が No である。
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スタック ポート間の不安定な接続の修正：例
すべてのメンバーは、スタック ケーブルで接続されます。スイッチ 1 のポート 2 と、スイッチ 2
のポート 1 が接続されます。
ポート ステータスは次のとおりです。
Device# show switch stack-ports summary
Device#
Sw#/Port# Port
Neighbor Cable
Status
Length
-------- ------ -------- -------1/1
OK
2
50 cm
1/2
Down
None
50 cm
2/1
Down
None
50 cm
2/2
OK
1
50 cm

Link
OK
---Yes
No
No
Yes

Link
Active
-----Yes
No
No
Yes

Sync
OK
---Yes
No
No
Yes

#Changes
To LinkOK
--------1
2
2
1

In
Loopback
-------No
No
No
No

問題の診断
• Stack Port Status の値が Down になっています。
• Link OK、Link Active、および Sync OK の値が No になっています。
• Cable Length の値が 50 cm になっています。スイッチがケーブルを検出し、正しく識別して
います。
スイッチ 1 のポート 2 と、スイッチ 2 のポート 1 との接続は、少なくとも 1 つのコネクタ ピンで
不安定になっています。

スイッチ スタックに関する追加情報
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

スイッチ スタックのケーブル配線と電源供給。 Catalyst 3850 スイッチハードウェア インスト
レーションガイド

エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi
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標準および RFC
標準/RFC

Title

なし

—

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびライセンスされたフィーチャ セット
に関する MIB を探してダウンロードするには、
次の URL にある Cisco MIB Locator を使用しま
す。
http://www.cisco.com/go/mibs

シスコのテクニカル サポート
Link

説明

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。
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章

Cisco NSF with SSO の設定
• 機能情報の確認, 2093 ページ
• NSF with SSO の前提条件, 2093 ページ
• NSF with SSO の制約事項, 2094 ページ
• NSF with SSO に関する情報, 2094 ページ
• Cisco NSF with SSO の設定方法, 2097 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

NSF with SSO の前提条件
NSF with SSO の前提条件と考慮事項を次に示します。
• ルーティング プロトコルの使用には IP Services ライセンス レベルが必要です。ルーティン
グ用 EIGRP スタブおよび OSPF は、IP Base ライセンス レベルでサポートされます。
• NSF の BGP サポートでは、ネイバー ネットワーキング デバイスが NSF 認識である必要があ
ります。つまり、デバイスにはグレースフル リスタート機能があり、セッション確立中に
OPEN メッセージ内でこの機能をアドバタイズする必要があります。NSF 対応ルータが特定
の BGP ネイバーにグレースフル リスタート機能がないことを検出すると、NSF 対応セッショ
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ンをそのネイバーと確立しません。グレースフル リスタート機能のある他のすべてのネイ
バーは、この NSF 対応ネットワーキング デバイスと NSF 対応セッションを継続します。
• OSPF NSF では、すべてのネイバー ネットワーキング デバイスが NSF を認識する必要があ
ります。NSF 対応ルータが特定のネットワーク セグメントで NSF 非認識ネイバーを検出す
ると、そのセグメントで NSF 機能をディセーブルにします。NSF 対応または NSF 認識ルー
タで完全に構成された他のネットワーク セグメントに対しては、継続して NSF 機能を提供
します。

NSF with SSO の制約事項
NSF with SSO の制約事項を次に示します。
• NSF 機能は、IPv4 ルーティング プロトコルに対してのみサポートされます。NSF 機能は、
IPv6 ルーティング プロトコルに対してはサポートされません。
• IP マルチキャスト ルーティングは SSO を認識しないため、NSF はサポートされません。
• NSF は、IOS-XE ソフトウェアが LAN Base モードで動作している場合は、サポートされませ
ん。
• NSF が動作するには、SSO をデバイス上に設定する必要があります。
• NSF/SSO は、IP バージョン 4 トラフィックおよびプロトコルのみをサポートします。IPv6 ト
ラフィックはサポートしていません。
• グレースフル リスタート機能をサポートするためには、すべてのレイヤ 3 のネイバー デバ
イスが NSF Helper または NSF 対応である必要があります。
• IETF の場合、すべてのネイバー デバイスで NSF 認識ソフトウェア イメージが実行されてい
る必要があります。

NSF with SSO に関する情報
NSF with SSO の概要
スイッチでは、アクティブスイッチが使用できなくなった場合にスタンバイスイッチが処理を引
き継ぐようにすることで、障害耐性をサポートします。Cisco Nonstop Forwarding（NSF）は、ス
テートフル スイッチオーバー（SSO）と連動して、ネットワークを使用できない時間を最小限に
抑えます。
NSF には次の利点があります。
• ネットワークのアベイラビリティの向上：NSF は、ユーザのセッション情報がスイッチオー
バー後も維持されるように、ネットワーク トラフィックとアプリケーションのステート情報
を転送し続けます。
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• ネットワーク全体の安定性：ネットワークの安定性は、ネットワーク内でルータに障害が発
生し、ルーティング テーブルが失われたときに作成されるルート フラップの数を減らすこ
とで改善できます。
• 隣接ルータはリンク フラップを検出しません。インターフェイスはスイッチオーバーの間
アップ状態のままなので、隣接ルータはリンク フラップを検出しません（リンクがダウンし
て、アップに戻ることはありません）。
• ルーティング フラップの回避：SSO がスイッチオーバー時にネットワーク トラフィックを
転送し続けるので、ルーティング フラップが回避されます。
• スイッチオーバーの前に確立したユーザ セッションを維持します。
アクティブ スイッチとスタンバイ スイッチ間でキープアライブ メッセージが送受信されます。
• スタンバイ スイッチが応答しない場合は、新しいスタンバイ スイッチが選択されます。
• アクティブ スイッチが応答しない場合は、スタンバイ スイッチがアクティブ スイッチにな
ります。
加えて、すべてのスタック メンバーで hello メッセージが送受信されます。
• スタック メンバーが応答しない場合は、そのメンバーがスタックから削除されます。
• スタンバイ スイッチが応答しない場合は、新しいスタンバイ スイッチが選択されます。
• アクティブ スイッチが応答しない場合は、スタンバイ スイッチがアクティブ スイッチにな
ります。

SSO の動作
スタンバイ スイッチは、SSO モードで稼働する場合、完全に初期化されたステートで起動し、ア
クティブ スイッチの固定コンフィギュレーションおよび実行コンフィギュレーションと同期化し
ます。そのあと、スタンバイスーパーバイザエンジンは、次のプロトコルのステートを維持し、
ステートフルスイッチオーバーをサポートする機能に関するハードウェアおよびソフトウェアス
テートの変更すべてを同期化して維持します。そのため、冗長アクティブ スイッチ構成内のレイ
ヤ 2 セッションへの割り込みは最小限になります。
アクティブ スイッチに障害が発生した場合、スタンバイ スイッチがアクティブ スイッチになり
ます。この新しいアクティブ スイッチは既存のレイヤ 2 スイッチング情報を使用して、トラフィッ
ク転送を続けます。ルーティングテーブルが新しいアクティブスイッチに追加されるまで、レイ
ヤ 3 の転送は延期されます。

（注）

IOS-XE ソフトウェアが LAN Base ライセンス レベルで動作している場合は、SSO レイヤ 2 の
みがサポートされます。
次の機能のステートは、アクティブ スイッチとスタンバイ スイッチの間で保存されます。
• 802.3
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• 802.3u
• 802.3x（フロー制御）
• 802.3ab（GE）
• 802.3z（CWDM を含めたギガビット イーサネット）
• 802.3ad（LACP）
• 802.1p（レイヤ 2 QoS）
• 802.1q
• 802.1X（認証）
• 802.1D（スパニングツリー プロトコル）
• 802.3af（インライン パワー）
• PAgP
• VTP
• ダイナミック ARP インスペクション
• DHCP スヌーピング
• IP ソース ガード
• IGMP スヌーピング（バージョン 1 および 2）
• DTP（802.1Q および ISL）
• MST
• PVST+
• Rapid PVST
• PortFast/UplinkFast/BackboneFast
• BPDU ガードおよびフィルタリング
• 音声 VLAN
• ポート セキュリティ
• ユニキャスト MAC フィルタリング
• ACL（VACL、PACL、RACLS）
• QoS（DBL）
• マルチキャスト ストーム制御/ブロードキャストストーム制御
SSO は、次の機能と互換性があります。ただし、次の機能のプロトコル データベースはスタンバ
イ スイッチとアクティブ スイッチの間で同期されません。
• レイヤ 2 プロトコル トンネリング（L2PT）を備えた 802.1Q トンネリング
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• ベビー ジャイアント
• ジャンボ フレーム サポート
• CDP
• フラッディング ブロック
• UDLD
• SPAN/RSPAN
• NetFlow
スイッチ上のすべてのレイヤ 3 プロトコルは、SSO がイネーブルにされている場合、スタンバイ
スイッチで学習されます。

Cisco Express Forwarding; シスコ エクスプレス フォワーディング
Cisco IOS ノンストップ フォワーディング（NSF）の重要な要素は、パケット転送です。シスコ製
のネットワーキングデバイスでは、パケット転送はシスコエクスプレスフォワーディング（CEF）
によって実行されます。CEF は FIB を維持し、スイッチオーバー時に最新だった FIB 情報を使用
して、スイッチオーバー中のパケットの転送を続行します。この機能により、スイッチオーバー
中のトラフィックの中断を短くします。
通常の NSF 操作中に、アクティブなスーパバイザ スイッチ上の CEF は、現在の FIB と隣接デー
タベースを、スタンバイ スイッチ上の FIB と隣接データベースと同期させます。スイッチオー
バー時に、スタンバイ スイッチは最初 FIB と、アクティブ スイッチでカレントだったもののミ
ラー イメージである隣接データベースを備えています。CEF はスタンバイ スイッチ上の転送エン
ジンに、アクティブ スイッチの CEF によって送信される変更を維持します。転送エンジンは、イ
ンターフェイスおよびデータ パスが使用可能になりしだい、スイッチオーバー後も転送を継続で
きます。
ルーティング プロトコルがプレフィックス単位で RIB を再び読み込み始めるため、CEF に対して
プレフィックス単位のアップデートが行われます。CEF はこれを使用して FIB と隣接データベー
スを更新します。既存エントリと新規エントリには、最新であることを示す新しいバージョン
（「エポック」）番号が付けられます。転送エンジンでは、コンバージェンス中に転送情報が更
新されます。RIB が収束すると、スイッチが信号通知を行います。ソフトウェアは、現在のスイッ
チオーバー エポックよりも前のエポックを持った FIB および隣接エントリをすべて削除します。
これで FIB は最新のルーティング プロトコル転送情報を表示するようになります。

Cisco NSF with SSO の設定方法
SSO の設定
あらゆるサポート対象プロトコルを持った NSF を使用するには、SSO を設定する必要がありま
す。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

redundancy

冗長コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device(config)# redundancy

ステップ 2

mode sso
例：

SSOを設定します。このコマンドにより、
スタンバイ スイッチが再起動され、SSO
モードで機能を開始します。

Device(config-red)# mode sso

ステップ 3

end

EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-red)# end

ステップ 4

show running-config

SSO がイネーブルになっていることを確
認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 5

show redundancy states

動作中の冗長モードを表示します。

例：
Device# show redundancy states

SSO の設定例
次に、SSO 対応としてシステムを設定し、冗長ステートを表示する例を示します。
Device(config)# redundancy
Device(config)# mode sso
Device(config)# end
Device# show redundancy states
my state = 13 -ACTIVE
peer state = 8 -STANDBY HOT
Mode = Duplex
Unit = Primary
Unit ID = 5
Redundancy Mode (Operational) = sso
Redundancy Mode (Configured) = sso
Split Mode = Disabled
Manual Swact = Enabled
Communications = Up
client count = 29
client_notification_TMR = 30000 milliseconds
keep_alive TMR = 9000 milliseconds
keep_alive count = 1
keep_alive threshold = 18
RF debug mask = 0x0
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CEF NSF の確認
CEF NSF を確認するには、show cef state 特権 EXEC コマンドを使用します。
Device# show cef state
CEF Status:
RP instance
common CEF enabled
IPv4 CEF Status:
CEF enabled/running
dCEF enabled/running
CEF switching enabled/running
universal per-destination load sharing algorithm, id DEA83012
IPv6 CEF Status:
CEF disabled/not running
dCEF disabled/not running
universal per-destination load sharing algorithm, id DEA83012
RRP state:
I am standby RRP: no
RF Peer Presence: yes
RF PeerComm reached: yes
RF Progression blocked: never
Redundancy mode: rpr(1)
CEF NSF sync: disabled/not running
CEF ISSU Status:
FIBHWIDB broker
No slots are ISSU capable.
FIBIDB broker
No slots are ISSU capable.
FIBHWIDB Subblock broker
No slots are ISSU capable.
FIBIDB Subblock broker
No slots are ISSU capable.
Adjacency update
No slots are ISSU capable.
IPv4 table broker
No slots are ISSU capable.
CEF push
No slots are ISSU capable.
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ワイヤレス ハイ アベイラビリティの設定
• 機能情報の確認, 2101 ページ
• ハイ アベイラビリティに関する情報, 2101 ページ
• 冗長性に関する情報, 2102 ページ
• アクセス ポイントのステートフル スイッチオーバーに関する情報, 2104 ページ
• グレースフル スイッチオーバーの開始, 2105 ページ
• ハイ アベイラビリティ用の EtherChannel の設定, 2105 ページ
• LACP の設定, 2106 ページ
• ハイ アベイラビリティのトラブルシューティング, 2107 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソ
フトウェア リリースに対応したリリース ノートを参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、http:/
/www.cisco.com/go/cfn にアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

ハイ アベイラビリティに関する情報
ハイ アベイラビリティ機能は、スイッチがスタック ケーブルで接続され、Cisco StackWise-160 テ
クノロジーがイネーブルの場合、デフォルトでイネーブルになります。これをディセーブルには
できません。ただし、コマンドラインインターフェイスを使用して手動のグレースフルスイッチ
オーバーを開始して、スイッチでイネーブルのハイ アベイラビリティ機能を使用することができ
ます。
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Cisco ワイヤレス LAN コントローラでは、ハイ アベイラビリティは冗長性とともに実現されま
す。
Cisco ワイヤレス LAN コントローラでは、冗長性は 2 通りの方法（n+1 と AP SSO 冗長性）で実
現されます。
アクティブ コントローラとスタンバイ コントローラ間でキープアライブ メッセージが送受信さ
れます。
• スタンバイ コントローラが応答しない場合は、新しいスタンバイ コントローラが選択され
ます。
• アクティブ コントローラが応答しない場合は、スタンバイ コントローラがアクティブ コン
トローラになります。
加えて、すべてのスタック メンバーで hello メッセージが送受信されます。
• スタック メンバーが応答しない場合は、そのメンバーがスタックから削除されます。
• スタンバイ コントローラが応答しない場合は、新しいスタンバイ コントローラが選択され
ます。
• アクティブ コントローラが応答しない場合は、スタンバイ コントローラがアクティブ コン
トローラになります。

冗長性に関する情報
N+1 冗長性の場合、アクセス ポイントは、第 1、第 2、および第 3 コントローラで設定されます。
1 台のコントローラで管理されるアクセス ポイント数が原因で第 1 コントローラに障害が発生し
た場合、アクセス ポイントは第 2 コントローラにフェール オーバーします。AP SSO 冗長性の場
合、第 1 コントローラが使用できない場合、アクセス ポイントはそのコントローラを再検出し、
第 2 コントローラで CAPWAP トンネルを再確立します。ただし、コントローラに再度参加させる
には、すべてのクライアントを切断して、再認証を実行する必要があります。
選択したアクセス ポイントおよび選択したコントローラ用の第 1、第 2、および第 3 コントロー
ラを設定できます。
理想的なハイ アベイラビリティ展開では、第 1 および第 2 コントローラに接続されたアクセス ポ
イントを持つことができ、1 台のコントローラは、アクセス ポイントへ接続せずに維持できます。
このように、アクセス ポイントを持たないコントローラは障害発生時に引き継ぐことができ、ア
クティブなコントローラのサービスを再開できます。

アクセス ポイントの冗長性の設定
選択したアクセス ポイントの第 1、第 2、または第 3 コントローラを設定するには、この項に説
明されているコマンドを使用する必要があります。
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はじめる前に
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

conf t

端末を設定します。

例：
Controller # conf t

ステップ 2

ap capwap backup primary

選択したアクセス ポイントの第 1 コ
ントローラを設定します。

例：
Controller # ap capwap backup primary
WLAN-Controller-A

ステップ 3

ap capwap backup secondary

選択したアクセス ポイントの第 2 コ
ントローラを設定します。

例：
Controller # ap capwap backup
secondary WLAN-Controller-B

ステップ 4

ap capwap backup tertiary

選択したアクセス ポイントの第 3 コ
ントローラを設定します。

例：
Controller # ap capwap backup tertiary
WLAN-Controller-C

次の作業
選択したアクセス ポイントの第 1、第 2、および第 3 コントローラの設定が完了したら、show ap
name AP-NAME コマンドを使用して設定を確認する必要があります。show ap name AP-NAME コ
マンドの詳細については、『Lightweight Access Point Configuration Guide for Cisco Wireless LAN
Controller』を参照してください。
•

ハートビート メッセージの設定
ハートビート メッセージを使用して、コントローラの障害検出時間を短縮することができます。
障害が発生すると、コントローラがハートビート タイマーを待機した後にアクティブからホット
スタンバイへのスイッチオーバーが発生します。コントローラがハートビート時間内に動作しな
い場合は、スタンバイがアクティブコントローラとして引き継ぎます。理想的には、アクセスポ
イントが指定されたタイムアウト値以内に 3 つのハートビート メッセージを生成し、コントロー
ラがタイムアウト値以内に応答しない場合、スタンバイコントローラがアクティブコントローラ
を引き継ぎます。ネットワークに応じてタイムアウト値を指定できます。理想的には、スイッチ
オーバーの実行時に混乱が生じるためタイマー値は高くない値にします。この項では、コントロー
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ラの障害検出時間を短縮するために、タイムアウト値を使用してコントローラとアクセス ポイン
ト間のハートビート間隔を設定する方法について説明します。

はじめる前に
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

conf t

端末を設定します。

例：
controller # conf t

ステップ 2

ap capwap timers heartbeat-timeout
例：

コントローラとアクセス ポイント間の
ハートビート間隔を設定します。タイム
アウト値の範囲は 1 ～ 30 です。

controller # ap capwap timers
heartbeat-timeout

アクセス ポイントのステートフル スイッチオーバーに関する情報
アクセス ポイント ステートフル スイッチオーバー（AP SSO）とは、すべてのアクセス ポイント
がステートフルにスイッチオーバーし、ユーザ セッション情報がスイッチオーバー中も維持さ
れ、アクセス ポイントがネットワーク内でセッションを失うことなく動作継続することで、ネッ
トワークの可用性が高まることを意味します。スタックのアクティブ スイッチは、IP 機能やルー
ティング情報交換を含め、すべてのネットワーク機能を実行するよう装備されます。スイッチは、
1000 アクセス ポイントと 12000 クライアントをサポートします。
ただし、スイッチオーバー発生時に FlexConnect モードでローカルにスイッチされるクライアント
を除き、すべてのクライアントが認証解除され新しいアクティブ スイッチに再度関連付けられる
必要があります。
スタック内で冗長ペアが形成されると、ハイ アベイラビリティが実現します。これには、アク
ティブからスタンバイへのスイッチオーバーの間もアクセスポイントが接続された状態を維持す
ることが含まれます。

（注）

スイッチが冗長ペアを形成した後は、スイッチ スタック内で AP SSO をディセーブルにできま
せん。
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（注）

スイッチオーバーの後、新しいスタンバイがスタック構成時にリロードされた場合は、一括同
期できないことが理由です。これは正常にスタック構成をするための2回目の試行で、リロー
ド後に見られます。これは、コマンド exception dump device second flash を実行すると発生しま
す。このコマンドは、クラッシュ情報ディレクトリがフルの場合に、クラッシュファイルをフ
ラッシュにダンプするために使用されます。クラッシュが発生し、クラッシュ情報に領域が残
されていない場合には、fullcore または crash ファイルをフラッシュに保存します。

グレースフル スイッチオーバーの開始
手動スイッチオーバーを実行し、スイッチで有効なハイ アベイラビリティ機能を使用するには、
redundancy force-switchover コマンドを実行します。このコマンドは、アクティブからスタンバ
イ スイッチへのグレースフル スイッチオーバーを開始します。
Device# redundancy force-switchover
System configuration has been modified. Save ? [yes/no] : yes
Building configuration …
Preparing for switchover …
Compressed configuration from 14977 bytes to 6592 bytes[OK]This will reload the active unit
and force switchover to standby[confirm] : y

ハイ アベイラビリティ用の EtherChannel の設定
LAG または EtherChannel は、スタンバイ装置とアクティブ装置の両方の既存のポートすべてを単
一の論理ポートにバンドルし、60 Gbps の集約帯域幅を実現します。EtherChannel の作成は、障害
に対する保護を可能にします。作成された Etherchannel または LAG は、アクセス ポイントのハイ
アベイラビリティを確保するための冗長リンクに使用されます。
EtherChannel の設定と EtherChannel モードの詳細については、『Layer 2 (Link Aggregation)
Configuration Guide, Cisco IOS XE Release 3SE (Cisco WLC 5700 Series)』を参照してください。

手順
ステップ 1

スタック ケーブルを使用して、電力がダウン状態の 2 台のスイッチを接続します。

ステップ 2

両方のスイッチに同時に電源投入して起動するか、1 台のスイッチに電源投入して起動します。
スイッチが正常起動し、ハイ アベイラビリティ ペアを形成します。

ステップ 3

装置で EtherChannel または LAG を設定します。

ステップ 4

設定した EtherChannel のステータスを表示するには、show etherchannel summary コマンドを使用
します。
設定が完了すると、指定されたすべてのポートは単一のチャネルにバンドルされ、showetherchannel
summary コマンドの出力に表示されます。

ステップ 5

show ap uptime コマンドを実行して、接続されたアクセス ポイントを確認します。
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LACP の設定
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

interface port-channel number

ポートチャネル インターフェイス コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# interface
Port-channel Po2

ステップ 3

lacp max-bundle number
例：

ポート チャネルで許可される、アクティブ
なバンドルされた LACP ポートの最大数を
定義します。値の範囲は 1 ～ 8 です。

Device(config-if)# lacp
max-bundle 6

ステップ 4

lacp port-priority number
例：

LACP を使用するポートに設定するポート
プライオリティを指定します。値の範囲は
0 ～ 65535 です。

Device(config-if)# lacp
port-priority 4

ステップ 5

switchport backup interface po2

バックアップ インターフェイスとしてイン
ターフェイスを指定します。

例：
Device(config-if)# switchport
backup interface Po2

ステップ 6

end

インターフェイスとコンフィギュレーショ
ン モードを終了します。

ステップ 7

show etherchannel summary

EtherChannel プロパティの概要を表示しま
す。

例：
Device# show etherchannel summary

ステップ 8

show interfaces switchport backup

バックアップ EtherChannel のプロパティの
概要を表示します。

例：
Device# show interfaces
switchport backup
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スタンバイ コンソールへのアクセス
スタック内のアクティブスイッチのコンソールにのみアクセスできます。スタンバイスイッチに
アクセスするには、次のコマンドを使用します。

はじめる前に
シスコ サポートの管理下でのみこの機能を使用します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

service internal

Cisco IOS デバッグ コマンドをイネーブル
にします。

例：
Device(config)# service internal

ステップ 3

redundancy

冗長コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device(config)# redundancy

ステップ 4

main-cpu

冗長メイン コンフィギュレーション サブ
モードを開始します。

例：
Device(config)# main-cpu

ステップ 5

standby console enable

スタンバイ コンソールをイネーブルにし
ます。

例：
Device(config)# standby console
enable

ステップ 6

exit

コンフィギュレーション モードを終了し
ます。

例：
Device(config)# exit
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スイッチオーバー前
スイッチオーバーはスイッチ に障害が発生した場合に発生します。ただし、手動スイッチオー
バーの実行時は、次のコマンドを実行して正常なスイッチオーバーを開始することができます。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

show redundancy states

アクティブおよびスタンバイ スイッチのハイ ア
ベイラビリティ ロールを表示します。

例：
Device# show redundancy states

ステップ 2

show switch detail
例：

スタックの物理特性を表示します。スタックの
物理状態が「Ready」または「Port」かどうか確
認します。

Device# show switch detail

ステップ 3

show platform ses states

スタック マネージャのシーケンスを表示しま
す。

例：
Device# show platform ses
states

ステップ 4

show ap summary

アクティブおよびスタンバイ スイッチのすべて
のアクセス ポイントを表示します。

例：
Device# show ap summary

ステップ 5

show capwap detail

アクティブおよびスタンバイ スイッチの
CAPWAP トンネルの詳細を表示します。

例：
Device# show capwap detail

ステップ 6

show dtls database-brief

アクティブおよびスタンバイ スイッチの DTLS
の詳細を表示します。

例：
Device# show dtls
database-brief

ステップ 7

show power inline
例：
Device# show power inline

イーサネットの電源状態を表示します。
（注）

フェールオーバーが発生時した場合、
正常なスイッチオーバーのために、
SSO では、スタンバイ コントローラ
はスタンバイホット状態、冗長ポート
はターミナル状態である必要がありま
す。
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スイッチオーバー後
ここでは、アクティブからスタンバイ スイッチへのスイッチオーバーが実行されるのを保障する
ため、ユーザが実行する必要のある手順を定義します。スタンバイ スイッチからアクティブへの
スイッチオーバー成功後、アクティブへ接続されたすべてのアクセス ポイントはスタンバイ（そ
の後アクティブ）スイッチに再参加する必要があります。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

show ap uptime

スイッチオーバー後のアクセス ポイント
のアップタイムが十分に大きいかどうかを
確認します。

例：
Device# show ap uptime

ステップ 2

show wireless summary

アクティブ スイッチに接続されているク
ライアントを表示します。

例：
Device# show wireless summary

ステップ 3

show wcdb database all

クライアントがアップタイムに達したかを
表示します。

例：
Device# show wcdb database all

ステップ 4

show power inline

Power over Ethernet の電源状態を表示しま
す。

例：
Device# show power inline

冗長スイッチオーバー履歴の表示（GUI）
手順
ステップ 1

[Monitor] > [Controller] > [Redundancy] > [States] をクリックします。
[Redundancy States] ページが表示されます。次のパラメータの値がページに表示されます。
パラメータ

説明

索引

冗長ユニットのインデックス番号を表示します。

Previous Active

以前にアクティブだったスイッチを表示します。

Current Active

現在アクティブなスイッチを表示します。

Switch Over Time

スイッチオーバーが発生したシステム時刻が表示されます。
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パラメータ

説明

Switch Over Reason スイッチオーバーの理由を表示します。

ステップ 2

[Apply] をクリックします。

スイッチオーバー状態の表示（GUI）
手順
ステップ 1

[Monitor] > [Controller] > [Redundancy] > [States] をクリックします。
[Redundancy States] ページが表示されます。次のパラメータの値がページに表示されます。
パラメータ

説明

My State

アクティブ CPU Device モジュールの状態を表示します。表示される値は次
のとおりです。
• Active
• Standby HOT
• Disable

Peer State

ピア（またはスタンバイ）CPU Device モジュールの状態を表示します。表示
される値は次のとおりです。
• Standby HOT
• Disable

モード

冗長ピアの現在の状態を表示します。表示される値は次のとおりです。
• Simplex：シングル CPU スイッチ モジュール
• Duplex：2 台の CPU スイッチ モジュール

ユニット ID

CPU スイッチ モジュールのユニット ID を表示します。

Redundancy Mode
(Operational)

ユニットでサポートされる最新の動作冗長モードを表示します。

Redundancy Mode
(Configured)

ユニットでサポートされる最新の設定冗長モードを表示します。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
2110

OL-30686-01-J

ハイ アベイラビリティのトラブルシューティング

パラメータ

説明

冗長性状態

ユニットの現在機能している冗長性状態を表示します。表示される値は次の
とおりです。
• SSP
• Not Redundant

ステップ 2

Manual SWACT

手動スイッチオーバーが force オプションなしでイネーブルかどうかを表示
します。

通信

2 台の CPU Device モジュール間での通信がアップかダウンかを表示します。

クライアント数

RF クライアントとして登録されている冗長サブシステムの数を表示します。

Client Notification
TMR

内部 RF タイマーが RF クライアント サブシステムに通知するための時間を
ミリ秒単位で表示します。

Keep Alive TMR

RF マネージャがスタンバイ CPU スイッチ モジュールのピアにキープアライ
ブ メッセージを送信する間隔をミリ秒単位で表示します。

Keep Alive Count

送信された後にスタンバイ CPU Device モジュールから応答がないキープア
ライブ メッセージの数を表示します。

Keep Alive
Threshold

キープアライブ メッセージがイネーブルのときに（デフォルト状態）、プロ
セッサ間通信がダウンしていると宣言するしきい値を表示します。

RF Debug Mask

どのデバッグ モードがオンになっているか追跡するために RF が使用する内
部マスクを表示します。

[Apply] をクリックします。

スイッチ スタックのモニタリング
表 161：スタック情報を表示するコマンド

コマンド

説明

show switch

割り当てられたスイッチやバージョン不一致
モードのスイッチのステータスなど、スタック
に関するサマリー情報を表示します。

show switch stack-member-number

特定のメンバーに関する情報を表示します。

show switch detail

スタックに関する詳細情報を表示します。
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コマンド

説明

show switch neighbors

スタック ネイバーを表示します。

show switch stack-ports [summary]

スタックのポート情報を表示します。スタック
のケーブル長、スタックのリンク ステータス、
およびループバック ステータスを表示するに
は、summary キーワードを使用します。

show redundancy

冗長システムと現在のプロセッサ情報を表示し
ます。冗長システムの情報にはシステム稼働時
間、スタンバイ失敗、スイッチオーバー理由、
ハードウェア、設定冗長モードおよび動作冗長
モードが含まれます。表示される現在のプロ
セッサ情報にはアクティブ位置、ソフトウェア
の状態、現在の状態での稼働時間などが含まれ
ます。

show redundancy state

アクティブおよびスタンバイ スイッチの冗長状
態をすべて表示します。

LACP の設定：例
次に、LACP を設定して LACP バンドルの作成と状態を確認する例を示します。
Device(config)# !
interface TenGigabitEthernet1/0/1
switchport mode trunk
channel-group 1 mode active
lacp port-priority 10
ip dhcp snooping trust
!
interface TenGigabitEthernet1/0/2
switchport mode trunk
channel-group 1 mode active
lacp port-priority 10
ip dhcp snooping trust
!
interface TenGigabitEthernet1/0/3
switchport mode trunk
channel-group 1 mode active
lacp port-priority 10
ip dhcp snooping trust
!
interface TenGigabitEthernet1/0/4
switchport mode trunk
channel-group 1 mode active
ip dhcp snooping trust
!
interface TenGigabitEthernet1/0/5
switchport mode trunk
channel-group 1 mode active
ip dhcp snooping trust
!
interface TenGigabitEthernet1/0/6
switchport mode trunk
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channel-group 1 mode active
ip dhcp snooping trust
!
interface TenGigabitEthernet2/0/1
switchport mode trunk
channel-group 1 mode active
lacp port-priority 10
ip dhcp snooping trust
!
interface TenGigabitEthernet2/0/2
switchport mode trunk
channel-group 1 mode active
lacp port-priority 10
ip dhcp snooping trust
!
interface TenGigabitEthernet2/0/3
switchport mode trunk
channel-group 1 mode active
lacp port-priority 10
ip dhcp snooping trust
!
interface TenGigabitEthernet2/0/4
switchport mode trunk
channel-group 1 mode active
ip dhcp snooping trust
!
interface TenGigabitEthernet2/0/5
switchport mode trunk
channel-group 1 mode active
ip dhcp snooping trust
!
interface TenGigabitEthernet2/0/6
switchport mode trunk
channel-group 1 mode active
ip dhcp snooping trust
!
interface Vlan1
no ip address
ip igmp version 1
shutdown
!
Device#

show etherchannel summary

Flags:
I
H
R
U

D
-

- down
stand-alone
Hot-standby
Layer3
in use

P - bundled in port-channel
s - suspended
(LACP only)
S - Layer2
f - failed to allocate aggregator

M
u
w
d

-

not in use, minimum links not met
unsuitable for bundling
waiting to be aggregated
default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:
1
Group Port-channel Protocol
Ports
------+-------------+-----------+----------------------------------------------1
Po1(SU)
LACP
Te1/0/1(P) Te1/0/2(P) Te1/0/3(P)
Te1/0/4(H) Te1/0/5(H) Te1/0/6(H)
Te2/0/1(P) Te2/0/2(P) Te2/0/3(P)
Te2/0/4(H) Te2/0/5(H) Te2/0/6(H)

次に、スイッチのバックアップ インターフェイス ペアの例を示します。
Device# show interfaces switchport backup
Switch Backup Interface Pairs:
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Active Interface
Backup Interface
State
-----------------------------------------------------------------------Port-channel1
Port-channel2
Active Standby/Backup Up

次に、スイッチに設定された EtherChannel の概要の例を示します。
Device# show ethernet summary
Flags:

D
I
H
R
U

-

down
stand-alone
Hot-standby
Layer3
in use

P - bundled in port-channel
s - suspended
(LACP only)
S - Layer2
f - failed to allocate aggregator

M
u
w
d

-

not in use, minimum links not met
unsuitable for bundling
waiting to be aggregated
default port

Number of channel-groups in use: 2
Number of aggregators:
2
Group Port-channel Protocol
Ports
------+-------------+-----------+----------------------------------------------1
Po1(SU)
LACP
Te1/0/1(P) Te1/0/2(P) Te1/0/3(P)
Te1/0/4(P) Te1/0/5(P) Te1/0/6(P)
2
Po2(SU)
LACP
Te2/0/1(P) Te2/0/2(P) Te2/0/3(P)
Te2/0/4(P) Te2/0/5(P) Te2/0/6(P)

Flex Link の設定：例
次に、Flex Link を設定し、作成されたリンクの作成および状態を確認する例を示します。
Device(config)# !
interface Port-channel1
description Ports 1-6 connected to NW-55-SW
switchport mode trunk
switchport backup interface Po2
switchport backup interface Po2 preemption mode forced
switchport backup interface Po2 preemption delay 1
ip dhcp snooping trust
!
interface Port-channel2
description Ports 7-12connected to NW-55-SW
switchport mode trunk
ip dhcp snooping trust
!
interface GigabitEthernet0/0
vrf forwarding Mgmt-vrf
no ip address
negotiation auto
!
interface TenGigabitEthernet1/0/1
switchport mode trunk
channel-group 1 mode on
ip dhcp snooping trust
!
interface TenGigabitEthernet1/0/2
switchport mode trunk
channel-group 1 mode on
ip dhcp snooping trust
!
interface TenGigabitEthernet1/0/3
switchport mode trunk
channel-group 1 mode on
ip dhcp snooping trust
!
interface TenGigabitEthernet1/0/4
switchport mode trunk
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channel-group 1 mode on
ip dhcp snooping trust
!
interface TenGigabitEthernet1/0/5
switchport mode trunk
channel-group 1 mode on
ip dhcp snooping trust
!
interface TenGigabitEthernet1/0/6
switchport mode trunk
channel-group 1 mode on
ip dhcp snooping trust
!
interface TenGigabitEthernet2/0/1
switchport mode trunk
channel-group 2 mode on
ip dhcp snooping trust
!
interface TenGigabitEthernet2/0/2
switchport mode trunk
channel-group 2 mode on
ip dhcp snooping trust
!
interface TenGigabitEthernet2/0/3
switchport mode trunk
channel-group 2 mode on
ip dhcp snooping trust
!
interface TenGigabitEthernet2/0/4
switchport mode trunk
channel-group 2 mode on
ip dhcp snooping trust
!
interface TenGigabitEthernet2/0/5
switchport mode trunk
channel-group 2 mode on
ip dhcp snooping trust
!
interface TenGigabitEthernet2/0/6
switchport mode trunk
channel-group 2 mode on
ip dhcp snooping trust
!
interface Vlan1
no ip address
Device#

show etherchannel summary

Flags:
I
H
R
U

D
-

- down
stand-alone
Hot-standby
Layer3
in use

P - bundled in port-channel
s - suspended
(LACP only)
S - Layer2
f - failed to allocate aggregator

M
u
w
d

-

not in use, minimum links not met
unsuitable for bundling
waiting to be aggregated
default port

Number of channel-groups in use: 2
Number of aggregators:
2
Group Port-channel Protocol
Ports
------+-------------+-----------+----------------------------------------------1
Po1(SU)
Te1/0/1(P) Te1/0/2(P) Te1/0/3(P)
Te1/0/4(P) Te1/0/5(P) Te1/0/6(P)
2
Po2(SU)
Te2/0/1(P) Te2/0/2(P) Te2/0/3(D)
Te2/0/4(P) Te2/0/5(P) Te2/0/6(P)
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

スイッチの管理に関する情報
システム日時の管理
スイッチのシステム日時は自動設定方式（RTC および NTP）または手動設定方式を使用して管理
できます。
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（注）

ここで使用するコマンドの構文および使用方法の詳細については、Cisco.com で、『Cisco IOS
Configuration Fundamentals Command Reference』を参照してください。

システム クロック
時刻サービスの基本となるのはシステム クロックです。このクロックはシステムがスタートアッ
プした瞬間から稼働し、日時を常時トラッキングします。
システム クロックは、次のソースにより設定できます。
• NTP
• 手動設定
システム クロックは、次のサービスに時刻を提供します。
• ユーザの show コマンド
• ログおよびデバッグ メッセージ
システム クロックは、グリニッジ標準時（GMT）とも呼ばれる協定世界時（UTC）に基づいて内
部的に時刻を追跡します。ローカルのタイム ゾーンおよび夏時間に関する情報を設定することに
より、時刻がローカルのタイム ゾーンに応じて正確に表示されるようにできます。
システム クロックは、時刻に信頼性があるかどうか（つまり、信頼できると見なされるタイム
ソースによって時刻が設定されているか）を常時トラッキングします。信頼性のない場合は、時
刻は表示目的でのみ使用され、再配信されません。

ネットワーク タイム プロトコル
NTP は、ネットワーク上のデバイス間の時刻の同期化を目的に設計されています。NTP はユーザ
データグラム プロトコル（UDP）で稼働し、UDP は IP 上で稼働します。NTP は RFC 1305 で規定
されています。
NTP ネットワークは通常、タイム サーバに接続されたラジオ クロックやアトミック クロックな
ど、正規の時刻源から時刻を取得します。NTP は、ネットワークにこの時刻を分配します。NTP
はきわめて効率的で、1 分間に 1 パケットを使用するだけで、2 台のデバイスを 1 ミリ秒以内に同
期化できます。
NTP では、信頼できるタイム ソースから各マシンが何 NTP「ホップ」隔たっているかを表すため
に、ストラタムという概念が使用されます。ストラタム 1 タイム サーバには、ラジオ クロックま
たは原子時計が直接接続されており、ストラタム 2 タイム サーバは、NTP を使用してストラタム
1 タイム サーバから時刻を取得します（以降のストラタムも同様です）。NTP が稼働するデバイ
スは、タイム ソースとして、NTP を使用して通信するストラタム番号が最小のデバイスを自動的
に選択します。この方法によって、NTP 時刻配信の自動編成型ツリーが効率的に構築されます。
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NTP では、同期化されていないデバイスと同期化しないことによって、時刻が正確でないデバイ
スとの同期化を防ぎます。また、NTP では、複数のデバイスから報告される時刻を比較して、ス
トラタムの番号が小さくても、時刻が他のデバイスと大幅に異なるデバイスとは同期化しません。
NTP が稼働するデバイス間の通信（アソシエーション）は、通常静的に設定されます。各デバイ
スには、アソシエーションを作成すべきすべてのデバイスの IP アドレスが与えられます。アソシ
エーションのペアとなるデバイス間で NTP メッセージを交換することによって、正確な時刻の維
持が可能になります。ただし、LAN 環境では、代わりに IP ブロードキャスト メッセージを使用
するように NTP を設定できます。各デバイスを、単にブロードキャスト メッセージを送受信する
ように設定すればよいので、この代替手段によって設定の複雑さが緩和されます。ただし、情報
の流れは一方向に限られます。
デバイス上で維持される時刻は、重要なリソースです。NTP のセキュリティ機能を使用して、不
正確な時刻が誤って、あるいは意図的に設定されることがないようにしてください。その方法と
して、アクセス リストベースの制約方式と暗号化認証方式があります。
シスコによる NTP の実装では、ストラタム 1 サービスをサポートしていないため、ラジオ クロッ
クまたは原子時計に接続できません。ネットワークの時刻サービスは、IP インターネット上のパ
ブリック NTP サーバから取得することを推奨します。
次の図に NTP を使用した一般的なネットワークの例を示します。スイッチ A は、NTP サーバ モー
ドで設定したスイッチ B、C、D の NTP マスターです。スイッチ B、C、D とスイッチ A の間に
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はサーバ アソシエーションが設定されています。スイッチ E はアップストリームおよびダウンス
トリーム スイッチ、スイッチ B およびスイッチ F それぞれの NTP ピアとして設定されます。
図 101：一般的な NTP ネットワークの構成

ネットワークがインターネットから切り離されている場合、シスコの NTP によって、実際には、
他の方法で時刻を学習しているにもかかわらず、デバイスが NTP を使用して同期化しているよう
に動作を設定できます。他のデバイスは、NTP によりこのデバイスと同期化されます。
複数のタイム ソースがある場合は、NTP は常に、より信頼性があると見なされます。NTP の時刻
は、他の方法による時刻に優先します。
自社のホスト システムに NTP ソフトウェアを組み込んでいるメーカーが数社あり、UNIX システ
ム用のバージョンやその派生ソフトウェアも一般に入手できます。このソフトウェアによって、
ホスト システムも時間が同期化されます。

NTP ストラタム
NTP では、信頼できるタイム ソースから各マシンが何 NTP「ホップ」隔たっているかを表すため
に、ストラタムという概念が使用されます。ストラタム 1 タイム サーバには、ラジオ クロックま
たは原子時計が直接接続されており、ストラタム 2 タイム サーバは、NTP を使用してストラタム
1 タイム サーバから時刻を取得します（以降のストラタムも同様です）。NTP が稼働するデバイ
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スは、タイム ソースとして、NTP を使用して通信するストラタム番号が最小のデバイスを自動的
に選択します。この方法によって、NTP 時刻配信の自動編成型ツリーが効率的に構築されます。
NTP では、同期化されていないデバイスと同期化しないことによって、時刻が正確でないデバイ
スとの同期化を防ぎます。また、NTP では、複数のデバイスから報告される時刻を比較して、ス
トラタムの番号が小さくても、時刻が他のデバイスと大幅に異なるデバイスとは同期化しません。

NTP アソシエーション
NTP が稼働するデバイス間の通信（アソシエーション）は、通常静的に設定されます。各デバイ
スには、アソシエーションを作成すべきすべてのデバイスの IP アドレスが与えられます。アソシ
エーションのペアとなるデバイス間で NTP メッセージを交換することによって、正確な時刻の維
持が可能になります。ただし、LAN 環境では、代わりに IP ブロードキャスト メッセージを使用
するように NTP を設定できます。各デバイスを、単にブロードキャスト メッセージを送受信する
ように設定すればよいので、この代替手段によって設定の複雑さが緩和されます。ただし、情報
の流れは一方向に限られます。

NTP セキュリティ
デバイス上で維持される時刻は、重要なリソースです。NTP のセキュリティ機能を使用して、不
正確な時刻が誤って、あるいは意図的に設定されることがないようにしてください。その方法と
して、アクセス リストベースの制約方式と暗号化認証方式があります。

NTP の実装
NTP の実装では、ストラタム 1 サービスがサポートされないため、ラジオ クロックまたは原子時
計に接続できません。ネットワークの時刻サービスは、IP インターネット上のパブリック NTP
サーバから取得することを推奨します。
次の図は NTP を使用した一般的なネットワークの例を示します。スイッチ A は、スイッチ B、
C、D が NTP サーバ モードに設定されている（スイッチ A との間にサーバ アソシエーションが
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設定されている）場合の NTP マスターです。スイッチ E は、アップストリーム スイッチ（スイッ
チ B）とダウンストリーム スイッチ（スイッチ F）の NTP ピアとして設定されます。
図 102：一般的な NTP ネットワークの構成

ネットワークがインターネットから切り離されている場合、NTP によって、実際には、他の方法
で時刻を取得している場合でも、NTPを使用した同期化と同様にデバイスの動作を設定できます。
他のデバイスは、NTP によりこのデバイスと同期化されます。
複数のタイム ソースがある場合は、NTP は常に、より信頼性があると見なされます。NTP の時刻
は、他の方法による時刻に優先します。
自社のホスト システムに NTP ソフトウェアを組み込んでいるメーカーが数社あり、UNIX システ
ム用のバージョンやその派生ソフトウェアも一般に入手できます。このソフトウェアによって、
ホスト システムも時間が同期化されます。

NTP バージョン 4
スイッチには、NTP バージョン 4 が実装されています。NTPv4 は NTP バージョン 3 の拡張版で
す。NTPv4 は IPv4 と IPv6 の両方をサポートし、NTPv3 との下位互換性があります。
NTPv4 は次の互換性を提供します。
• IPv6 のサポート。
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• NTPv3 よりさらに向上したセキュリティ。NTPv4 プロトコルは、公開キー暗号化および標準
X509 認証に基づくセキュリティ フレームワークを提供します。
• ネットワークに対する時間分布ヒエラルキーの自動計算。特定のマルチキャスト グループを
使用して、NTPv4 は、最も低い帯域幅コストで最高の時間精度を達成するサーバのヒエラル
キーを自動的に設定します。この機能では、サイトローカル IPv6 マルチキャスト アドレス
が活用されます。
NTPv4 の設定の詳細については、『Cisco IOS IPv6 Configuration Guide, Release 12.4T』の
「Implementing NTPv4 in IPv6」の章を参照してください。

システム名およびシステム プロンプト
スイッチを識別するシステム名を設定します。デフォルトでは、システム名およびプロンプトは
Switch です。
システム プロンプトを設定していない場合は、システム名の最初の 20 文字がシステム プロンプ
トとして使用されます。大なり記号（>）が付加されます。システム名が変更されると、プロンプ
トは更新されます。
ここで使用するコマンドの構文および使用方法の詳細については、『Cisco IOS Configuration
Fundamentals Command Reference, Release 12.4』および『Cisco IOS IP Command Reference, Volume 2
of 3: Routing Protocols, Release 12.4』を参照してください。

スタックのシステム名およびシステム プロンプト
アクティブ スイッチを介してスタック メンバにアクセスする場合は、session stack-member-number
特権 EXEC コマンドを使用する必要があります。スタック メンバ番号の有効範囲は 1 ～ 4 です。
このコマンドを使用すると、スタック メンバの番号がシステム プロンプトの末尾に追加されま
す。たとえば、Switch-2# はスタック メンバ 2 の特権 EXEC モードのプロンプトであり、スイッ
チ スタックのシステム プロンプトは Switch です。

デフォルトのシステム名とプロンプトの設定
デフォルトのスイッチのシステム名およびプロンプトは Switch です。

DNS
DNS プロトコルは、ドメイン ネーム システム（DNS）を制御します。DNS とは分散型データベー
スであり、ホスト名を IP アドレスにマッピングできます。スイッチに DNS を設定すると、ping、
telnet、connect などのすべての IP コマンドおよび関連する Telnet サポート操作で IP アドレスの
代わりにホスト名を使用できます。
IP によって定義される階層型の命名方式では、デバイスを場所またはドメインで特定できます。
ドメイン名は、ピリオド（.）を区切り文字として使用して構成されています。たとえば、シスコ
は、IP で com というドメイン名に分類される商業組織なので、ドメイン名は cisco.com となりま
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す。このドメイン内の特定のデバイス、たとえばファイル転送プロトコル（FTP）システムは、
ftp.cisco.com で表されます。
IP ではドメイン名をトラッキングするために、ドメイン ネーム サーバという概念が定義されてい
ます。ドメイン ネーム サーバの役割は、名前から IP アドレスへのマッピングをキャッシュ（ま
たはデータベース）に保存することです。ドメイン名を IP アドレスにマッピングするには、ま
ず、ホスト名を明示し、ネットワーク上に存在するネームサーバを指定し、DNSをイネーブルに
します。

DNS のデフォルト設定値
表 162：DNS のデフォルト設定値

機能

デフォルト設定

DNS イネーブル ステート

イネーブル

DNS デフォルト ドメイン名

未設定

DNS サーバ

ネーム サーバのアドレスが未設定

ログイン バナー
Message-of-The-Day（MoTD）バナーおよびログイン バナーを作成できます。MOTD バナーはロ
グイン時に、接続されたすべての端末に表示されます。すべてのネットワーク ユーザに影響する
メッセージ（差し迫ったシステム シャットダウンの通知など）を送信する場合に便利です。
ログイン バナーも接続されたすべての端末に表示されます。表示されるのは、MoTD バナーの後
で、ログイン プロンプトが表示される前です。

（注）

ここで使用するコマンドの構文および使用方法の詳細については、『Cisco IOS Configuration
Fundamentals Command Reference, Release 12.4』を参照してください。

バナーのデフォルト設定
MoTD およびログイン バナーは設定されません。

MAC Address Table
MAC アドレス テーブルには、スイッチがポート間のトラフィック転送に使用するアドレス情報
が含まれています。このアドレス テーブルに登録されたすべての MAC アドレスは、1 つまたは
複数のポートに対応しています。アドレステーブルに含まれるアドレスタイプには、次のものが
あります。
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• ダイナミック アドレス：スイッチが取得し、使用されなくなった時点で期限切れとなる送信
元の MAC アドレス
• スタティック アドレス：手動で入力され、期限切れにならず、スイッチのリセット時にも消
去されないユニキャスト アドレス
アドレス テーブルは、宛先 MAC アドレス、対応する VLAN（仮想 LAN）ID、アドレスに対応付
けられたポート番号、およびタイプ（スタティックまたはダイナミック）のリストです。

（注）

ここで使用するコマンドの構文および使用方法の詳細については、このリリースに対応するコ
マンド リファレンスを参照してください。

MAC アドレス テーブルの作成
すべてのポートでサポートされる複数の MAC アドレスを使用して、他のネットワーク デバイス
にスイッチ上のすべてのポートを接続できます。スイッチは、各ポートで受信するパケットの送
信元アドレスを取得し、アドレス テーブルにアドレスとそれに関連付けられたポート番号を追加
することによって、動的なアドレス指定を行います。ネットワークでデバイスの追加または削除
が行われると、スイッチによってアドレステーブルが更新され、新しいダイナミックアドレスが
追加され、使用されていないアドレスは期限切れになります。
エージング インターバルは、グローバルに設定されています。ただし、スイッチは VLAN ごとに
アドレス テーブルを維持し、STP によって VLAN 単位で有効期間を短縮できます。
スイッチは、受信したパケットの宛先アドレスに基づいて、任意の組み合わせのポート間でパケッ
トを送信します。スイッチは、MAC アドレス テーブルを使用することによって、宛先アドレス
に関連付けられたポートに限定してパケットを転送します。宛先アドレスがパケットを送信した
ポート上にある場合は、パケットはフィルタリング処理され、転送されません。スイッチは、常
にストアアンドフォワード方式を使用します。このため、完全なパケットをいったん保存してエ
ラーがないか検査してから転送します。

MAC アドレスおよび VLAN
すべてのアドレスは VLAN と関連付けされます。1 つのアドレスを複数の VLAN に対応付け、そ
れぞれで異なる宛先を設定できます。たとえば、ユニキャスト アドレスを VLAN 1 のポート 1 お
よび VLAN 5 のポート 9、10、1 に転送するといったことが可能です。
VLAN ごとに、独自の論理アドレス テーブルが維持されます。ある VLAN で認識されているアド
レスが別の VLAN で認識されるには、別の VLAN 内のポートによって学習されるか、または別の
VLAN 内のポートにスタティックに対応付けられる必要があります。

MAC アドレスおよびスイッチのスタック
すべてのスタック メンバにある MAC アドレス テーブルでは、同期が取られます。いかなる時点
でも、各スタック メンバには、各 VLAN のアドレス テーブルの同じコピーがあります。アドレ
スがエージング アウトすると、アドレスは、すべてのスタック メンバにあるアドレス テーブル
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から削除されます。スイッチがスイッチ スタックに参加すると、そのスイッチでは、他のスタッ
ク メンバでラーニングされた各 VLAN のアドレスを受信します。スタック メンバがスイッチ ス
タックに残っているときには、残りのスタックメンバは、エージングアウトするか、前のスタッ
ク メンバによってラーニングされたすべてのアドレスが削除されます。

MAC アドレス テーブルのデフォルト設定
次の表に、MAC アドレス テーブルのデフォルト設定を示します。
表 163：MAC アドレスのデフォルト設定

機能

デフォルト設定

エージング タイム

300 秒

ダイナミック アドレス

自動学習

スタティック アドレス

未設定

ARP テーブルの管理
デバイスと通信するには（イーサネット上のデバイスなど）、ソフトウェアは最初にそのデバイ
スの 48 ビット MAC アドレスまたはローカル データ リンク アドレスを学習する必要があります。
IP アドレスからローカル データ リンク アドレスを学習するプロセスを、アドレス解決といいま
す。
アドレス解決プロトコル（ARP）は、ホスト IP アドレスを、該当するメディアまたは MAC アド
レスおよび VLAN ID に対応付けます。IP アドレスを使用して、ARP は対応する MAC アドレスを
見つけます。MAC アドレスが見つかると、IP と MAC アドレスとの対応を ARP キャッシュに格
納し、すばやく検索できるようにします。その後、IP データグラムがリンク層フレームにカプセ
ル化され、ネットワークを通じて送信されます。イーサネット以外の IEEE 802 ネットワークにお
ける IP データグラムのカプセル化および ARP 要求/応答については、サブネットワーク アクセス
プロトコル（SNAP）で規定されています。IP インターフェイスでは、標準的なイーサネット形式
の ARP カプセル化（arpa キーワードで表される）がデフォルトでイネーブルに設定されていま
す。
手動でテーブルに追加された ARP エントリは期限切れにならないので、手動で削除する必要があ
ります。
CLI（コマンドライン インターフェイス）の手順については、Cisco.com で Cisco IOS Release 12.4
のマニュアルを参照してください。
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スイッチを管理する方法
手動による日付と時刻の設定
正確なシステム時刻は再開と再起動により保持されますが、日付と時刻はシステムが再開してか
ら手動で設定できます。
手動設定は必要な場合にのみ使用することを推奨します。スイッチが同期できる外部ソースがあ
る場合は、システム クロックを手動で設定する必要はありません。

システム クロックの設定
ネットワーク上に、NTP サーバなどの時刻サービスを提供する外部ソースがある場合、手動でシ
ステム クロックを設定する必要はありません。
システム クロックを設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

次のいずれかを使用します。
• clock set hh:mm:ss day month
year
• clock set hh:mm:ss month day
year

次のいずれかの書式を使ってシステム クロックを
手動で設定します。
• hh:mm:ss：時間（24 時間形式）、分、秒を指
定します。指定された時刻は、設定されたタ
イム ゾーンに基づきます。
• day：月の日で日付を指定します。

例：

• month：月を名前で指定します。

Device# clock set 13:32:00 23
March 2013

• year：年を指定します（略式表記で指定しない
でください）。

タイム ゾーンの設定
タイム ゾーンを手動で設定するには、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

clock timezone zone hours-offset 時間帯を設定します。
[minutes-offset]
内部時間は、協定世界時（UTC）で維持されるた
め、このコマンドは表示専用で、時刻を手動で設
例：
定するときだけに使用されます。
Device(config)# clock
timezone AST -3 30

• zone：標準時が適用されているときに表示さ
れるタイム ゾーンの名前を入力します。デ
フォルトは UTC です。
• hours-offset：UTC からのオフセット時間数を
入力します。
• （任意）minutes-offset：UTC からのオフセッ
ト分数を入力します。ローカル タイム ゾー
ンが UTC と 1 時間の差の割合である場合に
指定できます。

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 5

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定
を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

夏時間の設定
毎年特定の日に夏時間が開始および終了する地域に夏時間を設定するには、次の作業を行います。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

clock summer-time zone date
毎年指定された日に開始および終了する夏時間を
month year hh:mm date month year 設定します。
hh:mm [offset]]date
例：
Device(config)# clock
summer-time PDT date
10 March 2013 2:00 3 November
2013 2:00

ステップ 4

clock summer-time zonerecurring 毎年指定された日に開始および終了する夏時間を
[week day month hh:mm week day 設定します。すべての時刻は、現地のタイム ゾー
month hh:mm [offset]]
ンを基準にしています。開始時間は標準時を基準
にしています。
例：

Device(config)# clock
summer-time

終了時間は夏時間を基準にしています。夏時間は
デフォルトでディセーブルに設定されています。
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コマンドまたはアクション

目的

PDT recurring 10 March 2013
2:00 3 November 2013 2:00

パラメータなしで clock summer-time zonerecurring
を指定すると、夏時間のルールはデフォルトによ
り米国のルールになります。
開始月が終了月より後の場合は、システムでは南
半球にいると見なされます。
• zone：夏時間が有効な場合に表示される時間
帯名（PDT など）を指定します。
• （任意）week：月の週（1 ～ 4、first、または
last）を指定します。
• （任意）day：曜日（Sunday、Monday など）
を指定します。
• （任意）month：月（January、February など）
を指定します。
• （任意）hh:mm：時および分単位で時間（24
時間形式）を指定します。
• （任意）offset：夏時間中に追加する分数を指
定します。デフォルトは 60 です。

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 6

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 7

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定
を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

ユーザの居住地域の夏時間が定期的なパターンに従わない（次の夏時間のイベントの正確な日時
を設定する）場合は、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

clock summer-time zonedate[
month date year hh:mm month date
year hh:mm [offset]]orclock
summer-time zonedate [date
month year hh:mm date month year
hh:mm [offset]]

最初の日付で夏時間開始の日付を、2 番めの日付
で終了の日付を設定します。
夏時間はデフォルトでディセーブルに設定されて
います。
• zone には、夏時間が施行されているときに表
示されるタイム ゾーンの名前（たとえば
PDT）を入力します。
• （任意）week には、月の何週目かを指定しま
す（1 ～ 5、または last）。
• （任意）day には、曜日を指定します
（Sunday、Monday など）。
• （任意）month には、月を指定します
（January、February など）。
• （任意）hh:mm には、時刻を時間（24 時間形
式）と分で指定します。
• （任意）offset には、夏時間の間、追加する
分数を指定します。デフォルトは 60 です。

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 6

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定
を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

システム名の設定
システム名を手動で設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

hostname name
例：
Device(config)# hostname
remote-users

システム名を設定します。システム名を設定す
ると、システム プロンプトとしても使用されま
す。
デフォルト設定は Switch です。
名前は ARPANET ホスト名のルールに従う必要
があります。このルールではホスト名は文字で
始まり、文字または数字で終わり、その間には
文字、数字、またはハイフンしか使用できませ
ん。名前には 63 文字まで使用できます。
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
remote-users(config)#end
remote-users#

ステップ 5

入力を確認します。

show running-config
例：
Device# show running-config

ステップ 6

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設
定を保存します。

copy running-config
startup-config
例：
Device# copy running-config
startup-config

DNS の設定
スイッチの IP アドレスをホスト名として使用する場合、この IP アドレスが使用されるため、DNS
クエリは発生しません。ピリオド（.）なしでホスト名を設定すると、ピリオドと、それに続くデ
フォルトのドメイン名がホスト名に追加され、その後で DNS クエリーが行われ、名前を IP アド
レスにマッピングします。デフォルトのドメイン名は、グローバルコンフィギュレーションコマ
ンド ip domain-name で設定される値です。ホスト名にピリオド（.）がある場合は、Cisco IOS ソ
フトウェアは、ホスト名にデフォルトのドメイン名を追加せずに IP アドレスを検索します。
DNS を使用するようにスイッチを設定するには、次の手順を実行します。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

2135

スイッチを管理する方法

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 3

ip domain-name name
例：
Device(config)# ip
domain-name Cisco.com

非完全修飾ホスト名（ドット付き 10 進表記ドメイン名
のない名前）を完成させるためにソフトウェアが使用
する、デフォルトのドメイン名を定義します。
ドメイン名を未修飾の名前から区切るために使用され
る最初のピリオドは入れないでください。
ブート時にはドメイン名は設定されていませんが、ス
イッチの設定が BOOTP または Dynamic Host
Configuration Protocol（DHCP）サーバから行われてい
る場合、BOOTP または DHCP サーバによってデフォ
ルトのドメイン名が設定されることがあります（この
情報がサーバに設定されている場合）。

ステップ 4

ip name-server
server-address1
[server-address2 ...
server-address6]
例：
Device(config)# ip
name-server 192.168.1.100
192.168.1.200 192.168.1.300

ステップ 5

ip domain-lookup [nsap |
source-interface interface]
例：
Device(config)# ip
domain-lookup

ステップ 6

end

名前とアドレスの解決に使用する1つまたは複数のネー
ム サーバのアドレスを指定します。
最大 6 つのネーム サーバを指定できます。各サーバ ア
ドレスはスペースで区切ります。最初に指定されたサー
バが、プライマリ サーバです。スイッチは、最初にプ
ライマリ サーバへ DNS クエリを送信します。そのク
エリが失敗した場合は、バックアップ サーバにクエリ
が送信されます。
（任意） スイッチ上で、DNS に基づくホスト名からア
ドレスへの変換をイネーブルにします。この機能は、
デフォルトでイネーブルにされています。
ユーザのネットワークデバイスが、名前の割り当てを
制御できないネットワーク内のデバイスと接続する必
要がある場合、グローバルなインターネットのネーミ
ング方式（DNS）を使用して、ユーザのデバイスを一
意に識別するデバイス名を動的に割り当てることがで
きます。
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end
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コマンドまたはアクション 目的
ステップ 7

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 8

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保
存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

次の作業

Message-of-the-Day ログイン バナーの設定
スイッチにログインしたときに画面に表示される 1 行以上のメッセージ バナーを作成できます。
MOTD ログイン バナーを設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パ
スワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

banner motd c message c
例：
Device(config)# banner motd #
This is a secure site. Only
authorized users are allowed.
For access, contact technical

MoTD を指定します。
c：ポンド記号（#）など、目的のデリミタを
入力して Return キーを押します。区切り文字
はバナー テキストの始まりと終わりを表しま
す。終わりの区切り文字の後ろの文字は廃棄
されます。
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

support.
#

message：255 文字までのバナー メッセージを
入力します。メッセージ内には区切り文字を
使用できません。

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 5

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 6

copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに
設定を保存します。
例：
Device# copy running-config
startup-config

ログイン バナーの設定
接続されたすべての端末でログイン バナーが表示されるように設定できます。バナーが表示され
るのは、MoTD バナーの後で、ログイン プロンプトが表示される前です。
ログイン バナーを設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パ
スワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

banner login c message c

ログイン メッセージを指定します。

例：
Device(config)# banner login $
Access for authorized users
only.
Please enter your username and

ステップ 4

c：ポンド記号（#）など、目的のデリミタを入
力して Return キーを押します。区切り文字は
バナーテキストの始まりと終わりを表します。
終わりの区切り文字の後ろの文字は廃棄されま
す。

password.
$

message：255 文字までのログイン メッセージ
を入力します。メッセージ内には区切り文字を
使用できません。

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 5

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 6

copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに
設定を保存します。
例：
Device# copy running-config
startup-config

MAC アドレス テーブルの管理
アドレス エージング タイムの変更
ダイナミック アドレス テーブルのエージング タイムを設定するには、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

mac address-table aging-time [0 | ダイナミック エントリが使用または更新された
10-1000000] [routed-mac | vlan
後、MAC アドレス テーブル内に保持される時
vlan-id]
間を設定します。
例：
Device(config)# mac
address-table
aging-time 500 vlan 2

指定できる範囲は 10 ～ 1000000 秒です。デフォ
ルトは 300 です。0 を入力して期限切れをディ
セーブルにすることもできます。スタティック
アドレスは、期限切れになることもテーブルか
ら削除されることもありません。
vlan-id：有効な ID は 1 ～ 4094 です。

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 5

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 6

copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設
定を保存します。
例：
Device# copy running-config
startup-config
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MAC アドレス変更通知トラップの設定
NMS ホストに MAC アドレス変更通知トラップを送信するようにスイッチを設定するには、次の
手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権EXECモードをイネーブルにします。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

snmp-server host host-addr
トラップ メッセージの受信側を指定します。
community-string notification-type
• host-addr：NMS の名前またはアドレスを指定
{ informs | traps } {version {1 | 2c
します。
| 3}} {vrf vrf instance name}
例：
Device(config)# snmp-server
host
172.20.10.10 traps private
mac-notification

• traps （デフォルト）：ホストに SNMP トラッ
プを送信します。
• informs：ホストに SNMP インフォームを送
信します。
• version：サポートする SNMP バージョンを指
定します。informs にはバージョン 1（デフォ
ルト）を使用できません。
• community-string：通知処理で送信する文字列
を指定します。snmp-server host コマンドを
使用してこの文字列を設定できますが、この
文字列を定義するには、snmp-server
community コマンドを使用し、次に
snmp-server host コマンドを使用することを
推奨します。
• notification-type：mac-notification キーワード
を使用します。
• vrf vrf instance name：このホストの VPN ルー
ティング/転送インスタンスを指定します。
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

snmp-server enable traps
mac-notification change

スイッチが MAC アドレス変更通知トラップを送
信できるようにします。

例：
Device(config)# snmp-server
enable traps
mac-notification change

ステップ 5

mac address-table notification
change

MAC アドレス変更通知機能をイネーブルにしま
す。

例：
Device(config)# mac
address-table
notification change

ステップ 6

mac address-table notification
change [interval value]
[history-size value]

トラップ インターバル タイムと履歴テーブルのサ
イズを入力します。
• （任意）interval value：NMS に生成されるト

例：
Device(config)# mac
address-table
notification change interval
123
Device(config)#mac
address-table
notification change
history-size 100

ステップ 7

interface interface-id
例：
Device(config)# interface
gigabitethernet1/0/2

ステップ 8

ラップの各セット間の通知トラップ インター
バルを秒単位で指定します。指定できる範囲
は 0 ～ 2147483647 秒です。デフォルトは 1
秒です。
• （任意）history-size value：MAC 通知履歴テー
ブルの最大エントリ数を指定します。指定で
きる範囲は 0 ～ 500 です。デフォルトは 1 で
す。
インターフェイス コンフィギュレーション モード
を開始し、SNMP MAC アドレス通知トラップをイ
ネーブルにするレイヤ 2 インターフェイスを指定
します。

snmp trap mac-notification change インターフェイス上で MAC アドレス変更通知ト
{added | removed}
ラップをイネーブルにします。
例：
Device(config-if)# snmp trap
mac-notification change added

• MAC アドレスがインターフェイスに追加さ
れた（added）場合にトラップをイネーブル
にします。
• MAC アドレスがインターフェイスから削除
された（removed）場合に MAC 通知トラッ
プをイネーブルにします。
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 10 show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 11 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定
を保存します。
例：
Device# copy running-config
startup-config

MAC アドレス移動通知トラップの設定
MAC 移動通知を設定する場合は、MAC アドレスが、同じ VLAN 内のあるポートから別のポート
に移動すると常に、SNMP 通知が生成されてネットワーク管理システムに送信されます。
NMS ホストに MAC アドレス移動通知トラップを送信するようにスイッチを設定するには、次の
手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

snmp-server host host-addr {traps トラップ メッセージの受信側を指定します。
| informs} {version {1 | 2c | 3}}
community-string notification-type

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

2143

スイッチを管理する方法

コマンドまたはアクション

目的
• host-addr：NMS の名前またはアドレスを指

例：
Device(config)# snmp-server host
172.20.10.10 traps private
mac-notification

定します。
• traps （デフォルト）：ホストに SNMP ト
ラップを送信します。
• informs：ホストに SNMP インフォームを
送信します。
• version：サポートする SNMP バージョンを
指定します。informs にはバージョン 1（デ
フォルト）を使用できません。
• community-string：通知処理で送信する文字
列を指定します。snmp-server host コマン
ドを使用してこの文字列を設定できます
が、この文字列を定義するには、
snmp-server community コマンドを使用し、
次に snmp-server host コマンドを使用する
ことを推奨します。
• notification-type：mac-notification キーワー
ドを使用します。

ステップ 4

snmp-server enable traps
mac-notification move

スイッチが NMS に MAC アドレス移動通知ト
ラップを送信できるようにします。

例：
Device(config)# snmp-server
enable traps
mac-notification move

ステップ 5

mac address-table notification
mac-move

MAC アドレス移動通知機能をイネーブルにしま
す。

例：
Device(config)# mac
address-table
notification mac-move

ステップ 6

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 8

copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設
定を保存します。
例：
Device# copy running-config
startup-config

次の作業
スイッチによる MAC アドレス移動通知トラップの送信をディセーブルにするには、no snmp-server
enable traps mac-notification move グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。
MAC アドレス変更通知機能をディセーブルにするには、no mac address-table notification mac-move
グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。
show mac address-table notification mac-move 特権 EXEC コマンドを入力して、設定を確認するこ
とができます。

MAC しきい値通知トラップの設定
MAC しきい値通知を設定する場合は、MAC アドレス テーブルのしきい値の制限値に達するか、
その値を超えると、SNMP 通知が生成されてネットワーク管理システムに送信されます。
NMS ホストに MAC アドレス テーブルしきい値通知トラップを送信するようにスイッチを設定す
るには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

snmp-server host host-addr {traps
|informs} {version {1 | 2c | 3}}
community-string notification-type

トラップ メッセージの受信側を指定します。
• host-addr：NMS の名前またはアドレスを指
定します。

例：
Device(config)# snmp-server host
172.20.10.10 traps private
mac-notification

• traps （デフォルト）：ホストに SNMP ト
ラップを送信します。
• informs：ホストに SNMP インフォームを
送信します。
• version：サポートする SNMP バージョンを
指定します。informs にはバージョン 1（デ
フォルト）を使用できません。
• community-string：通知処理で送信する文字
列を指定します。snmp-server host コマン
ドを使用してこの文字列を設定できます
が、この文字列を定義するには、
snmp-server community コマンドを使用し、
次に snmp-server host コマンドを使用する
ことを推奨します。
• notification-type：mac-notification キーワー
ドを使用します。

ステップ 4

snmp-server enable traps
mac-notification threshold

NMS への MAC しきい値通知トラップをイネー
ブルにします。

例：
Device(config)# snmp-server
enable traps
mac-notification threshold

ステップ 5

mac address-table notification
threshold

MAC アドレスしきい値通知機能をイネーブルに
します。

例：
Device(config)# mac
address-table
notification threshold
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

mac address-table notification
threshold [limit percentage] |
[interval time]

MAC アドレスしきい値使用状況モニタリングの
しきい値を入力します。
• （任意）limit percentage：MAC アドレス

例：
Device(config)# mac
address-table
notification threshold interval
123
Device(config)# mac
address-table
notification threshold limit 78

ステップ 7

end

テーブルの使用率を指定します。有効値は
1 ～ 100 % です。デフォルト値は 50% で
す。
• （任意）interval time：通知の間隔を指定し
ます。有効値は 120 秒以上です。デフォル
トは 120 秒です。
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 8

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 9

copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設
定を保存します。
例：
Device# copy running-config
startup-config

次の作業
スタティック アドレス エントリの追加および削除
スタティック アドレスを追加するには、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

mac address-table static
MAC アドレス テーブルにスタティック アドレスを追
mac-addrvlan vlan-idinterface 加します。
interface-id
• mac-addr：アドレステーブルに追加する宛先MAC
ユニキャスト アドレスを指定します。この宛先
例：
アドレスを持つパケットが指定した VLAN に着
Device(config)# mac
信すると、指定したインターフェイスに転送され
address-table
static c2f3.220a.12f4 vlan
ます。
4 interface
gigabitethernet 1/0/1

• vlan-id：指定された MAC アドレスを持つパケッ
トを受信する VLAN を指定します。指定できる
VLAN ID の範囲は 1 ～ 4094 です。
• interface-id：受信パケットが転送されるインター
フェイスを指定します。有効なインターフェイス
は、物理ポートまたはポート チャネルです。ス
タティック マルチキャスト アドレスの場合、複
数のインターフェイス ID を入力できます。スタ
ティックユニキャストアドレスの場合、インター
フェイスは同時に 1 つしか入力できません。ただ
し、同じ MAC アドレスおよび VLAN ID を指定
すると、コマンドを複数回入力できます。

ステップ 4

end
例：

特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z キーを押
しても、グローバル コンフィギュレーション モード
を終了できます。

Device(config)# end

ステップ 5

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保
存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

ユニキャスト MAC アドレス フィルタリングの設定
スイッチが送信元または宛先ユニキャストスタティックアドレスをドロップするよう設定するに
は、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

mac address-table static
mac-addrvlan vlan-iddrop
例：
Device(config)# mac
address-table
static c2f3.220a.12f4 vlan 4
drop

ユニキャスト MAC アドレス フィルタリングをイ
ネーブルにし、スイッチが指定した送信元または
宛先ユニキャスト スタティック アドレスを持つ
パケットをドロップするように設定します。
• mac-addr：送信元または宛先ユニキャスト
MAC アドレス（48 ビット）を指定します。
この MAC アドレスを持つパケットはドロッ
プされます。
• vlan-id：指定された MAC アドレスを持つパ
ケットを受信する VLAN を指定します。指
定できる VLAN ID の範囲は 1 ～ 4094 です。
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 5

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 6

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設
定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

スイッチのモニタリングおよび保守の管理
コマンド

目的

clear mac address-table dynamic

すべてのダイナミック エントリを削除します。

clear mac address-table dynamic address
mac-address

特定の MAC アドレスを削除します。

clear mac address-table dynamic interface
interface-id

指定された物理ポートまたはポート チャネル上
のすべてのアドレスを削除します。

clear mac address-table dynamic vlan vlan-id

指定された VLAN 上のすべてのアドレスを削除
します。

show clock [detail]

時刻と日付の設定を表示します。

show ip igmp snooping groups

すべての VLAN または指定された VLAN に対
するレイヤ 2 マルチキャスト エントリを表示し
ます。

show mac address-table address mac-address

指定された MAC アドレスの MAC アドレス テー
ブル情報を表示します。
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コマンド

目的

show mac address-table aging-time

すべての VLAN または指定された VLAN のエー
ジング タイムを表示します。

show mac address-table count

すべての VLAN または指定された VLAN で存
在しているアドレス数を表示します。

show mac address-table dynamic

ダイナミック MAC アドレス テーブル エントリ
のみを表示します。

show mac address-table interface interface-name

指定されたインターフェイスの MAC アドレス
テーブル情報を表示します。

show mac address-table move update

MAC アドレス テーブル移動更新情報を表示し
ます。

show mac address-table multicast

マルチキャストの MAC アドレスのリストを表
示します。

show mac address-table notification {change |
mac-move | threshold}

MAC 通知パラメータおよび履歴テーブルを表
示します。

show mac address-table secure

セキュア MAC アドレスを表示します。

show mac address-table static

スタティック MAC アドレス テーブル エントリ
だけを表示します。

show mac address-table vlan vlan-id

指定された VLAN の MAC アドレス テーブル情
報を表示します。

スイッチ管理の設定例
例：システム クロックの設定
次の例は、システム クロックを手動で設定する方法を示しています。
Device# clock set 13:32:00 23 July 2013
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例：サマー タイムの設定
次に、サマータイムが 3 月 10 日の 02:00 に開始し、11 月 3 日の 02:00 に終了する場合の設定を例
として示します。
Device(config)# clock summer-time PDT recurring PST date
10 March 2013 2:00 3 November 2013 2:00

次に、サマータイムの開始日と終了日を設定する例を示します。
Device(config)#clock summer-time PST date
20 March 2013 2:00 20 November 2013 2:00

例：MOTD バナーの設定
次の例は、開始および終了デリミタにポンド記号（#）を使用して、MOTD バナーを設定する方法
を示しています。
Device(config)# banner motd #
This is a secure site. Only authorized users are allowed.
For access, contact technical support.
#
Device(config)#

次に、前の設定により表示されたバナーの例を示します。
Unix> telnet 192.0.2.15
Trying 192.0.2.15...
Connected to 192.0.2.15.
Escape character is '^]'.
This is a secure site. Only authorized users are allowed.
For access, contact technical support.
User Access Verification
Password:

例：ログイン バナーの設定
次の例は、開始および終了デリミタにドル記号（$）を使用して、にログイン バナーを設定する
方法を示しています。
Device(config)# banner login $
Access for authorized users only. Please enter your username and password.
$
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Device(config)#

例：MAC アドレス変更通知トラップの設定
次に、NMS として 172.20.10.10 を指定し、NMS への MAC アドレス通知トラップの送信をイネー
ブルにし、MAC アドレス変更通知機能をイネーブルにし、インターバル タイムを 123 秒に設定
し、履歴サイズを 100 エントリに設定し、特定のポートで MAC アドレスが追加された場合のト
ラップをイネーブルにする例を示します。
Device(config)# snmp-server host 172.20.10.10 traps private mac-notification
Device(config)# snmp-server enable traps mac-notification change
Device(config)# mac address-table notification change
Device(config)# mac address-table notification change interval 123
Device(config)# mac address-table notification change history-size 100
Device(config)# interface gigabitethernet1/2/1
Device(config-if)# snmp trap mac-notification change added

例：MAC しきい値通知トラップの設定
次に、NMS として 172.20.10.10 を指定し、MAC アドレスしきい値通知機能をイネーブルにし、イ
ンターバル タイムを 123 秒に設定し、制限を 78% に設定する例を示します。
Device(config)#
Device(config)#
Device(config)#
Device(config)#
Device(config)#

snmp-server host 172.20.10.10 traps private mac-notification
snmp-server enable traps mac-notification threshold
mac address-table notification threshold
mac address-table notification threshold interval 123
mac address-table notification threshold limit 78

例：MAC アドレス テーブルへのスタティック アドレスの追加
次の例では、MAC アドレス テーブルにスタティック アドレス c2f3.220a.12f4 を追加する方法を示
します。VLAN 4 でこの MAC アドレスを宛先アドレスとして持つパケットを受信すると、パケッ
トは指定されたポートに転送されます。

（注）

複数のインターフェイスに同じ静的 MAC アドレスを関連付けることはできません。コマンド
を別のインターフェイスで再度実行すると、新しいインターフェイス上で静的 MAC アドレス
が上書きされます。
Device(config)# mac address-table static c2f3.220a.12f4 vlan 4 interface gigabitethernet1/1/1
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例：ユニキャスト MAC アドレス フィルタリングの設定
次に、ユニキャスト MAC アドレス フィルタリングをイネーブルにし、c2f3.220a.12f4 の送信元ま
たは宛先アドレスを持つドロップ パケットを設定する例を示します。送信元または宛先としてこ
の MAC アドレスを持つパケットが VLAN4 上で受信された場合、パケットがドロップされます。
Device(config)# mac address-table static c2f3.220a.12f4 vlan 4 drop

スイッチ管理に関する追加情報
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

システム管理コマンド

System Management Command
Reference (Catalyst 3850 Switches)

ネットワーク管理の設定

Network Management
Configuration Guide (Catalyst
3850 Switches)

レイヤ 2 の設定

Layer 2/3 Configuration Guide
(Catalyst 3850 Switches)

VLAN コンフィギュレーション

VLAN Configuration Guide
(Catalyst 3850 Switches)

プラットフォームに依存しないコマンド リファレンス

Configuration Fundamentals
Command Reference, Cisco IOS
XE Release 3S（Catalyst 3850
Switches）

プラットフォームに依存しない設定情報

Configuration Fundamentals
Configuration Guide, Cisco IOS
XE Release 3S（Catalyst 3850
Switches）
IP Addressing Configuration Guide
Library, Cisco IOS XE Release 3S
（Catalyst 3850 Switches）

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
2154

OL-30686-01-J

スイッチ管理の機能履歴と情報

標準および RFC
標準/RFC

Title

なし

—

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

シスコのテクニカル サポート
Link

説明

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

スイッチ管理の機能履歴と情報
リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

2155

スイッチ管理の機能履歴と情報

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
2156

OL-30686-01-J

第

89

章

スイッチのセットアップ設定の実行
• 機能情報の確認, 2157 ページ
• スイッチセットアップ設定の実行に関する情報, 2157 ページ
• スイッチ設定コンフィギュレーションの実行方法, 2173 ページ
• スイッチのセットアップ設定のモニタリング, 2190 ページ
• スイッチ のセットアップを実行する場合の設定例, 2194 ページ
• スイッチ設定に関する追加情報, 2196 ページ
• スイッチセットアップ設定の機能履歴と情報, 2197 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

スイッチセットアップ設定の実行に関する情報
IP アドレスの割り当ておよび DHCP 自動設定を含む初期スイッチ設定タスクを実行する前に、こ
のモジュールのセクションを確認します。
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スイッチブート プロセス
スイッチを起動するには、ハードウェアインストレーションガイドの手順にしたがって、スイッ
チ のインストールと電源投入、およびスイッチの初期設定（IP アドレス、サブネット マスク、デ
フォルト ゲートウェイ、シークレット、Telnet パスワードなど）を行う必要があります。
通常の起動プロセスにはブートローダ ソフトウェアの動作が含まれ、以下のアクティビティが実
行されます。
• 下位レベルの CPU 初期化を行います。CPU レジスタを初期化することにより、物理メモリ
がマッピングされる場所、容量、速度などを制御します。
• CPU サブシステムの電源投入時セルフ テスト（POST）を実行し、システム DRAM をテスト
します。
• システム ボード上のファイル システムを初期化します。
• デフォルトのオペレーティング システム ソフトウェア イメージをメモリにロードし、スイッ
チを起動します。
ブート ローダにより、オペレーティング システムがロードされる前に、ファイル システムにア
クセスすることができます。ブートローダの使用目的は通常、オペレーティングシステムのロー
ド、展開、および起動に限定されます。オペレーティング システムが CPU を制御できるようにな
ると、ブートローダは、次にシステムがリセットされるか電源が投入されるまでは非アクティブ
になります。
また、オペレーティング システムが使用不可能になるほどの重大な障害が発生した場合は、ブー
トローダはシステムにトラップドアからアクセスします。トラップドア メカニズムによりシステ
ムへのアクセスを十分に行うことで、必要に応じて、XMODEM プロトコルを使用してオペレー
ティング システムのソフトウェアイメージを再インストールし、失われたパスワードを回復し、
最終的にオペレーティング システムを再起動できます。
スイッチ情報を割り当てるには、PC または端末をコンソール ポートに接続するか、PC をイーサ
ネット管理ポートに接続して、PC または端末エミュレーション ソフトウェアのボーレートおよ
びキャラクタフォーマットをスイッチのコンソールポートの設定と一致させておく必要がありま
す。
• デフォルトのボーレートは 9600 です。
• デフォルトのデータ ビットは 8 です。

（注）

データ ビット オプションを 8 に設定した場合、パリティ オプションは「な
し」に設定します。

• デフォルトのストップ ビットは 2（マイナー）です。
• デフォルトのパリティ設定は「なし」です。
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ソフトウェア インストーラ機能
次のスイッチでソフトウェア インストーラ機能がサポートされます。
• スタンドアロン スイッチ、スイッチ スタック、またはスタック内のスイッチのサブセット
でのソフトウェア バンドルのインストール。デフォルトでは、スイッチ スタックが設定さ
れている場合、すべてのスイッチでインストールが行われます。
• 以前にインストールしたパッケージ セットへのソフトウェア ロールバック。
• 有効なインストール済みパッケージがブート フラッシュに存在しない場合の緊急インストー
ル。
• 互換性のないソフトウェアを持つスイッチ スタックに参加しているスイッチの自動アップグ
レード。
• スイッチ スタック内の別のスイッチにパッケージをインストールするための供給元として 1
台のスイッチのパッケージを使用してのインストール。

（注）

ソフトウェア インストールおよびロールバックは、インストール モードのみで実行している
ときに行う必要があります。software expand EXEC コマンドを使用すると、ブートのバンドル
モードをインストール モードに変換できます。

ソフトウェアのブート モード
スイッチでは、ソフトウェア パッケージを起動するための次の 2 種類のモードがサポートされて
います。
• インストール モード
• バンドル モード
関連トピック
例 : インストール モードでのソフトウェアブートアップ ディスプレイ, （2191 ページ）
例：緊急インストール, （2193 ページ）

インストール モードでのブート
以下のフラッシュ内のソフトウェアパッケージのプロビジョニングファイルを起動して、インス
トール モードでスイッチを起動できます:
Switch: boot flash:packages.conf

プロビジョニングファイルには、起動、マウント、実行するソフトウェアパッケージのリストが
含まれます。インストールされている各パッケージの ISO ファイル システムは、フラッシュから
ルート ファイル システムに直接マウントされます。
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（注）

インストール モードで起動するために使用するパッケージとプロビジョニング ファイルは、
フラッシュに保存する必要があります。usbflash0 または tftp: からインストール モードで起動
することはサポートされていません。

関連トピック
例 : インストール モードでのソフトウェアブートアップ ディスプレイ, （2191 ページ）
例：緊急インストール, （2193 ページ）

バンドル モードでのブート
バンドル（.bin）ファイルを使用して、スイッチ をバンドル モードでブートできます：
switch:

boot flash:cat3850-universalk9.SSA.03.08.83.EMD.150-8.83.EMD.bin

バンドルに含まれるプロビジョニング ファイルは、どのパッケージを起動、マウント、および実
行するかを判断するために使用されます。パッケージはバンドルから取得され、RAM にコピーさ
れます。各パッケージの ISO ファイル システムは、ルート ファイル システムにマウントされま
す。
インストールモードでの起動とは異なり、バンドルモードでの起動では、バンドルのサイズに対
応するサイズの追加メモリが使用されます。
インストールモードでの起動とは異なり、バンドルモードでの起動は複数のメディアから利用で
きます：
• flash:
• usbflash0:
• tftp:

（注）

バンドル モードでの起動では、自動インストールおよびスマート インストール機能はサポー
トされません。

（注）

バンドル モードでの起動では、AP イメージのプレダウンロード機能はサポートされません。
プレダウンロード機能の詳細については、Cisco WLC 5700 シリーズの「Preloading an Image to
Access Points（アクセス ポイントへのイメージのダウンロード）」の章を参照してください。
関連トピック
例 : インストール モードでのソフトウェアブートアップ ディスプレイ, （2191 ページ）
例：緊急インストール, （2193 ページ）
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スイッチ スタックのブート モード
スタック内のすべてのスイッチは、インストールモードまたはブートモードで実行している必要
があります。混合モードのスタックはサポートされません。新しいスイッチが、別のブート モー
ドのスタックに参加する場合、新しいスイッチは、V 不一致状態となります。
混合モードのスイッチ スタックが同時に起動されると、アクティブ以外のモードで起動するス
イッチだけが V 不一致状態になります。ブート モードが自動アップグレードをサポートしない場
合、スイッチ スタック メンバはアクティブ スイッチと同じブート モードで再起動する必要があ
ります。
スタックがインストールモードで実行されている場合、スイッチスタックに参加しようとしてい
る新しいスイッチを自動的にアップグレードするために、自動アップグレード機能が使用できま
す。
自動アップグレード機能により新しいスイッチのブートモードがインストールモードに変更され
ます。スタックがバンドル モードでのブートで実行されている場合、自動アップグレード機能は
使用できなくなります。スイッチスタックに参加できるように、バンドルモードを使用して新し
いスイッチを起動する必要があります。
次の例では、ブート モードがアクティブ スイッチと互換性がない場合に、スイッチ スタックに
参加しようとするスイッチの状態を示します。
Device# show switch
Switch/Stack Mac Address : 6400.f125.1100 - Local Mac Address
Mac persistency wait time: Indefinite
H/W Current
Switch#
Role
Mac Address
Priority Version
State
-----------------------------------------------------------1
Member 6400 f125.1a00
1
0
V-Mismatch
*2
Active 6400.f125.1100
1
V01
Ready
Device

スイッチ 情報の割り当て
IP 情報を割り当てるには、スイッチのセットアップ プログラムを使用する方法、Dynamic Host
Configuration Protocol（DHCP）サーバを使用する方法、または手動で実行する方法があります。
特定の IP 情報の設定が必要な場合、スイッチのセットアップ プログラムを使用してください。こ
のプログラムを使用すると、ホスト名とイネーブルシークレットパスワードを設定することもで
きます。
また、任意で、Telnet パスワードを割り当てたり（リモート管理中のセキュリティ確保のため）、
スイッチをクラスタのコマンドまたはメンバスイッチとして、あるいはスタンドアロンスイッチ
として設定したりできます。
サーバの設定後は DHCP サーバを使用して、IP 情報の集中管理と自動割り当てを行います。
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（注）

DHCP を使用している場合は、スイッチが動的に割り当てられた IP アドレスを受信してコン
フィギュレーション ファイルを読み込むまでは、セットアップ プログラムからの質問に応答
しないでください。
スイッチの設定手順を熟知している経験豊富なユーザの場合は、スイッチを手動で設定してくだ
さい。それ以外のユーザは、「ブートプロセス」で説明したセットアッププログラムを使用して
ください。

デフォルトのスイッチ情報
表 164：デフォルトのスイッチ情報

機能

デフォルト設定

IP アドレスおよびサブネット マスク

IP アドレスまたはサブネット マスクは定義さ
れていません。

デフォルト ゲートウェイ

デフォルト ゲートウェイは定義されていませ
ん。

イネーブル シークレット パスワード

パスワードは定義されていません。

Hostname

出荷時に割り当てられるデフォルトのホスト名
は、スイッチ です。

Telnet パスワード

パスワードは定義されていません。

クラスタ コマンド スイッチ機能

ディセーブル

クラスタ名

クラスタ名は定義されません。

DHCP ベースの自動設定の概要
DHCP は、インターネットホストおよびインターネットワーキング デバイスに設定情報を提供し
ます。このプロトコルには、2 つのコンポーネントがあります。1 つは DHCP サーバからデバイス
にコンフィギュレーション パラメータを提供するコンポーネント、もう 1 つはデバイスにネット
ワーク アドレスを割り当てるコンポーネントです。DHCP はクライアント/サーバ モデルに基づい
ています。指定された DHCP サーバが、動的に設定されるデバイスに対して、ネットワーク アド
レスを割り当て、コンフィギュレーション パラメータを提供します。スイッチは、DHCP クライ
アントおよび DHCP サーバとして機能できます。
DHCP ベースの自動設定では、スイッチ（DHCP クライアント）は起動時に、IP アドレス情報お
よびコンフィギュレーション ファイルを使用して自動的に設定されます。
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DHCP ベースの自動設定を使用すると、スイッチ上で DHCP クライアント側の設定を行う必要は
ありません。ただし、DHCP サーバで、IP アドレスに関連した各種リース オプションを設定する
必要があります。
DHCP を使用してネットワーク上のコンフィギュレーション ファイルの場所をリレーする場合は、
TFTP サーバおよびドメイン ネーム システム（DNS）サーバの設定が必要になることがあります。

（注）

スイッチ スタックと DHCP、DNS、TFTP サーバとの間では冗長接続を確立することを推奨し
ます。接続されているスタック メンバーがスイッチ スタックから削除された場合でも、これ
らのサーバがアクセス可能なまま維持されるように保証するうえで役立ちます。
スイッチの DHCP サーバは、スイッチと同じ LAN 上に配置することも、そのスイッチとは別の
LAN 上に配置することもできます。DHCP サーバが異なる LAN 上で動作している場合、スイッ
チと DHCP サーバ間に、DHCP のリレー デバイスを設定する必要があります。リレー デバイス
は、直接接続されている 2 つの LAN 間でブロードキャスト トラフィックを転送します。ルータ
はブロードキャスト パケットを転送しませんが、受信したパケットの宛先 IP アドレスに基づいて
パケットを転送します。
DHCP ベースの自動設定は、スイッチの BOOTP クライアント機能に代わるものです。

DHCP クライアントの要求プロセス
スイッチを起動したときに、スイッチにコンフィギュレーション ファイルがない場合、DHCP ク
ライアントが呼び出され、DHCP クライアントが DHCP サーバに設定情報を要求します。コンフィ
ギュレーション ファイルが存在し、その設定に特定のルーテッド インターフェイスの ip address
dhcp インターフェイス コンフィギュレーション コマンドが含まれる場合、DHCP クライアント
が呼び出され、DHCP クライアントがインターフェイスに IP アドレス情報を要求します。
次は、DHCP クライアントと DHCP サーバの間で交換される一連のメッセージです。
図 103：DHCP クライアント/サーバ間のメッセージ交換

クライアントであるスイッチ A は、DHCP サーバの場所を特定するために、DHCPDISCOVER メッ
セージをブロードキャストします。DHCP サーバは、DHCPOFFER ユニキャスト メッセージによっ
て、使用可能なコンフィギュレーション パラメータ（IP アドレス、サブネット マスク、ゲート
ウェイ IP アドレス、DNS IP アドレス、IP アドレス用のリースなど）をクライアントに提示しま
す。
DHCPREQUEST ブロードキャスト メッセージでは、クライアントは、提示された設定情報に対し
て、DHCP サーバに正式な要求を戻します。この正式な要求はブロードキャストされるため、ク
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ライアントから DHCPDISCOVER ブロードキャスト メッセージを受信した他のすべての DHCP
サーバは、クライアントに提示した IP アドレスを再利用できます。
DHCP サーバは、DHCPACK ユニキャスト メッセージをクライアントに戻すことで、IP アドレス
がクライアントに割り当てられたことを確認します。このメッセージによって、クライアントと
サーバはバウンドされ、クライアントはサーバから受信した設定情報を使用します。スイッチの
受信する情報量は、DHCP サーバの設定方法によって異なります。
DHCPOFFER ユニキャスト メッセージによって送信されたコンフィギュレーション パラメータが
無効である（コンフィギュレーション エラーがある）場合、クライアントは DHCP サーバに、
DHCPDECLINE ブロードキャスト メッセージを戻します。
DHCP サーバはクライアントに、提示されたコンフィギュレーション パラメータが割り当てられ
ていない、パラメータのネゴシエーション中にエラーが発生した、または DHCPOFFER メッセー
ジに対するクライアントの応答が遅れている（DHCP サーバがパラメータを別のクライアントに
割り当てた）という意味の DHCPNAK 拒否ブロードキャスト メッセージを送信します。
DHCP クライアントは、複数の DHCP サーバまたは BOOTP サーバから提示を受け取り、そのう
ちの任意の 1 つを受け入れることができますが、通常は最初に受け取った提示を受け入れます。
DHCP サーバから提示された IP アドレスが必ずしもクライアントに割り当てられるわけではあり
ません。ただし、サーバは通常、クライアントが正式にアドレスを要求するまではアドレスを確
保しておきます。スイッチが BOOTP サーバからの応答を受け入れ、自身を設定する場合、スイッ
チはスイッチ コンフィギュレーション ファイルを取得するために、TFTP 要求をユニキャストす
るのではなくブロードキャストします。
DHCP ホスト名オプションにより、スイッチのグループはホスト名および標準コンフィギュレー
ションを集中管理型DHCPサーバから取得できます。クライアント（スイッチ）はDCHPDISCOVER
メッセージ内に、DHCP サーバからのホスト名および他のコンフィギュレーション パラメータの
要求に使用される Option 12 フィールドを加えます。すべてのクライアントのコンフィギュレー
ション ファイルは、DHCP から取得したホスト名を除き、まったく同じです。
クライアントにデフォルトのホスト名がある場合（hostname name グローバル コンフィギュレー
ション コマンドを設定していないか、no hostname グローバル コンフィギュレーション コマンド
を使用してホスト名を削除していない場合）は、ip address dhcp インターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを入力すると、DHCP のホスト名オプションがパケットに含まれません。こ
の場合、インターフェイスの IP アドレスを取得中にクライアントが DHCP との相互作用で DHCP
ホスト名オプションを受信した場合、クライアントは DHCP ホスト名オプションを受け入れて、
システムに設定済みのホスト名があることを示すフラグが設定されます。

DHCP ベースの自動設定およびイメージ アップデート
DHCP イメージ アップグレード機能を使用すると、ネットワーク内の 1 つ以上のスイッチに新し
いイメージ ファイルおよび新しいコンフィギュレーション ファイルをダウンロードするように
DHCP サーバを設定できます。ネットワーク内のすべてのスイッチでのイメージおよびコンフィ
ギュレーションの同時アップグレードによって、ネットワークに加えられたそれぞれの新しいス
イッチが、同じイメージとコンフィギュレーションを確実に受信するようになります。
DHCP イメージ アップグレードには、自動設定およびイメージ アップデートの 2 つのタイプがあ
ります。
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DHCP ベースの自動設定の制約事項
• ネットワーク内に割り当てられた IP アドレスがなく、1 つ以上のレイヤ 3 インターフェイス
が起動してない場合は、設定プロセスが保存された DHCP ベースの自動設定は停止します。
• タイムアウトを設定しない限り、設定機能を備えている DHCP ベースの自動設定は IP アド
レスのダウンロードを無期限に繰り返します。
• コンフィギュレーション ファイルをダウンロードできないか破損している場合は、自動イン
ストールプロセスが停止します。
• TFTP からダウンロードされたコンフィギュレーション ファイルは、実行コンフィギュレー
ション内の既存コンフィギュレーションとマージされますが、write memory または
copy running-configuration startup-configuration 特権 EXEC コマンドを入力しない限り、
NVRAM に保存されません。ダウンロードされたコンフィギュレーションがスタートアップ
コンフィギュレーションに保存された場合、後続のシステム再起動中にこの機能はトリガー
されません。

DHCP 自動設定
DHCP 自動設定は、コンフィギュレーション ファイルを DHCP サーバからネットワーク内の 1 つ
以上のスイッチにダウンロードします。ダウンロードされたコンフィギュレーション ファイル
は、スイッチの実行コンフィギュレーション ファイルになります。このファイルは、スイッチが
リロードされるまで、フラッシュメモリに保存されたブートアップコンフィギュレーションを上
書きしません。

DHCP 自動イメージ アップデート
DHCP 自動設定とともに DHCP 自動イメージ アップグレードを使用すると、コンフィギュレー
ションおよび新しいイメージをネットワーク内の 1 つ以上のスイッチにダウンロードできます。
新しいコンフィギュレーションおよび新しいイメージをダウンロードしている 1 つのスイッチス
イッチ（または複数のスイッチ）は、ブランク（つまり、出荷時のデフォルト設定がロードされ
ている状態）にできます。
コンフィギュレーションをすでに持っているスイッチに新しいコンフィギュレーションをダウン
ロードすると、ダウンロードされたコンフィギュレーションは、スイッチに保存されているコン
フィギュレーションファイルに追加されます（どの既存のコンフィギュレーションファイルも、
ダウンロードされたファイルに上書きされません）。
スイッチの DHCP 自動イメージ アップデートをイネーブルにするには、イメージ ファイルおよび
コンフィギュレーション ファイルがある TFTP サーバを、正しいオプション 67（コンフィギュ
レーション ファイル名）、オプション 66（DHCP サーバ ホスト名）、オプション 150（TFTP サー
バ アドレス）、およびオプション 125（Cisco IOS イメージ ファイルの説明）の設定で設定する必
要があります。
スイッチをネットワークに設置すると、自動イメージ アップデート機能が開始します。ダウン
ロードされたコンフィギュレーション ファイルはスイッチの実行コンフィギュレーションに保存
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され、新しいイメージがダウンロードされてスイッチにインストールされます。スイッチを再起
動すると、このコンフィギュレーションがスイッチのコンフィギュレーションに保存されます。

DHCP サーバ設定時の注意事項
デバイスを DHCP サーバとして設定する場合、次の注意事項に従ってください。
• DHCP サーバには、スイッチのハードウェア アドレスによって各スイッチと結び付けられて
いる予約済みのリースを設定する必要があります。
• スイッチに IP アドレス情報を受信させるには、DHCP サーバに次のリース オプションを設
定する必要があります。
◦ クライアントの IP アドレス（必須）
◦ クライアントのサブネット マスク（必須）
◦ DNS サーバの IP アドレス（任意）
◦ ルータの IP アドレス（スイッチで使用するデフォルト ゲートウェイ アドレス）（必
須）
• スイッチに TFTP サーバからコンフィギュレーション ファイルを受信させる場合は、DHCP
サーバに次のリース オプションを設定する必要があります。
◦ TFTP サーバ名（必須）
◦ ブート ファイル名（クライアントが必要とするコンフィギュレーション ファイル名）
（推奨）
◦ ホスト名（任意）
• DHCP サーバの設定によっては、スイッチは IP アドレス情報またはコンフィギュレーション
ファイル、あるいはその両方を受信できます。
• 前述のリース オプションを設定しなかった場合、DHCP サーバは、設定されたパラメータの
みを使用してクライアントの要求に応答します。IP アドレスおよびサブネット マスクが応答
に含まれていないと、スイッチは設定されません。ルータの IP アドレスまたは TFTP サーバ
名が見つからなかった場合、スイッチは TFTP 要求をユニキャストしないでブロードキャス
トする場合があります。その他のリース オプションは、使用できなくても自動設定には影響
しません。
• スイッチは DHCP サーバとして動作可能です。デフォルトでは、Cisco IOS DHCP サーバおよ
び DHCP リレー エージェント機能はスイッチ上でイネーブルにされていますが、設定されて
いません。（これらの機能は動作しません）

TFTP サーバの目的
DHCP サーバの設定に基づいて、スイッチは TFTP サーバから 1 つまたは複数のコンフィギュレー
ション ファイルをダウンロードしようとします。TFTP サーバへの IP 接続に必要なすべてのオプ
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ションについてスイッチに応答するよう DHCP を設定している場合で、なおかつ、TFTP サーバ
名、アドレス、およびコンフィギュレーション ファイル名を指定して DHCP サーバを設定してい
る場合、スイッチは指定された TFTP サーバから指定されたコンフィギュレーション ファイルを
ダウンロードしようとします。
コンフィギュレーション ファイル名、および TFTP サーバを指定しなかった場合、またはコンフィ
ギュレーション ファイルをダウンロードできなかった場合は、スイッチはファイル名と TFTP サー
バアドレスをさまざまに組み合わせてコンフィギュレーション ファイルをダウンロードしようと
します。ファイルには、特定のコンフィギュレーション ファイル名（存在する場合）と次のファ
イルが指定されています。network-config、cisconet.cfg、hostname.config、または hostname.cfg で
す。この場合、hostname はスイッチの現在のホスト名です。使用される TFTP サーバアドレスに
は、（存在する場合）指定された TFTP サーバのアドレス、およびブロードキャスト アドレス
（255.255.255.255）が含まれています。
スイッチが正常にコンフィギュレーション ファイルをダウンロードするには、TFTP サーバのベー
ス ディレクトリに 1 つまたは複数のコンフィギュレーション ファイルが含まれていなければなり
ません。含めることのできるファイルは、次のとおりです。
• DHCP 応答で指定されているコンフィギュレーション ファイル（実際のスイッチ コンフィ
ギュレーション ファイル）。
• network-confg または cisconet.cfg ファイル（デフォルトのコンフィギュレーション ファイル）
• router-confg または ciscortr.cfg ファイル（これらのファイルには、すべてのスイッチに共通の
コマンドが含まれています。通常、DHCP および TFTP サーバが適切に設定されていれば、
これらのファイルはアクセスされません）
DHCP サーバ リース データベースに TFTP サーバ名を指定する場合は、DNS サーバのデータベー
スに TFTP サーバ名と IP アドレスのマッピングを設定することも必要です。
使用する TFTP サーバが、スイッチとは異なる LAN 上にある場合、またはスイッチがブロード
キャスト アドレスを使用してアクセスした場合（前述のすべての必須情報が DHCP サーバの応答
に含まれていない場合に発生）は、リレーを設定して TFTP サーバに TFTP パケットを転送する必
要があります。適切な解決方法は、必要なすべての情報を使用して DHCP サーバを設定すること
です。

DNS サーバの目的
DHCP サーバは、DNS サーバを使用して TFTP サーバ名を IP アドレスに変換します。DNS サーバ
上で、TFTP サーバ名から IP アドレスへのマッピングを設定する必要があります。TFTP サーバに
は、スイッチのコンフィギュレーション ファイルが存在します。
DHCP の応答時に IP アドレスを取得する DHCP サーバのリース データベースに、DNS サーバの
IP アドレスを設定できます。リース データベースには、DNS サーバの IP アドレスを 2 つまで入
力できます。
DNS サーバは、スイッチと同じ LAN 上に配置することも、別の LAN 上に配置することもできま
す。DNS サーバが別の LAN 上に存在する場合、スイッチはルータを介して DNS サーバにアクセ
スできなければなりません。
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コンフィギュレーション ファイルの入手方法
IP アドレスおよびコンフィギュレーション ファイル名が DHCP で専用のリースとして取得できる
かどうかに応じて、スイッチは次の方法で設定情報を入手します。
• IP アドレスおよびコンフィギュレーション ファイル名が、スイッチ用に予約され、DHCP 応
答（1 ファイル読み込み方式）で提供されている場合
スイッチは DHCP サーバから、IP アドレス、サブネット マスク、TFTP サーバ アドレス、お
よびコンフィギュレーション ファイル名を受信します。スイッチは、TFTP サーバにユニキャ
スト メッセージを送信し、指定されたコンフィギュレーション ファイルをサーバのベース
ディレクトリから取得して、ブートアップ プロセスを完了します。
• スイッチのIPアドレスおよびコンフィギュレーションファイル名が予約されているが、DHCP
応答に TFTP サーバ アドレスが含まれていない場合（1 ファイル読み込み方式）。
スイッチは DHCP サーバから、IP アドレス、サブネット マスク、およびコンフィギュレー
ション ファイル名を受信します。スイッチは、TFTP サーバにブロードキャスト メッセージ
を送信し、指定されたコンフィギュレーション ファイルをサーバのベース ディレクトリか
ら取得して、ブートアップ プロセスを完了します。
• IP アドレスだけがスイッチ用に予約され、DHCP 応答で提供されており、コンフィギュレー
ション ファイル名は提供されない場合（2 ファイル読み込み方式）
スイッチ は DHCP サーバから、IP アドレス、サブネット マスク、および TFTP サーバ アド
レスを受信します。スイッチは、TFTP サーバにユニキャストメッセージを送信し、
network-confg または cisconet.cfg のデフォルト コンフィギュレーション ファイルを取得しま
す（network-confg ファイルが読み込めない場合、スイッチは cisconet.cfg ファイルを読み込み
ます）。
デフォルト コンフィギュレーション ファイルには、スイッチのホスト名から IP アドレスへ
のマッピングが含まれています。スイッチは、ファイルの情報をホスト テーブルに書き込
み、ホスト名を入手します。ファイルにホスト名がない場合、スイッチは DHCP 応答で指定
されたホスト名を使用します。DHCP 応答でホスト名が指定されていない場合、スイッチは
デフォルトのスイッチをホスト名として使用します。
デフォルトのコンフィギュレーション ファイルまたは DHCP 応答からホスト名を入手した
後、スイッチはホスト名と同じ名前のコンフィギュレーション ファイル（network-confg また
は cisconet.cfg のどちらが先に読み込まれたかに応じて、hostname-confg または hostname.cfg）
を TFTP サーバから読み込みます。cisconet.cfg ファイルが読み込まれている場合は、ホスト
のファイル名は 8 文字に切り捨てられます。
network-confg、cisconet.cfg、またはホスト名と同じ名前のファイルを読み込むことができな
い場合、スイッチは router-confg ファイルを読み込みます。router-confg ファイルを読み込む
ことができない場合、スイッチは ciscortr.cfg ファイルを読み込みます。
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（注）

DHCP 応答から TFTP サーバを入手できなかった場合、ユニキャスト伝送によるコンフィギュ
レーション ファイルの読み込みにすべて失敗した場合、または TFTP サーバ名を IP アドレス
に変換できない場合には、スイッチは TFTP サーバ要求をブロードキャストします。

環境変数の制御方法
通常動作スイッチでは、9600 bps に設定されているコンソール接続のみを通じてブート ローダ
モードを開始します。電源コードを再接続中にスイッチ電源コードを取り外し、[Mode] ボタンを
押します。オレンジ色のシステム LED のすべてが点灯するようになったら、[Mode] ボタンを放し
ます。ブートローダの スイッチ プロンプトが表示されます。
スイッチのブートローダソフトウェアは不揮発性の環境変数をサポートするため、これらの環境
変数を使用して、ブート ローダまたはシステムで稼働する他のソフトウェアの動作を制御できま
す。ブートローダの環境変数は、UNIX または DOS システムで設定できる環境変数と類似してい
ます。
値を持つ環境変数は、フラッシュ ファイル システムの外にあるフラッシュ メモリに保存されま
す。
ファイルの各行には、環境変数名と等号に続いて、その変数の値が指定されます。変数が存在し
ない場合は、変数の値はありません。値がヌル ストリングと表示された場合は、変数に値が設定
されています。ヌル ストリング（たとえば " "）が設定されている変数は、値が設定された変数で
す。多くの環境変数は事前に定義されており、デフォルト値が設定されています。
環境変数の設定を変更するには、ブートローダにアクセスするか、Cisco IOS コマンドを使用しま
す。通常の環境では、環境変数の設定を変更する必要はありません。

一般的な環境変数
この表では、最も一般的な環境変数の機能について説明します。
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表 165：一般的な環境変数

変数

ブートローダ コマンド

BOOT

set BOOT filesystem:/ file-url boot system {filesystem: /file-url ...|
...
switch {number | all}}
自動起動時にロードして実
行を試みる、セミコロンで
区切られた実行可能ファイ
ルのリスト。

Cisco IOS グローバル コンフィギュ
レーション コマンド

次回の起動時にロードする Cisco
IOS イメージ、および、イメージ
がロードされるスタック メンバを
指定します。このコマンドは、
BOOT 環境変数の設定を変更しま
す。
パッケージ プロビジョニング ファ
イルは、packages.conf ファイルと
も呼ばれ、起動時にどのソフトウェ
ア パッケージをアクティブ化する
かを判断するために、システムが
使用するものです。
• インストール モードで起動す
る場合、アクティブ化する
パッケージを指定するため
に、boot コマンドで指定され
たパッケージ プロビジョニン
グ ファイルが使用されます。
例：boot flash:packages.conf。
• バンドル モードで起動する場
合、起動したバンドルに含ま
れているパッケージのプロビ
ジョニング ファイルがバンド
ルに含まれているパッケージ
のアクティブ化に使用されま
す。例：boot flash:image.bin。
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変数

ブートローダ コマンド

Cisco IOS グローバル コンフィギュ
レーション コマンド

MANUAL_BOOT

set MANUAL_BOOT yes

boot manual

スイッチの起動を自動で行 次回の起動時にスイッチを手動で
うか手動で行うかを決定し 起動できるようにします。
ます。
MANUAL_BOOT 環境変数の設定
有効な値は 1、yes、0、お が変更されます。

CONFIG_FILE

よび no です。no または 0
に設定されている場合、
ブートローダはシステムを
自動的に起動しようとしま
す。それ以外の値に設定さ
れている場合は、ブート
ローダ モードから手動でス
イッチを起動する必要があ
ります。

次回のシステム再起動時には、ス
イッチはブートローダ モードにな
ります。システムを起動するには、
boot flash: filesystem:/ file-url ブート
ローダ コマンドを使用してブート
可能なイメージの名前を指定しま
す。

set CONFIG_FILE flash:/
file-url

boot config-file flash:/ file-url

Cisco IOS がシステム コン
フィギュレーションの不揮
発性コピーの読み書きに使
用するファイル名を変更し
ます。
SWITCH_NUMBER

set SWITCH_NUMBER
stack-member-number

Cisco IOS がシステム設定の不揮発
性コピーの読み書きに使用するファ
イル名を指定します。このコマン
ドによって、CONFIG_FILE 環境変
数が変更されます。

switch current-stack-member-number
renumber new-stack-member-number

スタック メンバのメンバ番 スタック メンバのメンバ番号を変
号を変更します。
更します。
SWITCH_PRIORITY

set SWITCH_PRIORITY
stack-member-number

switch stack-member-numberpriority
priority-number

スタック メンバのプライオ スタック メンバのプライオリティ
リティ値を変更します。
値を変更します。
set BAUD baud-rate

BAUD

line console 0
speed speed-value
ボー レートを設定します。

ENABLE_BREAK

set ENABLE_BREAK yes/no boot enable-break switch yes/no
自動起動時の break をイネーブルに
します。break コマンドの入力に与
えられた時間は 5 秒です。
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TFTP の環境変数
イーサネット管理ポートを通してスイッチに PC を接続していると、TFTP でブートローダに対し
てコンフィギュレーション ファイルのアップロードまたはダウンロードができます。このテーブ
ルの環境変数が設定されていることを確認します。
表 166：TFTP の環境変数

変数

説明

MAC_ADDR

スイッチの MAC アドレスを指定します。
変数は変更しないことを推奨しま
す。
ただし、ブート ローダを稼働した後に変数を変
更した場合、またはこの変数が保存されている
値と異なる場合は、TFTP を使用する前にこの
コマンドを入力します。新しい値を有効にする
ためにリセットする必要があります。
（注）

IP_ADDRESS

スイッチの関連付けられた IP サブネットに IP
アドレスおよびサブネット マスクを指定しま
す。

DEFAULT_ROUTER

デフォルト ゲートウェイに IP アドレスおよび
サブネット マスクを指定します。

ソフトウェア イメージのリロードのスケジューリング
スイッチ上でソフトウェア イメージのリロードを後で（深夜や週末など、スイッチをあまり使用
しないときに）行うよう、スケジュールを設定できます。または（ネットワーク内のすべてのス
イッチでソフトウェアのアップグレードを実行する場合などに）ネットワーク全体でリロードを
同時に行うことができます。

（注）

リロードのスケジュールは、約 24 日以内に設定する必要があります。
リロード オプションには以下のものがあります。
• 指定した分数、または時間および分数が経過したときに、ソフトウェアがリロードされま
す。リロードは、約 24 時間以内に実行する必要があります。最大 255 文字で、リロードの
理由を指定できます。
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• ソフトウェアのリロードが（24 時間制で）指定された時間に有効になります。月日を指定す
ると、指定された日時にリロードが行われるようにスケジュールが設定されます。月日を指
定しなかった場合、リロードは当日の指定時刻に行われます（指定時刻が現時刻より後の場
合）。または翌日の指定時刻に行われます（指定時刻が現在時刻よりも前の場合）。00:00
を指定すると、深夜 0 時のリロードが設定されます。
reload コマンドはシステムを停止させます。手動で起動することが設定されていない限り、シス
テムは自動的に再起動します。
手動で起動するようにスイッチが設定されている場合、仮想端末からリロードを実行しないでく
ださい。これは、スイッチがブート ローダ モードになることでリモート ユーザが制御を失う、
ということを防止するための制約です。
コンフィギュレーション ファイルを変更すると、リロードの前にコンフィギュレーションを保存
するように指示するプロンプトがスイッチにより表示されます。保存操作時に、CONFIG_FILE 環
境変数がすでに存在しないスタートアップコンフィギュレーションファイルを示していた場合、
保存を続行するかどうかという問い合わせがシステムから出されます。その状況のまま続けると、
リロード時にセットアップ モードが開始されます。
スケジュールがすでに設定されたリロードを取り消すには、reload cancel 特権 EXEC コマンドを
使用します。

スイッチ設定コンフィギュレーションの実行方法
DHCP を使用してスイッチに新しいイメージおよび新しいコンフィギュレーションをダウンロー
ドするには、少なくとも 2 つのスイッチ を設定する必要があります。1 つ目のスイッチは DHCP
サーバおよび TFTP サーバと同じように機能し、2 つ目のスイッチ（クライアント）は新しいコン
フィギュレーション ファイル、または新しいコンフィギュレーション ファイルおよび新しいイ
メージ ファイルをダウンロードするように設定されています。

DHCP 自動設定（コンフィギュレーション ファイルだけ）の設定
このタスクでは、新しい スイッチ。の自動設定をサポートできるように、ネットワーク内の既存
のスイッチで TFTP や DHCP 設定の DHCP 自動設定を行う方法を示します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

ip dhcp pool poolname

DHCP サーバ アドレス プールの名前を作成
し、DHCP プール コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
Device(config)# ip dhcp pool
pool

ステップ 3

boot filename
例：

ブート イメージとして使用されるコンフィ
ギュレーション ファイルの名前を指定しま
す。

Device(dhcp-config)# boot
config-boot.text

ステップ 4

network network-number mask
prefix-length
例：
Device(dhcp-config)# network
10.10.10.0 255.255.255.0

ステップ 5

default-router address

DHCP アドレス プールのサブネット ネット
ワーク番号およびマスクを指定します。
（注）

プレフィックス長は、アドレス プ
レフィックスを構成するビット数を
指定します。プレフィックスは、ク
ライアントのネットワーク マスク
を指定する二者択一の方法です。プ
レフィックス長は、スラッシュ（/）
で開始する必要があります。

DHCP クライアントのデフォルト ルータの
IPアドレスを指定します。

例：
Device(dhcp-config)#
default-router 10.10.10.1

ステップ 6

option 150 address

TFTP サーバの IP アドレスを指定します。

例：
Device(dhcp-config)# option 150
10.10.10.1

ステップ 7

exit

グローバル コンフィギュレーション モード
に戻ります。

例：
Device(dhcp-config)# exit

ステップ 8

tftp-server flash:filename.text

TFTP サーバ上のコンフィギュレーション
ファイルを指定します。

例：
Device(config)# tftp-server

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
2174

OL-30686-01-J

スイッチ設定コンフィギュレーションの実行方法

コマンドまたはアクション

目的

flash:config-boot.text

ステップ 9

interface interface-id

コンフィギュレーション ファイルを受信する
クライアントのアドレスを指定します。

例：
Device(config)# interface
gigabitethernet1/0/4

ステップ 10

no switchport

インターフェイスをレイヤ 3 モードにしま
す。

例：
Device(config-if)# no switchport

ステップ 11

ip address address mask

IP アドレスとインターフェイスのマスクを指
定します。

例：
Device(config-if)# ip address
10.10.10.1 255.255.255.0

ステップ 12

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

関連トピック
例：DHCP サーバとしてのスイッチの設定, （2194 ページ）

DHCP 自動イメージ アップデート（コンフィギュレーション ファイルおよびイメー
ジ）の設定
このタスクでは、新しいスイッチのインストールをサポートするように既存のスイッチで TFTP
および DHCP を設定する DHCP 自動設定について説明します。

はじめる前に
最初にスイッチにアップロードするテキスト ファイル（たとえば、autoinstall_dhcp）を作成しま
す。テキスト ファイルに、ダウンロードするイメージの名前を指定します（たとえば、
c3750e-ipservices-mz.122-44.3.SE.tarc3750x-ipservices-mz.122-53.3.SE2.tar）。このイメージは、bin
ファイルでなく、tar ファイルである必要があります。
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手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュ
レーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステッ
プ2

ip dhcp pool poolname
例：
Device(config)# ip dhcp pool pool1

ステッ
プ3

boot filename
例：

DHCP サーバ アドレス
プールの名前を作成し、
DHCP プール コンフィ
ギュレーション モードを
開始します。
ブート イメージとして使
用されるファイルの名前
を指定します。

Device(dhcp-config)# boot config-boot.text

ステッ
プ4

network network-number mask prefix-length
例：
Device(dhcp-config)# network 10.10.10.0 255.255.255.0

DHCP アドレス プールの
サブネット ネットワーク
番号およびマスクを指定
します。
（注）

プレフィックス
長は、アドレス
プレフィックス
を構成するビッ
ト数を指定しま
す。プレフィッ
クスは、クライ
アントのネット
ワーク マスク
を指定する二者
択一の方法で
す。プレフィッ
クス長は、ス
ラッシュ（/）
で開始する必要
があります。
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ステッ
プ5

コマンドまたはアクション

目的

default-router address

DHCP クライアントのデ
フォルト ルータの IPアド
レスを指定します。

例：
Device(dhcp-config)# default-router 10.10.10.1

ステッ
プ6

option 150 address

TFTP サーバの IP アドレ
スを指定します。

例：
Device(dhcp-config)# option 150 10.10.10.1

ステッ
プ7

option 125 hex
例：
Device(dhcp-config)# option 125 hex
0000.0009.0a05.08661.7574.6f69.6e73.7461.6c6c.5f64.686370

ステッ
プ8

copy tftp flash filename.txt
例：

イメージ ファイルのパス
を記述したテキスト ファ
イルのパスを指定しま
す。

スイッチに、テキスト
ファイルをアップロード
します。

Device(config)# copy tftp flash image.bin

ステッ
プ9

copy tftp flash imagename.bin
例：

スイッチに、新しいイ
メージの tar ファイルを
アップロードします。

Device(config)# copy tftp flash image.bin

ステッ
プ 10

exit
例：

グローバル コンフィギュ
レーション モードに戻り
ます。

Device(dhcp-config)# exit

ステッ
プ 11

tftp-server flash: config.text
例：
Device(config)# tftp-server flash:config-boot.text

ステッ
プ 12

tftp-server flash: imagename.bin

TFTP サーバ上の Cisco
IOS コンフィギュレー
ション ファイルを指定し
ます。
TFTP サーバ上のイメー
ジ名を指定します。

例：
Device(config)# tftp-server flash:image.bin
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ステッ
プ 13

コマンドまたはアクション

目的

tftp-server flash: filename.txt

ダウンロードするイメー
ジ ファイルの名前を記述
したテキスト ファイルを
指定します。

例：
Device(config)# tftp-server flash:boot-config.text

ステッ
プ 14

interface interface-id
例：
Device(config)# interface gigabitEthernet1/0/4

ステッ
プ 15

no switchport

コンフィギュレーション
ファイルを受信するクラ
イアントのアドレスを指
定します。
インターフェイスをレイ
ヤ 3 モードにします。

例：
Device(config-if)# no switchport

ステッ
プ 16

ip address address mask
例：

IP アドレスとインター
フェイスのマスクを指定
します。

Device(config-if)# ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

ステッ
プ 17

end

特権 EXEC モードに戻り
ます。

例：
Device(config-if)# end

ステッ
プ 18

copyrunning-configstartup-config
例：

（任意）コンフィギュ
レーション ファイルに設
定を保存します。

Device(config-if)# end

関連トピック
例：DHCP 自動イメージ アップデートの設定, （2194 ページ）
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DHCP サーバからファイルをダウンロードするクライアントの設定
（注）

レイヤ3インターフェイスだけを設定してイネーブルにする必要があります。保存されている
コンフィギュレーションの DHCP ベースの自動設定に IP アドレスを割り当てないでください。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

boot host dhcp

保存されているコンフィギュレーションで
自動設定をイネーブルにします。

例：
Device(conf)# boot host dhcp

ステップ 3

ステップ 4

boot host retry timeout timeout-value （任意）システムがコンフィギュレーショ
ン ファイルをダウンロードしようとする時
例：
間を設定します。
タイムアウトを設定しないと、シ
ステムは無期限に DHCP サーバか
ら IP アドレスを取得しようとし
ます。

Device(conf)# boot host retry
timeout 300

（注）

banner config-save ^C
warning-message^C

（任意）コンフィギュレーション ファイル
を NVRAM に保存しようとするときに表示
される警告メッセージを作成します。

例：
Device(conf)# banner config-save
^C Caution - Saving Configuration
File
to NVRAM May Cause You to No
longer Automatically Download
Configuration Files at Reboot^C

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

show boot

設定を確認します。

例：
Device# show boot

関連トピック
例：DHCP サーバから設定をダウンロードするためのスイッチの設定, （2195 ページ）

複数の SVI への IP 情報の手動割り当て
このタスクでは、複数のスイッチ仮想インターフェイス（SVI）に IP 情報を手動で割り当てる方
法について説明します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

interface vlan vlan-id
例：

インターフェイス コンフィギュレーション モード
を開始して、IP 情報が割り当てられている VLAN
を指定します。指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。

Device(config)# interface
vlan 99

ステップ 3

ip address ip-address
subnet-mask

IP アドレスとサブネット マスクを入力します。

例：
Device(config-vlan)# ip
address 10.10.10.2
255.255.255.0

ステップ 4

exit

グローバル コンフィギュレーション モードに戻り
ます。

例：
Device(config-vlan)# exit
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

ip default-gateway ip-address

スイッチに直接接続しているネクストホップのルー
タ インターフェイスの IP アドレスを入力します。
このスイッチにはデフォルト ゲートウェイが設定
されています。デフォルトゲートウェイは、スイッ
チスイッチから宛先 IP アドレスを取得していない
IP パケットを受信します。

例：
Device(config)# ip
default-gateway 10.10.10.1

デフォルト ゲートウェイが設定されると、スイッ
チは、ホストが接続する必要のあるリモート ネッ
トワークに接続できます。
（注）

（注）

ステップ 6

end

IP でルーティングするようにスイッチを
設定した場合、デフォルト ゲートウェイ
の設定は不要です。
デフォルトゲートウェイの構成に基づい
て、スイッチの CAPWAP は中継を行い、
ルーティングされたアクセス ポイントと
スイッチの接続をサポートします。

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 7

show interfaces vlan vlan-id

設定された IP アドレスを確認します。

例：
Device# show interfaces vlan
99

ステップ 8

show ip redirects

設定されたデフォルトゲートウェイを確認します。

例：
Device# show ip redirects
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スイッチのスタートアップ コンフィギュレーションの変更
システム コンフィギュレーションを読み書きするためのファイル名の指定
Cisco IOS ソフトウェアは、デフォルトで config.text ファイルを使用して、システム コンフィギュ
レーションの不揮発性コピーを読み書きします。別のファイル名を指定することもできます。次
回の起動時には、その名前のファイルが読み込まれます。

はじめる前に
このタスクではスタンドアロンの スイッチ を使用します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

boot flash:/file-url
例：
Switch(config)# boot
flash:config.text

次回の起動時に読み込むコンフィギュレーショ
ン ファイルを指定します。
file-url：パス（ディレクトリ）およびコンフィ
ギュレーション ファイル名。
ファイル名およびディレクトリ名は、大文字と
小文字を区別します。

ステップ 3

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# end

ステップ 4

show boot
例：
Switch# show boot

ステップ 5

入力を確認します。
boot グローバル コンフィギュレーション コマ
ンドによって、CONFIG_FILE 環境変数の設定
が変更されます。

copyrunning-configstartup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設
定を保存します。
例：
Switch# copy running-config
startup-config
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スイッチの手動による起動
スイッチはデフォルトで自動的に起動しますが、手動で起動するように設定することもできます。

はじめる前に
このタスクのスタンドアロン スイッチを使用します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

boot manual

次回の起動時に、スイッチを手動で起動できるよ
うにします。

例：
Device(config)# boot manual

ステップ 3

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 4

show boot
例：
Device# show boot

入力を確認します。
boot manual グローバル コンフィギュレーション
コマンドによって、MANUAL_BOOT 環境変数の
設定が変更されます。
次回、システムを再起動したときには、スイッチ
はブートローダ モードになり、ブートローダ モー
ドであることが switch: プロンプトによって示され
ます。システムを起動するには、boot
filesystem:/file-url ブート ローダ コマンドを使用し
ます。
• filesystem：システム ボードのフラッシュ デバ
イスに flash: を使用します。
Switch: boot flash:

• file-url：パス（ディレクトリ）および起動可
能なイメージの名前を指定します。
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コマンドまたはアクション

目的
ファイル名およびディレクトリ名は、大文字と小
文字を区別します。

ステップ 5

copyrunning-configstartup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定
を保存します。
例：
Device# copy running-config
startup-config

Deviceをインストール モードで起動する
手順
コマンドまたはアクション

目的

cp source_file_path destination_file_path
ス
テッ
プ 1 例：
Switch#
copy
tftp://10.0.0.6/cat3k_caa-universalk9.SSA.03.12.02.EZP.150-12.02.EZP.150-12.02.EZP.bin
flash:

software expand file source_file_path
ス
テッ
プ 2 例：
TFTP からの bin ファイルの解凍：

（任意）F
TFTP サー
ファイル
（image.
フラッシュ
ます。

フラッシュ
TFTP、HT
HTTPS サ
れた bin フ
動したスイ
します。

Switch# request platform software package expand switch all file
tftp://10.0.0.2/cat3k_caa-universalk9.SSA.03.09.37.EXP.150-9.37.EXP.bin to flash:
Preparing expand operation ...
[1]: Downloading file
tftp://10.0.0.2/cat3k_caa-universalk9.SSA.03.09.37.EXP.150-9.37.EXP.bin to active switch （注）
1
[1]: Finished downloading file
tftp://10.0.0.2/cat3k_caa-universalk9.SSA.03.09.37.EXP.150-9.37.
EXP.bin to active switch 1
[1]: Copying software from active switch 1 to switch 2
[1]: Finished copying software to switch 2
[1 2]: Expanding bundle cat3k_caa-universalk9.SSA.03.09.37.EXP.150-9.37.EXP.bin
[1 2]: Copying package files
[1 2]: Package files copied
[1 2]: Finished expanding bundle cat3k_caa-universalk9.SSA.03.09.37.EXP.150-9.37.EXP.bin
18

-rw-

74387812

Dec 7 2012 05:55:43 +00:00

cat3k_caa-base.SSA.03.09.37.EXP.pkg

19 -rw2738868
Dec 7 2012 05:55:44 +00:00
cat3k_caa-drivers.SSA.03.09.37.EXP.pkg
20 -rw32465772
Dec 7 2012 05:55:44 +00:00
cat3k_caa-infra.SSA.03.09.37.EXP.pkg
21 -rw30389036
Dec 7 2012 05:55:44 +00:00
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コマンドまたはアクション

目的

cat3k_caa-iosd-universalk9.SSA.150-9.37.EXP.pkg
22 -rw18342624
Dec 7 2012 05:55:44 +00:00
cat3k_caa-platform.SSA.03.09.37.EXP.pkg
23 -rw63374028
Dec 7 2012 05:55:44 +00:00 cat3k_caa-wcm.SSA.10.0.10.14.pkg
17

-rw-

1239

Dec 7 2012 05:56:29 +00:00

packages.conf

TFTP からの bin ファイルの解凍：
Switch# software expand file
tftp://10.0.0.2/cat3k_caa-universalk9.SSA.03.09.37.EXP.150-9.37.EXP.bin to flash:
Preparing expand operation ...
[1]: Downloading file
tftp://10.0.0.2/cat3k_caa-universalk9.SSA.03.09.37.EXP.150-9.37.EXP.bin to active switch
1
[1]: Finished downloading file
tftp://10.0.0.2/cat3k_caa-universalk9.SSA.03.09.37.EXP.150-9.37.
EXP.bin to active switch 1
[1]: Copying software from active switch 1 to switch 2
[1]: Finished copying software to switch 2
[1 2]: Expanding bundle cat3k_caa-universalk9.SSA.03.09.37.EXP.150-9.37.EXP.bin
[1 2]: Copying package files
[1 2]: Package files copied
[1 2]: Finished expanding bundle cat3k_caa-universalk9.SSA.03.09.37.EXP.150-9.37.EXP.bin
18

-rw-

74387812

Dec 7 2012 05:55:43 +00:00

cat3k_caa-base.SSA.03.09.37.EXP.pkg

19 -rw2738868
Dec 7 2012 05:55:44 +00:00
cat3k_caa-drivers.SSA.03.09.37.EXP.pkg
20 -rw32465772
Dec 7 2012 05:55:44 +00:00
cat3k_caa-infra.SSA.03.09.37.EXP.pkg
21 -rw30389036
Dec 7 2012 05:55:44 +00:00
cat3k_caa-iosd-universalk9.SSA.150-9.37.EXP.pkg
22 -rw18342624
Dec 7 2012 05:55:44 +00:00
cat3k_caa-platform.SSA.03.09.37.EXP.pkg
23 -rw63374028
Dec 7 2012 05:55:44 +00:00 cat3k_caa-wcm.SSA.10.0.10.14.pkg
17

-rw-

1239

Dec 7 2012 05:56:29 +00:00

packages.conf

reload
ス
テッ
プ 3 例：

スイッ
ます。

（注）

Switch# reload
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コマンドまたはアクション

目的

boot flash:packages.conf
ス
テッ
プ 4 例：

package
イルでスイ
トします。

Switch: boot flash:packages.conf

show version
ス
テッ
プ 5 例：

スイッチが
ル モード
確認します

switch# show version
Switch Ports Model
------ ----- ----1 6
WS-C3850-6DS-S

SW Version
---------03.09.26.EXP

SW Image
---------ct3850-ipservicesk9

Mode
---INSTALL

Deviceをバンドル モードで起動する
スイッチを起動するには、いくつかの方法があります。1 つは、TFTP サーバから bin ファイルを
コピーしてスイッチを起動する方法です。または、boot flash:<image.bin> コマンドか、boot
usbflash0:<image.bin> コマンドを使用して、スイッチをフラッシュまたは USB フラッシュから直
接起動することもできます。
以下の手順は、バンドル モードで TFTP サーバから スイッチ を起動する方法を示します。

手順
コマンドまたはアクション

目
的

switch:BOOT=<source path of .bin file>
ス
テッ
プ 1 例：
switch:BOOT=tftp://10.0.0.2/cat3k_caa-universalk9.SSA.03.09.37.EXP.150-9.37.EXP.bin

boot
ス
テッ
プ 2 例：

ス
イッ
チ
を

switch: boot
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コマンドまたはアクション

目
的
ブー
ト
し
ま
す。

show version
ス
テッ
プ 3 例：

ス
イッ
チ
が
バ
ン
ド
ル
モー
ド
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
ま
す。

switch# show version
Switch Ports Model
------ ----- ----1 6
WS-C3850-6DS-S

SW Version
---------03.09.40.EXP

SW Image
---------ct3850-ipservicesk9

Mode
---BUNDLE

スイッチ スタックで特定のソフトウェア イメージを起動する場合
スイッチはデフォルトで、BOOT 環境変数の情報を使用して、システムを自動的に起動しようと
します。この変数が設定されていない場合、スイッチは、フラッシュファイルシステム全体に再
帰的に縦型検索し、最初の実行可能イメージをロードして実行しようとします。ディレクトリの
縦型検索では、検出した各サブディレクトリを完全に検索してから元のディレクトリでの検索を
続けます。起動する具体的なイメージを指定することもできます。
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手順
コマンドまたはアクション
ステッ configure terminal
プ1
例：

目的
グローバル コンフィギュ
レーション モードを開始
します。

Switch# configure terminal

ステッ boot system switch {number | all}
プ2
例：
Switch(config)# boot system switch all
flash:cat3850-universalk9.SSA.03.08.83.EMD.150-8.83.EMD.bin

（任意）スタックのス
イッチについては、次回
起動時にシステム イメー
ジをロードするスイッチ
メンバを指定します。
• スタック メンバを
指定するには、
number を使用しま
す（1 つのスタック
メンバのみを指
定）。
• すべてのスタック
メンバを指定するに
は、all を使用しま
す。

ステッ end
プ3

特権 EXEC モードに戻り
ます。

例：
Switch(config)# end

ステッ show boot system
プ4
例：
Switch# show boot system

入力を確認します。
boot system グローバル
コマンドは、BOOT 環境
変数の設定を変更しま
す。
次回の起動時に、スイッ
チは BOOT 環境変数の情
報を使用して、システム
を自動的に起動しようと
します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステッ copy running-config startup-config
プ5

（任意）コンフィギュ
レーション ファイルに設
定を保存します。

例：
Switch# copy running-config startup-config

ソフトウェア イメージのリロードのスケジュール設定
このタスクでは、ソフトウェア イメージを後でリロードするようにスイッチを設定する方法につ
いて説明します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

copy running-config
startup-config

reload コマンドを使用する前に、スイッチの設定情
報をスタートアップ コンフィギュレーションに保
存します。

例：
copy running-config
startup-config

ステップ 3

reload in [hh:]mm [text]
例：
Device(config)# reload in 12

指定した分数、または時間および分数が経過したと
きに、ソフトウェアがリロードされるようにスケ
ジュールを設定します。リロードは、約 24 日以内
に実行する必要があります。最大 255 文字で、リ
ロードの理由を指定できます。

System configuration has
been modified. Save?
[yes/no]: y

ステップ 4

reload slot
[stack-member-number]

スイッチ スタックのソフトウェアのリロードをス
ケジューリングします。

例：
Device(config)# reload slot
6
Proceed with reload?
[confirm] y
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コマンドまたはアクション
ステップ 5

目的

reload at hh: mm [month day | day リロードを実行する時間を、時間数と分数で指定し
month] [text]
ます。
例：

（注）

Device(config)# reload at
14:00

ステップ 6

reload cancel

スイッチのシステム クロックが（ネット
ワーク タイム プロトコル（NTP）、ハー
ドウェア カレンダー、または手動で）設
定されている場合にのみ、at キーワード
を使用します。時刻は、スイッチに設定
されたタイムゾーンに基づきます。リロー
ドが複数のスイッチで同時に行われるよ
うにスケジューリングするには、各スイッ
チの時間が NTP と同期している必要があ
ります。

以前にスケジューリングされたリロードをキャンセ
ルします。

例：
Device(config)# reload cancel

ステップ 7

show reload
例：

以前スイッチにスケジューリングされたリロードに
関する情報、またはリロードがスケジューリングさ
れているかを表示します。

show reload

スイッチのセットアップ設定のモニタリング
例：スイッチ実行コンフィギュレーションの確認
Device# show running-config
Building configuration...
Current configuration: 1363 bytes
!
version 12.4
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
!
hostname Stack1
!
enable secret 5 $1$ej9.$DMUvAUnZOAmvmgqBEzIxE0
!
.
<output truncated>
.
interface gigabitethernet6/0/2
mvr type source
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<output truncated>
...!
interface VLAN1
ip address 172.20.137.50 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
!
ip default-gateway 172.20.137.1 !
!
snmp-server community private RW
snmp-server community public RO
snmp-server community private@es0 RW
snmp-server community public@es0 RO
snmp-server chassis-id 0x12
!
end

例 : インストール モードでのソフトウェアブートアップ ディスプレイ
この例では、インストール モードでのソフトウェア ブートアップの表示を示します。
switch: boot flash:packages.conf
Getting rest of image
Reading full image into memory....done
Reading full base package into memory...: done = 74596432
Nova Bundle Image
-------------------------------------Kernel Address : 0x6042f354
Kernel Size : 0x318412/3245074
Initramfs Address : 0x60747768
Initramfs Size : 0xdc08e8/14420200
Compression Format: .mzip
Bootable image at @ ram:0x6042f354
Bootable image segment 0 address range [0x81100000, 0x81b80000] is in range [0x80180000,
0x90000000].
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@boot_system:
377
Loading Linux kernel with entry point 0x811060f0 ...
Bootloader: Done loading app on core_mask: 0xf
### Launching Linux Kernel (flags = 0x5)
All packages are Digitally Signed
Starting System Services
Nov 7 09:57:05 %IOSXE-1-PLATFORM: process stack-mgr: %STACKMGR-1-DISC_START: Switch 2 is
starting stack discovery
#######################################################################################################################
Nov 7 09:59:07 %IOSXE-1-PLATFORM: process stack-mgr: %STACKMGR-1-DISC_DONE: Switch 2 has
finished stack discovery
Nov 7 09:59:07 %IOSXE-1-PLATFORM: process stack-mgr: %STACKMGR-1-SWITCH_ADDED: Switch 2 has
been added to the stack
Nov 7 09:59:14 %IOSXE-1-PLATFORM: process stack-mgr: %STACKMGR-1-ACTIVE_ELECTED: Switch 2
has been elected ACTIVE
Restricted Rights Legend
Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.
cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, California 95134-1706
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Cisco IOS Software, IOS-XE Software, Catalyst L3 Switch Software (CAT3K_CAA-UNIVERSALK9-M),
Version 03.09.12.EMD EARLY DEPLOYMENT ENGINEERING NOVA_WEEKLY BUILD, synced to
DSGS_PI2_POSTPC_FLO_DSBU7_NG3K_1105
Copyright (c) 1986-2012 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sun 04-Nov-12 22:53 by gereddy
License level to iosd is ipservices

この例では、バンドル モードでのソフトウェア ブートアップの表示を示します。
switch: boot flash:cat3k_caa-universalk9.SSA.03.09.12.EMD.150-9.12.EMD.bin
Reading full image into
memory..................................................................done
Nova Bundle Image
-------------------------------------Kernel Address : 0x6042ff38
Kernel Size : 0x318412/3245074
Initramfs Address : 0x6074834c
Initramfs Size : 0xdc08e8/14420200
Compression Format: .mzip
Bootable image at @ ram:0x6042ff38
Bootable image segment 0 address range [0x81100000, 0x81b80000] is in range [0x80180000,
0x90000000].
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
File "flash:cat3k_caa-universalk9.SSA.03.09.12.EMD.150-9.12.EMD.bin" uncompressed and
installed, entry point: 0x811060f0
Loading Linux kernel with entry point 0x811060f0 ...
Bootloader: Done loading app on core_mask: 0xf
### Launching Linux Kernel (flags = 0x5)
All packages are Digitally Signed
Starting System Services
Nov 7 09:45:49 %IOSXE-1-PLATFORM: process stack-mgr: %STACKMGR-1-DISC_START: Switch 2 is
starting stack discovery
#######################################################################################################################
Nov 7 09:47:50 %IOSXE-1-PLATFORM: process stack-mgr: %STACKMGR-1-DISC_DONE: Switch 2 has
finished stack discovery
Nov 7 09:47:50 %IOSXE-1-PLATFORM: process stack-mgr: %STACKMGR-1-SWITCH_ADDED: Switch 2 has
been added to the stack
Nov 7 09:47:58 %IOSXE-1-PLATFORM: process stack-mgr: %STACKMGR-1-ACTIVE_ELECTED: Switch 2
has been elected ACTIVE
Restricted Rights Legend
Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.
cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, California 95134-1706

Cisco IOS Software, IOS-XE Software, Catalyst L3 Switch Software (CAT3K_CAA-UNIVERSALK9-M),
Version 03.09.12.EMD
EARLY DEPLOYMENT ENGINEERING NOVA_WEEKLY BUILD, synced to DSGS_PI2_POSTPC_FLO_DSBU7_NG3K_1105
Copyright (c) 1986-2012 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sun 04-Nov-12 22:53 by gereddy
License level to iosd is ipservices
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関連トピック
ソフトウェアのブート モード, （2159 ページ）
インストール モードでのブート, （2159 ページ）
バンドル モードでのブート, （2160 ページ）

例：緊急インストール
以下に、emergency-install boot コマンドが開始された場合の出力サンプルの例を示します。
switch: emergency-install
tftp://192.0.2.47/cat3k/cat3k_caa-universalk9.SSA.03.09.12.EMD.150-9.12.EMD.bin
The bootflash will be erased during install operation, continue (y/n)?y
Starting emergency recovery
(tftp://192.0.2.47/cat3k/cat3k_caa-universalk9.SSA.03.09.12.EMD.150-9.12.EMD.bin)...
Reading full image into memory......................done
Nova Bundle Image
-------------------------------------Kernel Address : 0x6042e5cc
Kernel Size : 0x318261/3244641
Initramfs Address : 0x60746830
Initramfs Size : 0xdb0fb9/14356409
Compression Format: .mzip
Bootable image at @ ram:0x6042e5cc
Bootable image segment 0 address range [0x81100000, 0x81b80000] is in range [0x80180000,
0x90000000].
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
File "sda9:c3850-recovery.bin" uncompressed and installed, entry point: 0x811060f0
Loading Linux kernel with entry point 0x811060f0 ...
Bootloader: Done loading app on core_mask: 0xf
### Launching Linux Kernel (flags = 0x5)

Initiating Emergency Installation of bundle
tftp://172.19.211.47/cstohs/cat3k_caa-universalk9.SSA.03.09.12.EMD.150-9.12.EMD.bin
Downloading bundle
tftp://192.0.2.47/cat3k/cat3k_caa-universalk9.SSA.03.09.12.EMD.150-9.12.EMD.bin...
Validating bundle
tftp://192.0.2.47/cat3k/cat3k_caa-universalk9.SSA.03.09.12.EMD.150-9.12.EMD.bin...
Installing bundle
tftp://192.0.2.47/cat3k/cat3k_caa-universalk9.SSA.03.09.12.EMD.150-9.12.EMD.bin...
Verifying bundle
tftp://192.0.2.47/cat3k/cat3k_caa-universalk9.SSA.03.09.12.EMD.150-9.12.EMD.bin...
Package cat3k_caa-base.SSA.03.09.12.EMD.pkg is Digitally Signed
Package cat3k_caa-drivers.SSA.03.09.12.EMD.pkg is Digitally Signed
Package cat3k_caa-infra.SSA.03.09.12.EMD.pkg is Digitally Signed
Package cat3k_caa-iosd-universalk9.SSA.150-9.12.EMD.pkg is Digitally Signed
Package cat3k_caa-platform.SSA.03.09.12.EMD.pkg is Digitally Signed
Package cat3k_caa-wcm.SSA.03.09.12.EMD.pkg is Digitally Signed
Preparing flash...
Syncing device...
Emergency Install successful... Rebooting
Restarting system.

Booting...(use DDR clock 667 MHz)Initializing and Testing RAM +++@@@@####...++@@++@@++@@++@
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関連トピック
ソフトウェアのブート モード, （2159 ページ）
インストール モードでのブート, （2159 ページ）
バンドル モードでのブート, （2160 ページ）

スイッチ のセットアップを実行する場合の設定例
例：DHCP サーバとしてのスイッチの設定
Device# configure terminal
Device(config)# ip dhcp pool pool1
Device(dhcp-config)# network 10.10.10.0 255.255.255.0
Device(dhcp-config)# boot config-boot.text
Device(dhcp-config)# default-router 10.10.10.1
Device(dhcp-config)# option 150 10.10.10.1
Device(dhcp-config)# exit
Device(config)# tftp-server flash:config-boot.text
Device(config)# interface gigabitethernet1/0/4
Device(config-if)# no switchport
Device(config-if)# ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
Device(config-if)# end

関連トピック
DHCP 自動設定（コンフィギュレーション ファイルだけ）の設定, （2173 ページ）

例：DHCP 自動イメージ アップデートの設定
Device# configure terminal
Device(config)# ip dhcp pool pool1
Device(dhcp-config)# network 10.10.10.0 255.255.255.0
Device(dhcp-config)# boot config-boot.text
Device(dhcp-config)# default-router 10.10.10.1
Device(dhcp-config)# option 150 10.10.10.1
Device(dhcp-config)# option 125 hex 0000.0009.0a05.08661.7574.6f69.6e73.7461.6c6c.5f64.686370
Device(dhcp-config)# exit
Device(config)# tftp-server flash:config-boot.text
Device(config)# tftp-server flash:image_name
Device(config)# tftp-server flash:boot-config.text
Device(config)# tftp-server flash: autoinstall_dhcp
Device(config)# interface gigabitethernet1/0/4
Device(config-if)# no switchport
Device(config-if)# ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
Device(config-if)# end

関連トピック
DHCP 自動イメージ アップデート（コンフィギュレーション ファイルおよびイメージ）の設
定, （2175 ページ）
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例：DHCP サーバから設定をダウンロードするためのスイッチの設定
次に、VLAN 99 上のレイヤ 3 SVI インターフェイスを使用し、保存されているコンフィギュレー
ションで DHCP ベースの自動設定をイネーブルにする例を示します。
Device# configure terminal
Device(config)# boot host dhcp
Device(config)# boot host retry timeout 300
Device(config)# banner config-save ^C Caution - Saving Configuration File to NVRAM May Cause
You to No longer Automatically Download Configuration Files at Reboot^C
Device(config)# vlan 99
Device(config-vlan)# interface vlan 99
Device(config-if)# no shutdown
Device(config-if)# end
Device# show boot
BOOT path-list:
Config file:
flash:/config.text
Private Config file: flash:/private-config.text
Enable Break:
no
Manual Boot:
no
HELPER path-list:
NVRAM/Config file
buffer size:
32768
Timeout for Config
Download:
300 seconds
Config Download
via DHCP:
enabled (next boot: enabled)
Device#

関連トピック
DHCP サーバからファイルをダウンロードするクライアントの設定, （2179 ページ）

例：ソフトウェア イメージのリロードのスケジューリング
次に、当日の午後 7 時 30 分に、ソフトウェアをスイッチにリロードする例を示します。
Device# reload at 19:30
Reload scheduled for 19:30:00 UTC Wed Jun 5 2013 (in 2 hours and 25 minutes)
Proceed with reload? [confirm]

次に、未来の日時を指定して、ソフトウェアをスイッチにリロードする例を示します。
Device# reload at 02:00 jun 20
Reload scheduled for 02:00:00 UTC Thu Jun 20 2013 (in 344 hours and 53 minutes)
Proceed with reload? [confirm]
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スイッチ設定に関する追加情報
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

スイッチ セットアップ コマンド

System Management Command
Reference (Catalyst 3850 Switches)

ブート ローダ コマンド
IOS XE DHCP 設定

IP Addressing Configuration Guide
Library, Cisco IOS XE Release 3S
（Catalyst 3850 Switches）

ハードウェアの設置

Catalyst 3850 スイッチハード
ウェア インストレーションガ
イド

プラットフォームに依存しないコマンド リファレンス

Configuration Fundamentals
Command Reference, Cisco IOS
XE Release 3S（Catalyst 3850
Switches）

プラットフォームに依存しない設定情報

Configuration Fundamentals
Configuration Guide, Cisco IOS
XE Release 3S（Catalyst 3850
Switches）

標準および RFC
標準/RFC

Title

なし

—

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs
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シスコのテクニカル サポート
Link

説明

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

スイッチセットアップ設定の機能履歴と情報
___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
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Right-To-Use ライセンスの設定
• 機能情報の確認, 2199 ページ
• RTU ライセンスの設定に関する制約事項, 2199 ページ
• RTU ライセンスの設定に関する情報, 2200 ページ
• RTU ライセンスの設定方法, 2204 ページ
• RTU ライセンスのモニタリングおよびメンテナンス, 2213 ページ
• RTU ライセンスの設定例, 2214 ページ
• RTU ライセンスに関する追加情報, 2218 ページ
• RTU ライセンスの機能履歴と情報, 2219 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

RTU ライセンスの設定に関する制約事項
次に、RTU ライセンスの設定および使用に関する制約事項を示します。
• AP-Count ライセンスは注文が可能で、スイッチ上で事前にアクティブ化できます。
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• イメージ ベースのライセンスは、アップグレードできます。AP-Count ライセンスは非アク
ティブ化したり、スイッチとコントローラとの間で移動したりできます。
• ライセンスをアクティブ化するには、新しいライセンス レベルを設定した後にスイッチを再
起動する必要があります。AP-Count ライセンスをアクティブ化するために再起動する必要は
ありません。
• 期限切れの評価ライセンスは、再起動後は再アクティブ化できません。
• スイッチ スタックのスタック メンバは同一のライセンス レベルを実行する必要があります。
ライセンス レベルが異なる場合、スイッチは変更されてスタックのアクティブ スイッチか
ら再起動されるまで、スタックに参加しません。
• 追加 AP-Count ライセンスは、工場出荷時にインストールされます。
関連トピック
イメージ ベース ライセンスのアクティブ化, （2204 ページ）
例：RTU イメージ ベースのライセンスのアクティブ化, （2214 ページ）

RTU ライセンスの設定に関する情報
Right-To-Use ライセンス
Right-To-Use（RTU）ライセンスでは、特定のライセンス タイプおよびレベルを注文してアクティ
ブ化し、ライセンスの使用状況をスイッチで管理することができます。期間別に注文できるライ
センスのタイプは次のとおりです。
• 永久ライセンス：特定の機能を備え、有効期限のないライセンスを購入できます。
• 評価ライセンス：スイッチに事前にインストールされています。使用有効期間は 90 日です。
永久ライセンスまたは評価ライセンスをアクティブ化するには、エンドユーザ ライセンス契約
（EULA）を承認する必要があります。
永久ライセンスは 1 つのデバイスから別のデバイスに移動できます。ライセンスをアクティブ化
するには、スイッチを再起動する必要があります。
評価ライセンスを有効にすると、90 日間で有効期限が切れます。評価ライセンスはスイッチのマ
ニュファクチャリング イメージであり、別のスイッチに移動できません。ライセンスが有効にな
ると、このタイプのライセンスは期限が切れるまで非アクティブ化できません。評価期間が終了
すると、次のリロード時にスイッチ イメージがデフォルトのライセンスに戻り、ネットワーク操
作には影響しません。
関連トピック
イメージ ベース ライセンスのアクティブ化, （2204 ページ）
例：RTU イメージ ベースのライセンスのアクティブ化, （2214 ページ）
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Right-To-Use イメージ ベースのライセンス
Right-To-Use イメージ ライセンスは、特定のイメージ ベースのライセンスに基づき、次の一連の
機能をサポートします。
• LAN Base：レイヤ 2 の機能。
• IP Base：レイヤ 2 およびレイヤ 3 の機能。
• IP Services：レイヤ 2、レイヤ 3、IPv6 の機能（スイッチにのみ適用され、コントローラには
適用されません）。

Right-To-Use ライセンスの状態
特定のライセンス タイプとレベルを設定した後は、ライセンスの状態をモニタすることでライセ
ンスを管理できます。
表 167：RTU ライセンスの状態

License State

説明

Active, In Use

EULA が承認され、デバイス再起動後にライセンスが使用さ
れています。

Active, Not In Use

EULA が承認され、ライセンスが有効になった時点で、ス
イッチを使用する準備が整っています。

非アクティブ化

EULA が承認されませんでした。

イメージ ベースのライセンスの状態をモニタする場合のガイドラインは次のとおりです。
• 購入した永久ライセンスは、スイッチの再起動後のみに Active, In Use 状態に設定されます。
• 複数のライセンスを購入した場合は、再起動すると最も高い機能セットのライセンスがアク
ティブ化されます。たとえば、IP Services ライセンスがアクティブ化され、LAN Base ライセ
ンスはアクティブ化されません。
• スイッチの再起動後も、購入済みの残りのライセンスは Active, Not In Use 状態のままです。

（注）

AP-Count ライセンスの場合に状態を「Active, In Use」に変更するには、まず、評価 AP-Count
ライセンスが非アクティブ化されているようにする必要があります。
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スイッチ スタックのライセンスのアクティブ化
Right-To-Use ライセンスはスイッチ スタックでサポートされます。スイッチは、StackWise-480
ポートを介して接続された最大 9 台のスタック構成対応スイッチから構成されます。スタック内
の 1 個のスイッチはアクティブなスイッチとして識別され、残りのスイッチはスタンバイ スイッ
チになります。アクティブなスイッチは、アクティブ コンソールから RTU ライセンスを使用し
てアクティブ化されます。スタック内のスタンバイスイッチのライセンスレベルは、同時にアク
ティブにすることができます。

（注）

1 つのスイッチ スタックにライセンス レベルを混在させることはできません。また、スイッ
チは同じプラットフォームでなければなりません。
ライセンスレベルを変更するには、スタックケーブルが接続されている場合は、新たに追加され
たスタック メンバーを切断する必要はありません。アクティブなスイッチ コンソールを使用し
て、新しいメンバーのライセンスレベルをアクティブスイッチと同じに設定し、新しいメンバー
を再起動してスタックに参加させます。

モビリティ コントローラ モード
AP-Count ライセンスは、スイッチがモビリティ コントローラ モードになっている場合にのみ使
用します。MC は、AP-CountAP-Count ライセンスをトラッキングするゲートキーパであり、アク
セス ポイント参加を許可または拒否できます。
AP-Count ライセンスはスイッチを、CLI で設定可能なモビリティ コントローラ モードで実行して
管理します。
関連トピック
モビリティ モードの変更, （2212 ページ）

Right-To-Use AP-Count ライセンス
Right-To-Use（RTU）ライセンスにより、特定のライセンス タイプを注文およびアクティブ化し
てライセンスの使用状況をスイッチで管理することができます。
特定の数の追加アクセス ポイント数ライセンスとともにスイッチを注文できますが、注文するラ
イセンスの総数は 50 を超えることはできません。スイッチを受け取った後でも追加アクセス ポ
イント数のライセンスを注文できます。
たとえば、50の新しい追加ライセンスを注文した場合、それらの注文した追加ライセンスのみを
スイッチに追加できます。ライセンスの追加単位は 1 です。ただし、スイッチに追加するライセ
ンスの総数が 50 を超えないようにします。
アクセス ポイント数ライセンスを管理し、CLI で現在使用中のアクセス ポイント数を確認できる
ようにスイッチを設定できます。
以下では、2 種類のアクセス ポイント ライセンスについて説明します。
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1 アクセス ポイントの永久ライセンス
• 追加アクセス ポイント数ライセンス：後でスイッチのキャパシティを増やすために追加
ライセンスを購入できます。追加アクセス ポイント数ライセンスをあるスイッチから別
のコントローラに換えることができます。
2 アクセス ポイントの評価ライセンス
• ライセンスを購入する前に、評価ライセンスをアクティブ化して、多くのアクセス ポイ
ントを評価できます。
• 評価できるアクセス ポイントの最大数は 50 です。
• アクセス ポイント ライセンスを使用した評価期間は 90 日です。
• CLI から評価ライセンスのアクティブ化と非アクティブ化が行えます。

関連トピック
ap-count ライセンスのアクティブ化, （2210 ページ）
アップグレード ライセンスまたはキャパシティ Adder ライセンスの取得, （2211 ページ）
ライセンスの再ホスト, （2211 ページ）

Right-to-Use AP-Count 評価ライセンス
アクセス ポイント数の多いライセンスにアップグレードする場合は、永久バージョンのライセン
スにアップグレードする前に評価ライセンスを試すことができます。たとえば、使用している永
久ライセンスのアクセス ポイント数が 10 の場合に、アクセス ポイント数が 15 の評価ライセンス
を 90 日間試用できます。
評価ライセンスがアクティブ化されると、AP-Count 永久ライセンスは無視されます。最大でサ
ポート対象の 25 のアクセス ポイントのライセンスを 90 日間利用できます。
操作の中断を避けるために、スイッチは、評価ライセンスの有効期限が切れてもライセンスを変
更しません。期限切れ警告メッセージは有効期限日の 5 日前から毎日表示されます。90 日後に、
評価ライセンスは期限切れになり、警告メッセージが表示されます。評価ライセンスをディセー
ブルにし、永久ライセンスを購入する必要があります。
評価ライセンスの期限が切れた後にスイッチを再起動すると、ライセンスのデフォルトが永久ラ
イセンスに設定されます。
関連トピック
ap-count ライセンスのアクティブ化, （2210 ページ）
アップグレード ライセンスまたはキャパシティ Adder ライセンスの取得, （2211 ページ）
ライセンスの再ホスト, （2211 ページ）
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Right-To-Use Adder AP-Count 再ホスト ライセンス
あるデバイスのライセンスを無効にして、別のデバイスにインストールする操作を再ホストと呼
びます。デバイスの目的を変更するために、ライセンスのリホストが必要になる場合があります。
ライセンスを再ホストするには、あるデバイスの Adder AP-Count ライセンスを非アクティブ化
し、別のデバイスで同じライセンスをアクティブ化します。
評価ライセンスを再ホストすることはできません。

RTU ライセンスの設定方法
イメージ ベース ライセンスのアクティブ化
手順
コマンドまたはアクション
license right-to-use activate{ipbase |ipservices | lanbase} {all | evaluation all } [slot
ス
テッ slot-number] [ acceptEULA]
プ1
例：
Device# license right-to-use activate ipservices all acceptEULA

目的
ライセンス
レベルをア
クティブに
します。す
べてのス
イッチ上で
アクティブ
化され、
EULA への
同意が含ま
れることも
あります。
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コマンドまたはアクション

目的
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コマンドまたはアクション

目的
（注）
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EULA
に
同
意
し
な
い
場
合
は、
変
更
し
た
設
定
は
リ
ロー
ド
後
に
反
映
さ
れ
ま
せ
ん。
デ
フォ
ル
ト
の
ラ
イ
セ
ン
ス
（ま
た
は
非

RTU ライセンスの設定方法

コマンドまたはアクション

目的
ア
ク
ティ
ブ
化
さ
れ
た
ラ
イ
セ
ン
ス）
が
リ
ロー
ド
後
に
ア
ク
ティ
ブ
に
な
り
ま
す。

reload [ LINE | at | cancel | in | slot stack-member-number | standby-cpu ]
ス
テッ
プ 2 例：
Device# reload slot 1
Proceed with reload? [confirm] y

特定のス
タック メン
バをリロー
ドし、RTU
追加
AP-Count ラ
イセンスの
アクティブ
化プロセス
を完了しま
す。
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コマンドまたはアクション

目的
こ
れ
ま
で
に
同
意
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
は
、
リ
ロ
ー
ド
後
に
同
意
を
促
す
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
表
示
さ
れ
ま
す
。
ライセンス
レベルを変
更する場合
は、設定を
保存する必
要はありま
せん。ただ
（注）
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コマンドまたはアクション

目的
し、リロー
ドする前に
すべての設
定が適切に
保存されて
いることを
確認するこ
とをお勧め
します。再
起動時に高
いライセン
ス レベルか
ら低いライ
センス レベ
ルに変更す
ると、適用
できない
CLI は削除
されます。
アクティブ
に使用され
る低いライ
センス レベ
ルの機能は
すべて削除
されないよ
うにしてく
ださい。

show license right-to-use usage [ slot slot-number ]
ス
テッ
プ 3 例：

詳細な使用
状況に関す
る情報を表
示します。

Device# show license right-to-use usage
Slot#
License Name
Type usage-duration(y:m:d)
In-Use
EULA
---------------------------------------------------------------------------1

ipservices

Permanent

0 :10:27

yes

yes

1

ipservices

Evaluation

0 :0 :0

no

no

1

ipbase

Permanent

0 :0 :9

no

yes

1

ipbase

Evaluation

0 :0 :0

no

no

1
lanbase
Permanent
0 :11:12
no
yes
----------------------------------------------------------------------------
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コマンドまたはアクション

目的

Switch#

関連トピック
RTU ライセンスの設定に関する制約事項, （2199 ページ）
Right-To-Use ライセンス, （2200 ページ）
RTU ライセンスのモニタリングおよびメンテナンス, （2213 ページ）
例：RTU イメージ ベースのライセンスのアクティブ化, （2214 ページ）

ap-count ライセンスのアクティブ化
手順
コマンドまたはアクション

目的

license right-to-use activate{apcount ap-number slot slot-num} | evaluation} [
ス
テッ acceptEULA]
プ1
例：
Device# license right to use activate apcount 5 slot 1 acceptEULA

show license right-to-use usage [ slot slot-number ]
ス
テッ
プ 2 例：

1 つ以上の追
加 AP-Count
ライセンスを
アクティブ化
し、ただちに
EULA に同意
します。
詳細な使用状
況に関する情
報を表示しま
す。

Device# show license right-to-use usage
Slot# License Name
Type
usage-duration(y:m:d) In-Use EULA
----------------------------------------------------------------------1
1
1
1
1
1
1
1

ipservices
ipservices
ipbase
ipbase
lanbase
apcount
apcount
apcount

permanent
evaluation
permanent
evaluation
permanent
evaluation
base
adder

0
0
0
0
0
0
0
0

:3
:0
:0
:0
:0
:3
:0
:0

:29
:0
:0
:0
:0
:11
:0
:17

yes
no
no
no
no
no
no
yes

yes
no
no
no
no
no
yes
yes

Switch#
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関連トピック
RTU ライセンスのモニタリングおよびメンテナンス, （2213 ページ）
Right-To-Use AP-Count ライセンス, （2202 ページ）
Right-to-Use AP-Count 評価ライセンス, （2203 ページ）

アップグレード ライセンスまたはキャパシティ Adder ライセンスの取得
キャパシティ Adder ライセンスを使用して、スイッチがサポートするアクセス ポイントの数を増
やすことができます。

手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1

目的

license right-to-use {activate | deactivate} apcount 1 つ以上の追加 AP-Count ライセン
{ap-number | evaluation } slot slot-num [
スをアクティブ化し、ただちに
acceptEULA]
EULA に同意します。
例：
Device# license right to use activate apcount
5 slot 2 acceptEULA

関連トピック
Right-to-Use AP-Count 評価ライセンス, （2203 ページ）
Right-To-Use AP-Count ライセンス, （2202 ページ）

ライセンスの再ホスト
ライセンスを再ホストするには、1 つの スイッチ のライセンスを非アクティブ化し、別の スイッ
チ で同じライセンスをアクティブ化します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

license right-to-use deactivate [license-level]
apcount ap-number slot slot-num

1 つのスイッチのライセンスを非アク
ティブ化します。ここでは、
「ipbase」ライセンス レベルを例にし
ています。

例：
Device# license right-to-use deactivate
apcount 1 slot 1

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

2211

RTU ライセンスの設定方法

コマンドまたはアクション

目的

例：
Device# license right-to-use deactivate
ipbase slot 1

ステップ 2

license right-to-use activate [license-level] slot
slot-num [ acceptEULA]

別のスイッチのライセンスをアクティ
ブ化します。ここでは、「ipbase」ラ
イセンス レベルを例にしています。

例：
Device# license right to use activate
ipbase slot 2 acceptEULA

例：
Device# license right-to-use activate
ipbase slot 2 acceptEULA

関連トピック
Right-To-Use AP-Count ライセンス, （2202 ページ）
Right-to-Use AP-Count 評価ライセンス, （2203 ページ）

モビリティ モードの変更
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

wireless mobility controller

モビリティ エージェント
モードのスイッチをモビリ
ティ コントローラ モードに
変更します。

例：
Device(config)# wireless mobility controller
%
Mobility role changed to Mobility Controller.
Please save config and reboot the whole stack.

ステップ 2

write memory
例：
Device# write memory
Building configuration...
Compressed configuration from 13870 bytes to 5390
bytes[OK]
Device#

ステップ 3

reload [ LINE | at | cancel | in | slot
stack-member-number | standby-cpu ]
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コマンドまたはアクション

目的

例：
Device# reload slot 3
Proceed with reload? [confirm] y

ステップ 4

no wireless mobility controller
例：
Device(config)# no wireless mobility controller
%
Mobility role changed to Mobility Agent.
Please save config and reboot the whole stack.
Switch(config)#

ステップ 5

モビリティ コントローラ
モードのスイッチをモビリ
ティ エージェント モードに
変更します。

write memory
例：
Device# write memory
Building configuration...
Compressed configuration from 13870 bytes to 5390
bytes[OK]
Device#

ステップ 6

reload [ LINE | at | cancel | in | slot
stack-member-number | standby-cpu ]
例：
Device# reload slot 3
Proceed with reload? [confirm] y

関連トピック
モビリティ コントローラ モード, （2202 ページ）

RTU ライセンスのモニタリングおよびメンテナンス
コマンド

目的

show license right-to-use default

デフォルトのライセンス情報を表示します。

show license right-to-use detail

スイッチ スタック内のすべてのライセンスの詳
細情報を表示します。

show license right-to-use eula {evaluation |
permanent} show license right-to-use eula
{evaluation | permanent}

エンドユーザ ライセンス契約を表示します。
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コマンド

目的

show license right-to-use mismatch

一致しないライセンス情報を表示します。

show license right-to-use slot slot-number

スイッチ スタック内の特定のスロットのライセ
ンス情報を表示します。

show license right-to-use summary

スイッチ スタック全体のライセンス情報の要約
を表示します。

show license right-to-use usage [ slot slot-number スイッチ スタック内のすべてのライセンスの使
]
用状況に関する詳細情報を表示します。
show switch

ライセンスのステータスを含むスイッチ スタッ
ク内のすべてのメンバの詳細情報を表示しま
す。

関連トピック
イメージ ベース ライセンスのアクティブ化, （2204 ページ）
例：RTU イメージ ベースのライセンスのアクティブ化, （2214 ページ）
ap-count ライセンスのアクティブ化, （2210 ページ）

RTU ライセンスの設定例
例：RTU イメージ ベースのライセンスのアクティブ化
次に、IP Services イメージ ライセンスをアクティブ化し、特定のスロットの EULA を受け入れる
例を示します。
Switch# license right-to-use activate ipservices slot 1 acceptEULA
% switch-1:stack-mgr:Reboot the switch to invoke the highest activated License level

次に、評価用ライセンスをアクティブ化する例を示します。
Switch# license right-to-use activate ipservices evaluation acceptEULA
% switch-1:stack-mgr:Reboot the switch to invoke the highest activated License level

関連トピック
イメージ ベース ライセンスのアクティブ化, （2204 ページ）
RTU ライセンスの設定に関する制約事項, （2199 ページ）
Right-To-Use ライセンス, （2200 ページ）
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RTU ライセンスのモニタリングおよびメンテナンス, （2213 ページ）

例：RTU ライセンス情報の表示
次に、スイッチ スタックのアクティブ スイッチからの統合 RTU ライセンス情報の例を示します。
スタック内のすべてのメンバのライセンス レベルは同じです。評価 AP-Count ライセンスをアク
ティブ化すると、追加 AP-Count ライセンスは無視されます。Ap-Count ライセンスの最大数は、
評価がイネーブルの場合に使用できます。
Switch# show license right-to-use summary
License Name
Type
Period left
---------------------------------------ipservices
Permanent
Lifetime
---------------------------------------License Level In Use: ipservices
License Level on Reboot: ipservices

次に、永久ライセンスと追加ライセンスのサマリーを示します。評価 AP-Count ライセンスはディ
セーブルで、スイッチ スタック内でアクティブ化された追加 AP-Count ライセンスの総数が示さ
れています。使用中の AP-Count ライセンスは、それらのライセンスが接続されていることを意味
します。
Switch# show license right-to-use summary
License Name
Type
Count
Period left
------------------------------------------------------------ipservices
permanent
N/A
Lifetime
apcount
base
0
apcount
adder
40
Lifetime
------------------------------------------------------------License Level In Use: ipservices
License Level on Reboot: ipservices eval
Evaluation AP-Count: Disabled
Total AP Count Licenses: 40
AP Count Licenses In-use: 10
AP Count Licenses Remaining: 30

次に、RTU のデフォルトのライセンスを示します。デフォルトのライセンスは事前にインストー
ルされており、削除したり、移動したりできません。アクティブ化されているライセンスがない
場合、スイッチは再起動後にデフォルトのライセンスを使用します。
Switch# show license right-to-use default
Slot#
License Name
Type
------------------------------------1
lanbase
Permanent
------------------------------------Slot#
License Name
Type
------------------------------------2
lanbase
Permanent
------------------------------------Slot#
License Name
Type
------------------------------------3
lanbase
Permanent
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-------------------------------------

例：RTU ライセンスの詳細の表示
次に、スロット 1 の RTU ライセンスのすべての詳細情報の例を示します。
Switch# show license right-to-use detail slot 1
Index 1
License Name
: ipservices
Period left
: Lifetime
License Type
: Permanent
License State
: Active, In use
License Location: Slot 1
Index 2
License Name
: ipservices
Period left
: 90
License Type
: Evaluation
License State
: Not Activated
License Location: Slot 1
Index 3
License Name
: ipbase
Period left
: Lifetime
License Type
: Permanent
License State
: Active, Not In use
License Location: Slot 1
Index 4
License Name
: ipbase
Period left
: 90
License Type
: Evaluation
License State
: Not Activated
License Location: Slot 1
Index 5
License Name
: lanbase
Period left
: Lifetime
License Type
: Permanent
License State
: Active, Not In use
License Location: Slot 1

例：RTU ライセンスの不一致の表示
この例では、スタック内のスイッチのライセンス情報と、メンバ スイッチの不一致ステータスを
示します。メンバ スイッチがアクティブ スイッチと一致している必要があります。
Switch# show switch
Switch/Stack Mac Address : 1c1d.8625.7700 - Local Mac Address
H/W
Current
Switch#
Role
Mac Address
Priority Version State
------------------------------------------------------------------------------*1
Active
1c1d.8625.7700
15
V02
Ready
2
Standby bc16.f55c.ab80
7
V04
Ready
3
Member
580a.2095.da00
1
V03
Lic-Mismatch

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
2216

OL-30686-01-J

RTU ライセンスの設定例

（注）

ライセンスの不一致を解決するには、まず、RTU ライセンスのサマリーを確認します。
Switch# show license right-to-use

次に、アクティブ スイッチと同じライセンス レベルとなるように、一致していないスイッチ
のライセンス レベルを変更します。この例では、アクティブ スイッチと一致するように IP
Base ライセンスをメンバ スイッチに対してアクティブ化したことを示します。
Switch# license right-to-use activate ipbase slot 3 acceptEULA

例：RTU ライセンス使用状況の表示
次に、スイッチ スタックの詳細なライセンス使用状況の例を示します。スロット 1 の IP Services
ライセンスは永久ライセンスで、1 日使用しています。スロット 2 の AP-Count ライセンスは、評
価に使用できる状態です。EULA に同意しており、使用中の状態であることが示されていますが、
再起動後に評価ライセンスは非アクティブ化されます。
Switch# show license right-to-use usage
Slot# License Name
Type
usage-duration(y:m:d) In-Use EULA
---------------------------------------------------------------------------1
ipservices
Permanent
0 :10:27
yes
yes
1
ipservices
Evaluation
0 :0 :0
no
no
1
ipbase
Permanent
0 :0 :9
no
yes
1
ipbase
Evaluation
0 :0 :0
no
no
1
lanbase
Permanent
0 :11:12
no
yes
---------------------------------------------------------------------------Slot#
License Name
Type usage-duration(y:m:d)
In-Use
EULA
---------------------------------------------------------------------------2
ipservices
Permanent
0 :3 :25
yes
yes
2
ipservices
Evaluation
0 :0 :0
no
no
2
ipbase
Permanent
0 :0 :0
no
yes
2
ipbase
Evaluation
0 :0 :0
no
no
2
lanbase
Permanent
0 :7 :2
no
yes
---------------------------------------------------------------------------Slot#
License Name
Type usage-duration(y:m:d)
In-Use
EULA
---------------------------------------------------------------------------3
ipservices
Permanent
0 :6 :15
yes
yes
3
ipservices
Evaluation
0 :0 :0
no
no
3
ipbase
Permanent
0 :0 :0
no
yes
3
ipbase
Evaluation
0 :0 :0
no
no
3
lanbase
Permanent
0 :8 :11
no
yes
----------------------------------------------------------------------------
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RTU ライセンスに関する追加情報
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

この章で使用するコマンドの完全な構文および使用方法の詳細。 System Management Command
Reference (Catalyst 3850 Switches)

標準および RFC
標準/RFC

Title

なし

—

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs
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シスコのテクニカル サポート
Link

説明

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

RTU ライセンスの機能履歴と情報
リリース

機能情報

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
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管理者のユーザ名とパスワードの設定
• 機能情報の確認, 2221 ページ
• 管理者のユーザ名とパスワードの設定について, 2221 ページ
• 管理者のユーザ名とパスワードの設定, 2222 ページ
• 例：管理者のユーザ名とパスワードの設定, 2224 ページ
• 管理者のユーザ名とパスワードに関する追加情報, 2225 ページ
• 管理者のユーザ名とパスワードの設定の機能履歴と情報, 2226 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。 最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソ
フトウェア リリースに対応したリリース ノートを参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。

管理者のユーザ名とパスワードの設定について
管理者のユーザ名とパスワードを設定しておくと、権限のないユーザによるスイッチの設定変更
や設定情報の表示を防ぐことができます。この項では、初期設定とパスワード リカバリの手順を
説明します。
スイッチに関連付けられた一つ以上のアクセス ポイントを管理および設定する管理者のユーザ名
とパスワードを設定することもできます。
強力なパスワード
管理者ユーザがアクセス ポイントを管理するため、ASCII キーによる暗号化パスワードなどの強
力な管理者パスワードを設定できます。
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強力なパスワードを作成する場合は、次のガイドラインに従ってください。
• 次のカテゴリ（小文字、大文字、数字、特殊文字）のうち、少なくとも 3 つが必要です。

（注）

GUI のログインでは、ユーザ名とパスワードでの特殊文字の使用はサポート
されません。

• 新しいパスワードは、関連付けられているユーザ名と同じにしたり、ユーザ名を反転させた
りすることはできません。
• パスワードの文字を 4 回以上連続して繰り返すことはできません。
• パスワードに cisco、ocsic、admin、nimda を使用することはできません。また、これらの文
字のいくつかを大文字にしたり、i を「1」、「|」、または「!」に、「o」を「0」に、また
は「s」を「$」に置き換たりすることもできません。
• ユーザ名およびパスワードで許容される最大文字数は 32 文字です。
暗号化パスワード
パスワードには 3 種類のキーを設定できます。
• ランダムに生成されたキー：このキーはランダムに生成され、最も安全なオプションです。
1 台のシステムから別のシステムへコンフィギュレーション ファイルをエクスポートするに
は、キーもエクスポートする必要があります。
• 静的キー：最も単純なオプションは固定（静的）暗号キーを使用することです。固定キーを
使用すれば、キー管理は必要ありませんが、キーが何らかの方法で検出されると、データは
そのキーの知識を持つ任意のユーザによって復号化できます。これは、セキュアなオプショ
ンではなく、CLI では難読化と呼ばれます。
• ユーザによって定義されたキー：ユーザ自身がキーを定義できます。1 台のシステムから別
のシステムへコンフィギュレーション ファイルをエクスポートするには、双方のシステムで
同じキー設定する必要があります。

管理者のユーザ名とパスワードの設定
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

wireless security strong-password

管理者ユーザのための強力なパスワード ポ
リシーをイネーブルにします。

例：
Device(config)# wireless security
strong-password

ステップ 3

username admin-usernamepassword {0 管理者のユーザ名とパスワードを指定しま
unencrypted_password | 7 hidden_password| す。
unencrypted_text}
管理者は、スイッチを設定し、設定情報を
表示できます。
例：
Device(config)# username adminuser1
password 0 QZsek239@

ステップ 4

username admin-usernamesecret {0
unencrypted_secret_text | 4 SHA256
encrypted_secret_text| 5 MD5
encrypted_secret_text| LINE}

管理者のシークレットを指定します。

例：
Device(config)# username adminuser1
secret 0 QZsek239@

ステップ 5

ap mgmtuser username
usernamepassword{0 unencrypted
password | 8 AES encrypted
password}secret{0 unencrypted password
| 8 AES encrypted password}

スイッチへ設定されたすべてのアクセス ポ
イントを管理するため、システムの管理者
のユーザ名とパスワードを指定します。

例：

（注）

Device(config)# ap mgmtuser username
cisco password 0 Qwci12@ secret 0
Qwci14@!

特権アクセス ポイント管理のためのシーク
レット テキストを含めることもできます。
パスワードが強力なパスワード ポ
リシーを満たしていない場合、パ
スワードは有効なエラー メッセー
ジとともに拒否されます。たとえ
ば、次のパスワードは、強力なパ
スワードでないため、拒否されま
す。
Device# ap mgmtuser username
cisco password 0 abcd secret 0
1234

ステップ 6

ap dot1x username usernamepassword{0 スイッチへ設定されたすべてのアクセス ポ
unencrypted password | 8 AES encrypted イントを管理するため、802.1X のユーザ名
password}
とパスワードを指定します。
例：
Device(config)# ap dot1x username
cisco password 0 Qwci12@
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z
キーを押しても、グローバル コンフィギュ
レーション モードを終了できます。

例：
Device(config)# end

ステップ 8

ap nameapnamemgmtuser username
スイッチに設定された特定のアクセス ポイ
usernamepassword passwordsecret secret ントを管理するための管理者のユーザ名、
_text
パスワード、およびシークレット テキスト
を設定します。
例：

Device# ap name APf0f7.55c7.7b23
mgmtuser username cisco password
Qne35! secret Nzep592$

ステップ 9

apnameapnamedot1x-user
usernamepassword password

特定のアクセス ポイントの 802.1X ユーザ名
とパスワードを設定します。

例：
Device# ap name APf0f7.55c7.7b23
dot1x-user username cisco password
Qne35!

例：管理者のユーザ名とパスワードの設定
次に、コンフィギュレーション モードで、管理者のユーザ名と、厳格なパスワード ポリシーに
則ったパスワードを設定する例を示します。
Device# configure terminal
Device(config)# wireless security strong-password
Device(config)# username adminuser1 password 0 QZsek239@
Device(config)# ap mgmtuser username cisco password 0 Qwci12@ secret 0 Qwci14@!
Device(config)# ap dot1x username cisco password 0 Qwci12@
Device# end

次に、グローバル EXEC モードで、管理者のユーザ名およびパスワードをアクセス ポイントに設
定する例を示します。
Device#
Device#
Device#
Device#

wireless security strong-password
ap name APf0f7.55c7.7b23 mgmtuser username cisco password Qwci12@ secret Qwci14@
ap name APf0f7.55c7.7b23 dot1x-user username cisco password Qwci12@
end
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管理者のユーザ名とパスワードに関する追加情報
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

システム管理コマンド

『System Management Command Reference Guide
(Cisco IOS XE Release 3SE (Cisco WLC 5700
Series)』

標準および RFC
標準/RFC

Title

なし

—

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs
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シスコのテクニカル サポート
説明

Link

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

管理者のユーザ名とパスワードの設定の機能履歴と情報
リリース

機能情報

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
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802.11 パラメータおよび帯域選択の設定
• 機能情報の確認, 2227 ページ
• 帯域選択の制約事項、802.11 帯域とパラメータ, 2227 ページ
• 帯域選択、802.11 帯およびパラメータに関する情報, 2228 ページ
• 802.11 帯とそのパラメータを設定する方法, 2230 ページ
• 帯域選択、802.11 帯およびパラメータの設定のモニタリング, 2241 ページ
• 帯域選択、802.11 帯およびパラメータの設定例, 2245 ページ
• 802.11 パラメータおよび帯域選択に関する追加情報, 2247 ページ
• 802.11 パラメータおよび帯域選択設定の機能履歴と情報, 2248 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。 最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソ
フトウェア リリースに対応したリリース ノートを参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。

帯域選択の制約事項、802.11 帯域とパラメータ
• 帯域選択が有効になっている WLAN では、ローミングの遅延が発生するので、音声やビデ
オのような、遅延に敏感なアプリケーションはサポートされません。
• 帯域選択は、Cisco Aironet 1140、1250、1260、1550、1800、2600、2800、3500、3600、、3800
シリーズ アクセス ポイントでのみ使用できます。
• Mid RSSI は、Cisco Aironet 1600 シリーズ アクセス ポイントではサポートされていません。
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帯域選択、802.11 帯およびパラメータに関する情報

• 帯域選択は、Cisco Aironet 1040、OEAP 600 シリーズ アクセスポイントではサポートされて
いません。
• 帯域選択が動作するのは、コントローラに接続されたアクセス ポイントに対してのみです。
コントローラに接続しない FlexConnect アクセス ポイントは、リブート後に帯域選択を実行
しません。
• 帯域選択アルゴリズムによるデュアル バンド クライアントの誘導は、同じアクセス ポイン
トの 2.4 GHz 無線から 5 GHz 無線へに限られます。このアルゴリズムが機能するのは、アク
セス ポイントで 2.4 GHz と 5 GHz の両方の無線が稼働している場合のみです。
• コントローラ上で帯域選択とアグレッシブ ロード バランシングの両方を有効にすることが
できます。これらは独立して動作し、相互に影響を与えることはありません。
• コントローラ GUI またはコントローラ CLI を使用して、帯域選択とクライアント ロード バ
ランシングをグローバルで有効または無効にすることはできません。ただし、特定の WLAN
の帯域選択とクライアント ロード バランシングを有効または無効にできます。帯域選択と
クライアント ロード バランシングは、デフォルトではグローバルで有効になっています。

帯域選択、802.11 帯およびパラメータに関する情報
帯域選択
帯域選択によって、デュアルバンド（2.4 GHz および 5 GHz）動作が可能なクライアントの無線
を、混雑の少ない 5 GHz アクセス ポイントに移動できます。2.4 GHz 帯域は、混雑していること
があります。この帯域のクライアントは一般に、Bluetooth デバイス、電子レンジ、およびコード
レス電話機からの干渉を受けるだけでなく、他のアクセス ポイントからの同一チャネル干渉も発
生します。802.11b/g では、重複しないチャネルが 3 つしかないからです。このような原因による
干渉を防ぎ、ネットワーク全体のパフォーマンスを向上させるには、スイッチで帯域選択を設定
します。
クライアントに対するプローブ応答を調整すると帯域選択が機能し、WLAN 単位で有効にできま
す。5 GHz チャネルへクライアントを誘導するために、2.4 GHz チャネルでのクライアントへのプ
ローブ応答を遅らせます。アクセス ポイントでは、帯域選択表は show dot11 band-select コマンド
で表示できます。帯域選択表は、show cont d0/d1 | begin Lru でも表示できます。

（注）

WMM のデフォルト設定は、[show running-config] 出力には表示されません。

帯域選択アルゴリズム
帯域選択アルゴリズムは 2.4 GHz GHz 帯を使用するクライアントに反映されます。最初に、クラ
イアントがアクセスポイントにプローブ要求を送信すると、対応するクライアントプローブのア
クティブ値とカウント値（帯域選択に表示）が 1 になります。以下のシナリオによるアルゴリズ
ム機能を示します。
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• シナリオ 1 - クライアント RSSI（show cont d0/d1 | begin RSSIで表示）は、中間 RSSI と受け
入れ可能クライアント RSSI のどちらよりも強い。
• デュアル バンド クライアント：2.4 GHz プローブ応答はいつでも表示されず、すべての
5 Ghz プローブ要求に 5 GHz プローブ応答が表示されます。
• シングル バンド（2.4 GHz）クライアント：プローブ抑制サイクルの後にのみ 2.4 GHz
プローブ応答が表示されます。
• 設定したプローブ サイクル カウントにクライアントのプローブ カウントが達すると、
アルゴリズムはエージング アウト抑止時間を待ち、プローブのアクティブ値を 0 にマー
クします。そして、アルゴリズムが再起動します。
• シナリオ 2 - クライアント RSSI（show cont d0/d1 | begin RSSIで表示）は、中間 RSSI と受け
入れ可能クライアント RSSI の間になります。
• 2.4 GHz プローブ要求と 5 GHz プローブ要求はすべて制限なしで応答します。
• このシナリオは、帯域選択無効時と似ています。

（注）

クライアントの RSSI 値（[sh cont d0] | [ begin RSSI] で表示）は、受信したクライアント パケッ
トの平均値であり、中間 RSSI 機能は、プローブ パケットの RSSI の瞬時値です。sh cont d0begin
RSSIそのため、クライアント RSSI は設定した中間 RSSI 値（7 dB デルタ）より弱くなります。
クライアントからのプローブ 802.11b は、802.11a バンドに関連付けるためクライアントをプッ
シュするように抑制されます。

802.11 帯域
自国の法的な規制基準を遵守するために、コントローラの 802.11b/g/n（2.4GHz）帯域と 802.11a/n
（5GHz）帯域を設定できます。デフォルトでは、802.11b/g/n と 802.11a/n の両方がイネーブルに
なっています。
コントローラが 802.11g トラフィックだけを許可するように設定されている場合、802.11b クライ
アントデバイスはアクセスポイントに正常に接続できますが、トラフィックを送信できません。
802.11g トラフィック専用にコントローラを設定する場合、必須として 11g レートをマークする必
要があります。

802.11n パラメータ
この項では、ネットワーク上の 802.11n デバイス（Cisco Aironet 1140 および 3600 シリーズ アクセ
ス ポイントなど）を管理する手順を説明します。802.11n デバイスでは、2.4GHz 帯域と 5GHz 帯
域をサポートしており、高スループット データ レートを提供します。
802.11n の高スループット データ レートは、すべての 802.11n アクセス ポイントで使用できます。
この場合、WLAN で WMM が使用されていることと、レイヤ 2 暗号化なしであるか WPA2/AES
暗号化が有効化されていることが必要です。
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（注）

Cisco 802.11n AP は、偽の wIPS アラームをトリガーする可能性がある誤ったビーコン フレー
ムを断続的に送信する場合があります。これらのアラームを無視することをお勧めします。こ
の問題は Cisco 802.11n AP の 1140、1250、2600、3500、および 3600 で確認されています。

802.11h パラメータ
802.11h では、チャネルの変更がクライアント デバイスに通知されます。また、クライアント デ
バイスの送信電力を制限できるようになっています。

802.11 帯とそのパラメータを設定する方法
帯域選択の設定（CLI）
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

wireless client band-select cycle-count 帯域選択のプローブ サイクル カウントを設定
cycle_count
します。
例：
Device(config)# wireless client
band-select cycle-count 3

ステップ 3

wireless client band-select
cycle-threshold milliseconds

新規スキャン周期の時間のしきい値を設定しま
す。

例：

milliseconds パラメータには、しきい値として
1 ～ 1000 の範囲内の値を入力できます。

Device(config)# wireless client
band-select cycle-threshold 5000

ステップ 4

cycle_count パラメータには、1 ～ 10 の範囲内
の値を入力できます。

wireless client band-select expire
suppression seconds
例：

抑制の期限切れを帯域幅選択に設定します。
seconds パラメータには、抑制期間として 10 ～
200 の範囲内の値を入力できます。

Device(config)# wireless client
band-select expire suppression
100

ステップ 5

wireless client band-select expire
dual-band seconds

デュアル バンドの期限を設定します。
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コマンドまたはアクション

目的

例：

seconds パラメータには、デュアル バンド用に
10 ～ 300 の範囲内の値を入力できます。

Device(config)# wireless client
band-select expire dual-band 100

ステップ 6

wireless client band-select client-rssi クライアント RSSI しきい値を設定します。
client_rssi
client_rssi パラメータには、プローブに応答す
るクライアント RSSI の最小 dBm として 20 ～
例：
Device(config)# wireless client 90 の範囲内の値を入力できます。
band-select client-rssi 40

ステップ 7

特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z
キーを押しても、グローバルコンフィギュレー
ション モードを終了できます。

end
例：
Device(config)# end

ステップ 8

wlan wlan_profile_name wlan_ID
SSID_network_name band-select
例：

ステップ 9

特定の WLAN で帯域選択を設定します。
wlan_ID パラメータには、1 ～ 512 の範囲内の
値を入力できます。

Device(config)# wlan wlan1 25
ssid12
Device(config-wlan)# band-select

SSID_network_name パラメータには、最大 32
文字の英数字を入力できます。

end

特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z
キーを押しても、グローバルコンフィギュレー
ション モードを終了できます。

例：
Device(config)# end

802.11 帯域の設定（CLI）
802.11 帯およびパラメータを設定できます。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

ap dot11 5ghz shutdown
例：
Device(config)# ap dot11
5ghz shutdown

802.11a 帯域をディセーブルにします。
（注）

802.11a ネットワーク パラメータを設定する
前に、802.11a 帯域をディセーブルにする必要
があります。
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コマンドまたはアクション 目的
ステップ 3

ap dot11 24ghz shutdown
例：
Device(config)# ap dot11
24ghz shutdown

ステップ 4

ap dot11 {5ghz | 24ghz}
beaconperiod time_unit
例：
Device(config)# ap dot11
5ghz beaconperiod 500

ステップ 5

ap dot11 {5ghz | 24ghz}
fragmentation threshold
例：
Device(config)# ap dot11
5ghz fragmentation 300

ステップ 6

802.11b 帯域をディセーブルにします。
（注）

802.11b ネットワーク パラメータを設定する
前に、802.11b 帯域をディセーブルにする必要
があります。

アクセス ポイントによる SSID のブロードキャスト レー
トを指定します。
ビーコン間隔は時間単位（TU）で測定されます。1 TU
は 1024 マイクロ秒です。20 ～ 1000 ミリ秒ごとにビー
コンを送信するように、アクセス ポイントを設定でき
ます。
パケットを断片化するサイズを指定します。
しきい値は、256 ～ 2346 バイト（両端の値を含む）で
す。接続不良や多くの無線干渉が発生している領域で
は、この値を小さくします。

ap dot11 {5ghz | 24ghz} dtpc アクセスポイントによる、チャネルのアドバタイズ、
ビーコンの電力レベル送信、応答プローブをイネーブ
例：
ルにします。
Device(config)# ap dot11
5ghz dtpc
Device(config)# no ap
dot11 24ghz dtpc

デフォルト値はイネーブルです。Dynamic Transmit Power
Control（DTPC; 送信電力の動的制御）を使用するクラ
イアント デバイスは、アクセス ポイントからチャネル
および電力レベル情報を受信して、自身の設定を自動
的に調整します。たとえば、主に日本で使用されてい
るクライアント デバイスをイタリアに移送し、そこの
ネットワークに追加した場合、チャネルと電力設定の
自動調整を DTPC に任せることができます。
（注）
Cisco IOS ソフトウェアを実行するアクセス
ポイントでは、この機能はワールド モードと
呼ばれます。
このコマンドの no 形式は、802.11a または 802.11b DTPC
設定をディセーブルにします。

ステップ 7

wireless client association
limit number interval
milliseconds
例：
Device(config)# wireless
client association limit
50 interval 1000

設定できるクライアントの最大数を指定します。
単一アクセス ポイント スロットの、所定の間隔内にお
けるアソシエーション要求の最大数を設定できます。
設定できるアソシエーション制限の範囲は 1 ～ 100 で
す。
アソシエーション要求制限間隔は 100 ～ 10000 ミリ秒
です。
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コマンドまたはアクション 目的
ステップ 8

ap dot11 {5ghz | 24ghz} rate データをコントローラとクライアント間で送信できる
rate {disable | mandatory |
速度を指定します。
supported}
• disabled：クライアントが通信に使用するデータ
レートを指定するように定義します。
例：
Device(config)# ap dot11
5ghz rate 36 mandatory

• mandatory：クライアントがコントローラのアクセ
ス ポイントにアソシエートするにはこのデータ
レートをサポートする必要があると定義します。
• supported：アソシエートしたクライアントは、こ
のデータ レートをサポートしていれば、このレー
トを使用してアクセス ポイントと通信することが
できます。ただし、クライアントがこのレートを
使用できなくても、アソシエートは可能です。
• rate：データが送信されるレートを指定します。
802.11a、802.11b 帯域では、データは 1、2、5.5、
6、9、11、12、18、24、36、48、または 54 Mbps
のレートで送信されます。

ステップ 9

no ap dot11 5ghz shutdown
例：

802.11a 帯域をイネーブルにします。
（注）

Device(config)# no ap
dot11 5ghz shutdown

ステッ
プ 10

no ap dot11 24ghz shutdown 802.11b 帯域をイネーブルにします。
例：
Device(config)# no ap
dot11 24ghz shutdown

ステッ
プ 11

ap dot11 24ghz dot11g
例：
Device(config)# ap dot11
24ghz dot11g

ステッ
プ 12

デフォルト値はイネーブルで
す。

end

（注）

デフォルト値はイネーブルで
す。

802.11g ネットワークのサポートをイネーブルまたは
ディセーブルにします。
デフォルト値はイネーブルです。このコマンドは、
802.11b 帯域が有効になっている場合のみ使用できま
す。この機能を無効にすると、802.11b 帯域は 802.11g
をサポートせずに有効になります。
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end
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802.11 帯域の設定（GUI）
手順
ステップ 1

[Configuration] > [Wireless] > [802.11a/n/ac] > [Network] または [Configuration] > [Wireless] > [802.11b/g/n]
> [Network] を選択して、[Global Parameters] ページを開きます。

ステップ 2

[802.11a/n/ac（または 802.11b/g）ネットワーク ステータス（802.11a/n/ac (or 802.11b/g) Network
Status）] チェックボックスをオンにして、802.11a または 802.11b/g 帯域を有効にします。帯域を
無効にするには、チェックボックスをオフにします。デフォルト値はイネーブルです。802.11a 帯
域と 802.11b/g 帯域の両方を有効にすることができます。

ステップ 3

ステップ 2 で 802.11b/g 帯域を有効にした場合、802.11g ネットワーク サポートを有効にするとき
は、[802.11g Support] チェックボックスをオンにします。デフォルト値はイネーブルです。この機
能を無効にすると、802.11b 帯域は 802.11g をサポートせずに有効になります。

ステップ 4

20 ～ 1000 ミリ秒の範囲内の値を [Beacon Period] テキスト ボックスに入力して、アクセス ポイン
トが SSID のブロードキャストを行う周期を指定します。デフォルト値は 100 ミリ秒です。
（注）
コントローラ内でのビーコン period はミリ秒の単位で示されます。ビーコン周期の単位
には、単位時間（TU）も使用できます。その場合は、1 TU が 1024 マイクロ秒、または
100 TU が 102.4 ミリ秒になります。ビーコン間隔がコントローラ内で 100 ミリ秒として
示されている場合、これは単に 102.4 ミリ秒を丸めた値です。一部の無線におけるハー
ドウェアの制限により、ビーコン間隔がたとえば 100 TU であっても、その間隔は 102
TU に調整されます。これは、約 104.448 ミリ秒になります。ビーコン周期が TU で表現
される場合、その値は、最も近い 17 の倍数に調整されます。

ステップ 5

256 ～ 2346 バイトの範囲内の値を [Fragmentation Threshold] テキスト ボックスに入力して、パケッ
トをフラグメントするサイズを指定します。接続不良や多くの無線干渉が発生している領域では、
この値を小さくします。

ステップ 6

アクセス ポイントが自身のチャネルと送信電力レベルを、CCX クライアントのビーコンおよびプ
ローブ応答でアドバタイズするようにします。[DTPC Support] チェックボックスをオンにします。
有効にしない場合には、このチェックボックスをオフにします。デフォルト値はイネーブルです。
Dynamic Transmit Power Control（DTPC; 送信電力の動的制御）を使用するクライアント デバイス
は、アクセス ポイントからチャネルおよび電力レベル情報を受信して、自身の設定を自動的に調
整します。たとえば、主に日本で使用されているクライアント デバイスをイタリアに移送し、そ
このネットワークに追加した場合、チャネルと電力設定の自動調整を DTPC に任せることができ
ます。
（注）
（注）

シスコ IOS ソフトウェアを実行しているアクセス ポイントでは、この機能はワールド
モードと呼ばれます。
DTPC と 801.11h 電力制約を同時に有効にすることはできませ
ん。

ステップ 7

1 ～ 200 の範囲内の値を [Maximum Allowed Client] テキスト ボックスに入力して、最大許容クラ
イアント数を指定します。デフォルト値は 200 です。

ステップ 8

アクセス ポイントとクライアントとの間のデータ送信レートを指定するには、[Data Rates] のオプ
ションを使用します。次のデータ レートが使用可能です。
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• 802.11a：6、9、12、18、24、36、48、および 54Mbps
• [802.11b/g]：1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48、または 54Mbps
各データ レートに対して、次のオプションのいずれかを選択します。
• [Mandatory]：クライアントは、このコントローラ上のアクセス ポイントにアソシエートする
にはこのデータ レートをサポートしている必要があります。
• [Supported]：アソシエートしたクライアントは、このデータ レートをサポートしていれば、
このレートを使用してアクセス ポイントと通信することができます。ただし、クライアント
がこのレートを使用できなくても、アソシエートは可能です。
• [Disabled]：通信に使用するデータ レートは、クライアントが指定します。
ステップ 9

[Apply] をクリックします。

ステップ 10

[Save Configuration] をクリックします。

802.11n のパラメータの設定（CLI）
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 configure terminal

目的
グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2 ap dot11 {5ghz | 24ghz} dot11n ネットワークで 802.11n サポートをイネーブルします。
例：
Device(config)# ap dot11
5ghz dot11n

このコマンドの no 形式は、ネットワーク上の 802.11n
サポートをディセーブルにします。

ステップ 3 ap dot11 {5ghz | 24ghz} dot11n データをアクセス ポイントとクライアント間で送信で
mcs tx rtu
きる変調および符号化方式（MCS）レートを指定しま
す。mcs tx パラメータには、0 ～ 23 の値が設定できま
例：
す。
Device(config)# ap dot11
5ghz dot11n mcs tx 20

このコマンドの no 形式は、設定された MCS レートを
ディセーブルに設定します。

ステップ 4 wlanwlan_profile_name
WLAN で WMM をイネーブルにし、設定した 802.11n
wlan_ID SSID_network_name データ レートを使用します。
wmm require
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コマンドまたはアクション

目的

例：

require パラメータは、クライアント デバイスに WMM
の使用を要求します。WMM をサポートしていないデ
バイスは WLAN に接続できません。

Device(config)# wlan wlan1
25 ssid12
Device(config-wlan)# wmm
require

ステップ 5 ap dot11 {5ghz | 24ghz}
shutdown

ネットワークをディセーブルにします。

例：
Device(config)# ap dot11
5ghz shutdown

ステップ 6 {ap | no ap} dot11 {5ghz | 24
ghz} dot11n a-mpdu tx
priority {all | 0-7}
例：
Device(config)# ap dot11
5ghz dot11n a-mpdu tx
priority all

802.11n パケットに使用する集約方法を指定します。
集約は、パケット データ フレームを個別に伝送するの
ではなく、グループにまとめるプロセスです。集約方
法には、Aggregated MAC Protocol Data Unit（A-MPDU）
と Aggregated MAC Service Data Unit（A-MSDU）の 2 種
類があります。A-MPDU と A-MSDU は、両方ともソフ
トウェアで実行されます。
集約方法は、アクセス ポイントからクライアントへの
トラフィックのタイプごとに指定できます。
次の表は、トラフィック タイプごとに割り当てられる
優先レベル（0 ～ 7）の説明です。
表 168：トラフィック タイプの優先レベル

ユーザ優先度

トラフィック タイプ

0

ベスト エフォート

1

バックグラウンド

2

予備

3

エクセレント エフォート

4

制御された負荷

5

ビデオ、遅延およびジッ
タは 100 ミリ秒未満

6

音声、遅延およびジッタ
は 100 ミリ秒未満
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コマンドまたはアクション

目的
7

ネットワーク制御

各優先レベルを個別に設定するか、all パラメータを使
用して一度にすべての優先レベルを設定できます。ト
ラフィックが A-MPDU 送信または A-MSDU 伝送を使用
するよう、プライオリティ レベルを設定できます。
• 他のオプションとともに ap コマンドを使用する
と、そのプライオリティ レベルに関連付けられた
トラフィックは、A-MPDU 送信に関連付けらま
す。
• 他のオプションとともに no ap コマンドを使用す
ると、そのプライオリティ レベルに関連付けられ
たトラフィックは、A-MSDU 送信に関連付けられ
ます。
クライアントが使用する集約方法に合わせて優先
度を設定します。デフォルトでは、A-MPDU は、
優先レベル 0、4、および 5 に対して有効になって
おり、それ以外は無効になっています。デフォル
トでは、A-MPDU は、6 と 7 以外のすべての優先
度に対して有効になっています。
ステップ 7 no ap dot11 {5ghz | 24ghz}
shutdown

ネットワークを再度イネーブルにします。

例：
Device(config)# no ap dot11
5ghz shutdown

ステップ 8 ap dot11 {5ghz | 24ghz} dot11n ネットワークのガード間隔を設定します。
guard-interval {any | long}
例：
Device(config)# ap dot11
5ghz dot11n guard-interval
long

ステップ 9 ap dot11 {5ghz | 24ghz} dot11n ネットワークの Reduced Interframe Space（RIFS）を設
rifs rx
定します。
例：
Device(config)# ap dot11
5ghz dot11n rifs rx
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ステッ
プ 10

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z キーを押
しても、グローバル コンフィギュレーション モードを
終了できます。

例：
Device(config)# end

802.11n パラメータの設定（GUI）
手順
ステップ 1

[Configuration] > [Wireless] > [802.11a/n/ac or 802.11b/g/n] > [High Throughput (802.11n)] の順に選択し
て、[802.11n/ac (5 GHz or 2.4 GHz) Throughput] ページを開きます。

ステップ 2

[Enable 11n] チェックボックスをオンにして、ネットワーク上での 802.11n サポートを有効にしま
す。デフォルト値はイネーブルです。

ステップ 3

必要なレートのチェックボックスをオンにして、アクセス ポイントとクライアントの間のデータ
送信に使用可能な変調および符号化方式（MCS）レートを指定します。使用できるデータ レート
は次のとおりです。これらは、チャネル幅 20MHz、ガード インターバル「short」の場合の計算値
です。
• 0（7 Mbps）
• 1（14 Mbps）
• 2（21 Mbps）
• 3（29 Mbps）
• 4（43 Mbps）
• 5（58 Mbps）
• 6（65 Mbps）
• 7（72 Mbps）
• 8（14 Mbps）
• 9（29 Mbps）
• 10（43 Mbps）
• 11（58 Mbps）
• 12（87 Mbps）
• 13（116 Mbps）
• 14（130 Mbps）
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• 15（144 Mbps）
• 16（22 Mbps）
• 17（43 Mbps）
• 18（65 Mbps）
• 19（87 Mbps）
• 20（130 Mbps）
• 21（173 Mbps）
• 22（195 Mbps）
• 23（217 Mbps）
• 選択したレートをクライアントがサポートしていれば、アソシエートしたクライアントはそ
のレートを使用してアクセス ポイントと通信することができます。ただし、クライアントが
このレートを使用できなくても、アソシエートは可能です。MCS 設定では、使用する空間ス
トリーム数、変調、符号化レート、およびデータ レートの値を定めます。
ステップ 4

[Apply] をクリックします。

ステップ 5

次の手順に従って、WLAN 上で WMM を有効にすることにより、設定した 802.11n データ レート
を使用します。
a) [WLANs] を選択して、[WLANs] ページを開きます。
b) WMM モードを設定する WLAN の ID 番号をクリックします。
c) [WLANs] > [Edit] ページが表示されたら、[QoS] タブを選択して [WLANs > Edit（QoS）] ペー
ジを開きます。
d) クライアント デバイスに WMM の使用を要求するには [WMM Policy] ドロップダウン リスト
から [Required] を選択し、使用を許可するには [Allowed] を選択します。WMM をサポートし
ていないデバイスは WLAN に接続できません。
[Allowed] を選択した場合は、WMM をサポートしていないデバイスが WLAN に join できます
が、802.11n レートによるメリットはありません。
e) [Apply] をクリックします。

ステップ 6

[Save Configuration] をクリックします。
（注）
アクセス ポイントが 802.11n をサポートしているかどうかを判断するには、[802.11a/n
（または 802.11b/g/n）Cisco APs > Configure] ページまたは [802.11a/n（または 802.11b/g/n）
AP Interfaces > Details] ページの [11n Supported] テキスト ボックスを確認します。
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802.11h のパラメータの設定（CLI）
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

ap dot11 5ghz shutdown

802.11a ネットワークをディセーブルにします。

例：
Device(config)# ap dot11 5ghz
shutdown

ステップ 3

{ap | no ap} dot11 5ghz
channelswitch mode switch_mode
例：
Device(config)# ap dot11 5ghz
channelswitch mode 0

ステップ 4

ap dot11 5ghz power-constraint
value
例：

アクセス ポイントの、新しいチャネルに切り替
わった際のアナウンス機能をイネーブルまたは
ディセーブルにします。
channelswitch パラメータには 0 または 1 を入力
できます。チャネルが実際に切り替えられるま
で送信を制限する場合は 0 を入力し、制限しな
い場合は 1 を入力します。デフォルト値は
[disabled] です。
802.11h 電力制限値を 0 から 255 の範囲で設定
します。
value パラメータのデフォルト値は 3 dB です。

Device(config)# ap dot11 5ghz
power-constraint 200

ステップ 5

no ap dot11 5ghz shutdown

802.11a ネットワークを再度イネーブルします。

例：
Device(config)# no ap dot11
5ghz shutdown

ステップ 6

end
例：

特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z
キーを押しても、グローバル コンフィギュレー
ション モードを終了できます。

Device(config)# end
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802.11h のパラメータの設定（GUI）
手順
ステップ 1

次の手順で、802.11 帯域を無効にします。
a) [802.11a/n/ac グローバル パラメータ（802.11a/n/ac Global Parameters）] ページを開くには、[設
定（Configuration）] > [ワイヤレス（Wireless）] > [802.11a/n/ac] > [ネットワーク（Network）]
の順に選択します。
b) [802.11a Network Status] チェックボックスをオフにします。
c) [Apply] をクリックします。

ステップ 2

[802.11h Global Parameters] ページを開くには、[Configuration] > [Wireless] > [802.11a/n/ac] > [DFS
（802.11h）] の順に選択します。

ステップ 3

[Power Constraint] 領域で、ローカル電力制約を入力します。有効な範囲は 0 dBm ~ 30 dBm です。

ステップ 4

[チャネル スイッチのアナウンス（Channel Switch Announcement）] 領域で、チャネル スイッチの
アナウンス モードを開始します。入力できる値は、1 または 0 です。

ステップ 5

[Apply] をクリックします。

ステップ 6

次の手順に従って、802.11a 帯域を有効にします。
a) [802.11a/n/ac グローバル パラメータ（802.11a/n/ac Global Parameters）] ページを開くには、[ワ
イヤレス（Wireless）] > [802.11a/n/ac] > [ネットワーク（Network）] の順に選択します。
b) [802.11a Network Status] チェックボックスをオンにします。
c) [Apply] をクリックします。

ステップ 7

[Save Configuration] をクリックします。

帯域選択、802.11 帯およびパラメータの設定のモニタリング
帯域選択と 802.11 帯を使用した設定のモニタリング コマンド
このセクションでは、帯域選択および 802.11 帯の新しいコマンドについて説明します。
次のコマンドは、スイッチ の帯域選択と 802.11 帯、およびパラメータのモニタリングに使用でき
ます。
表 169：帯域選択と 802.11 帯を使用した設定のモニタリング コマンド

コマンド

目的
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show ap dot11 5ghz network

802.11a 帯域ネットワーク パラメータ、802.11a
運用率、802.11n MCS 設定および 802.11n ステー
タス情報を表示します。

show ap dot11 24ghz network

802.11b 帯域ネットワーク パラメータ、802.11b/g
運用率、802.11n MCS 設定および 802.11n ステー
タス情報を表示します。

show wireless dot11h

802.11h 設定パラメータを表示します。

show wireless band-select

帯域選択設定を表示します。

例：5 GHz 帯域の設定の確認
Device# show ap dot11 5ghz network
802.11a Network : Enabled
11nSupport : Enabled
802.11a Low Band : Enabled
802.11a Mid Band : Enabled
802.11a High Band : Enabled
802.11a Operational Rates
802.11a 6M : Mandatory
802.11a 9M : Supported
802.11a 12M : Mandatory
802.11a 18M : Supported
802.11a 24M : Mandatory
802.11a 36M : Supported
802.11a 48M : Supported
802.11a 54M : Supported
802.11n MCS Settings:
MCS 0 : Supported
MCS 1 : Supported
MCS 2 : Supported
MCS 3 : Supported
MCS 4 : Supported
MCS 5 : Supported
MCS 6 : Supported
MCS 7 : Supported
MCS 8 : Supported
MCS 9 : Supported
MCS 10 : Supported
MCS 11 : Supported
MCS 12 : Supported
MCS 13 : Supported
MCS 14 : Supported
MCS 15 : Supported
MCS 16 : Supported
MCS 17 : Supported
MCS 18 : Supported
MCS 19 : Supported
MCS 20 : Supported
MCS 21 : Supported
MCS 22 : Supported
MCS 23 : Supported
802.11n Status:
A-MPDU Tx:
Priority 0 : Enabled
Priority 1 : Disabled
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Priority 2 : Disabled
Priority 3 : Disabled
Priority 4 : Enabled
Priority 5 : Enabled
Priority 6 : Disabled
Priority 7 : Disabled
A-MSDU Tx:
Priority 0 : Enabled
Priority 1 : Enabled
Priority 2 : Enabled
Priority 3 : Enabled
Priority 4 : Enabled
Priority 5 : Enabled
Priority 6 : Disabled
Priority 7 : Disabled
Guard Interval : Any
Rifs Rx : Enabled
Beacon Interval : 100
CF Pollable mandatory : Disabled
CF Poll Request Mandatory : Disabled
CFP Period : 4
CFP Maximum Duration : 60
Default Channel : 36
Default Tx Power Level : 1
DTPC Status : Enabled
Fragmentation Threshold : 2346
Pico-Cell Status : Disabled
Pico-Cell-V2 Status : Disabled
TI Threshold : 0
Legacy Tx Beamforming setting : Disabled
Traffic Stream Metrics Status : Disabled
Expedited BW Request Status : Disabled
EDCA profile type check : default-wmm
Call Admision Control (CAC) configuration
Voice AC
Voice AC - Admission control (ACM) : Disabled
Voice Stream-Size : 84000
Voice Max-Streams : 2
Voice Max RF Bandwidth : 75
Voice Reserved Roaming Bandwidth : 6
Voice Load-Based CAC mode : Enabled
Voice tspec inactivity timeout : Enabled
CAC SIP-Voice configuration
SIP based CAC : Disabled
SIP Codec Type : CODEC_TYPE_G711
SIP call bandwidth : 64
SIP call bandwith sample-size : 20
Video AC
Video AC - Admission control (ACM) : Disabled
Video max RF bandwidth : Infinite
Video reserved roaming bandwidth : 0

例：24 GHz 帯域の設定の確認
Device# show ap dot11 24ghz network
802.11b Network : Enabled
11gSupport : Enabled
11nSupport : Enabled
802.11b/g Operational Rates
802.11b 1M : Mandatory
802.11b 2M : Mandatory
802.11b 5.5M : Mandatory
802.11g 6M : Supported
802.11g 9M : Supported
802.11b 11M : Mandatory
802.11g 12M : Supported
802.11g 18M : Supported
802.11g 24M : Supported
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802.11g 36M : Supported
802.11g 48M : Supported
802.11g 54M : Supported
802.11n MCS Settings:
MCS 0 : Supported
MCS 1 : Supported
MCS 2 : Supported
MCS 3 : Supported
MCS 4 : Supported
MCS 5 : Supported
MCS 6 : Supported
MCS 7 : Supported
MCS 8 : Supported
MCS 9 : Supported
MCS 10 : Supported
MCS 11 : Supported
MCS 12 : Supported
MCS 13 : Supported
MCS 14 : Supported
MCS 15 : Supported
MCS 16 : Supported
MCS 17 : Supported
MCS 18 : Supported
MCS 19 : Supported
MCS 20 : Supported
MCS 21 : Supported
MCS 22 : Supported
MCS 23 : Supported
802.11n Status:
A-MPDU Tx:
Priority 0 : Enabled
Priority 1 : Disabled
Priority 2 : Disabled
Priority 3 : Disabled
Priority 4 : Enabled
Priority 5 : Enabled
Priority 6 : Disabled
Priority 7 : Disabled
A-MSDU Tx:
Priority 0 : Enabled
Priority 1 : Enabled
Priority 2 : Enabled
Priority 3 : Enabled
Priority 4 : Enabled
Priority 5 : Enabled
Priority 6 : Disabled
Priority 7 : Disabled
Guard Interval : Any
Rifs Rx : Enabled
Beacon Interval : 100
CF Pollable Mandatory : Disabled
CF Poll Request Mandatory : Disabled
CFP Period : 4
CFP Maximum Duration : 60
Default Channel : 11
Default Tx Power Level : 1
DTPC Status : true
Call Admission Limit : 105
G711 CU Quantum : 15
ED Threshold : -50
Fragmentation Threshold : 2346
PBCC Mandatory : Disabled
Pico-Cell Status : Disabled
Pico-Cell-V2 Status : Disabled
RTS Threshold : 2347
Short Preamble Mandatory : Enabled
Short Retry Limit : 7
Legacy Tx Beamforming setting : Disabled
Traffic Stream Metrics Status : Disabled
Expedited BW Request Status : Disabled
EDCA profile type : default-wmm
Call Admision Control (CAC) configuration
Voice AC
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Voice AC - Admission control (ACM) : Disabled
Voice Stream-Size : 84000
Voice Max-Streams : 2
Voice Max RF Bandwidth : 75
Voice Reserved Roaming Bandwidth : 6
Voice Load-Based CAC mode : Enabled
Voice tspec inactivity timeout : Enabled
CAC SIP-Voice configuration
SIP based CAC : Disabled
SIP Codec Type : CODEC_TYPE_G711
SIP call bandwidth : 64
SIP call bandwith sample-size : 20
Video AC
Video AC - Admission control (ACM) : Disabled
Video max RF bandwidth : Infinite
Video reserved roaming bandwidth : 0

例：802.11h パラメータの状態の確認
Device# show wireless dot11h
Power Constraint: 0
Channel Switch: 0
Channel Switch Mode: 0

例：帯域選択設定の確認
Device# show wireless band-select
Band Select Probe Response
: per WLAN enabling
Cycle Count
: 2
Cycle Threshold (millisec)
: 200
Age Out Suppression (sec)
: 20
Age Out Dual Band (sec)
: 60
Client RSSI (dBm)
: 80

帯域選択、802.11 帯およびパラメータの設定例
例：帯域選択の設定
次に、帯域選択の新規スキャン周期のプローブサイクルカウントおよび時間しきい値を設定する
例を示します。
Device# configure terminal
Device(config)# wireless client band-select cycle-count 3
Device(config)# wireless client band-select cycle-threshold 5000
Device(config)# end

次に、抑制の期限を帯域選択に設定する例を示します。
Device# configure terminal
Device(config)# wireless client band-select expire suppression 100
Device(config)# end

次に、デュアル バンドの期限を帯域選択に設定する例を示します。
Device# configure terminal
Device(config)# wireless client band-select expire dual-band 100
Device(config)# end
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次に、クライアント RSSI しきい値を帯域選択に設定する例を示します。
Device# configure terminal
Device(config)# wireless client band-select client-rssi 40
Device(config)# end

次に、特定の WLAN 上で帯域選択を設定する例を示します。
Device# configure terminal
Device(config)# wlan wlan1 25 ssid12
Device(config-wlan)# band-select
Device(config)# end

例：802.11 帯設定
次に、ビーコン間隔、フラグメンテーション、および動的な送信電力コントロールを使用して
802.11 帯を設定する例を示します。
Device# configure terminal
Device(config)# ap dot11 5ghz shutdown
Device(config)# ap dot11 24ghz shutdown
Device(config)# ap dot11 5ghz beaconperiod 500
Device(config)# ap dot11 5ghz fragmentation 300
Device(config)# ap dot11 5ghz dtpc
Device(config)# wireless client association limit 50 interval 1000
Device(config)# ap dot11 5ghz rate 36 mandatory
Device(config)# no ap dot11 5ghz shutdown
Device(config)# no ap dot11 24ghz shutdown
Device(config)# ap dot11 24ghz dot11g
Device(config)#end

例：802.11n 設定
次に、集約方法を使って 5 GHz 帯域の802.11n パラメータを設定する例を示します。
Device# configure terminal
Device(config)# ap dot11 5ghz dot11n
Device(config)# ap dot11 5ghz dot11n mcs tx 20
Device(config)# wlan wlan1 25 ssid12
Device(config-wlan)# wmm require\
Device(config-wlan)# exit
Device(config)# ap dot11 5ghz shutdown
Device(config)# ap dot11 5ghz dot11n a-mpdu tx priority all
Device(config)# no ap dot11 5ghz shutdown
Device(config)#exit

次に、5 GHz 帯域でガード インターバルを設定する例を示します。
Device# configure terminal
Device(config)# ap dot11 5ghz dot11n
Device(config)# ap dot11 5ghz dot11n mcs tx 20
Device(config)# wlan wlan1 25 ssid12
Device(config-wlan)# wmm require\
Device(config-wlan)# exit
Device(config)# no ap dot11 5ghz shutdown
Device(config)# ap dot11 5ghz dot11n guard-interval long
Device(config)#end

次に、5 GHz 帯域で RIFS を設定する例を示します。
Device# configure terminal
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Device(config)# ap dot11 5ghz dot11n
Device(config)# ap dot11 5ghz dot11n mcs tx 20
Device(config)# wlan wlan1 25 ssid12
Device(config-wlan)# wmm require\
Device(config-wlan)# exit
Device(config)# ap dot11 5ghz shutdown
Device(config)# ap dot11 5ghz dot11n rifs rx
Device(config)#end

例：802.11h 設定
次に、制限伝送を使用して、アクセス ポイントをいつ新しいチャネルに切り替えるかをアナウン
スするために、そのアクセスポイントを設定する例を示します。
Device# configure terminal
Device(config)# ap dot11 5ghz shutdown
Device(config)# ap dot11 5ghz channelswitch mode 0
Device(config)# no ap dot11 5ghz shutdown
Device(config)#end

次に、5 GHz 帯域で 802.11h 電力制限を設定する例を示します。
Device# configure terminal
Device(config)# ap dot11 5ghz shutdown
Device(config)# ap dot11 5ghz power-constraint 200
Device(config)# no ap dot11 5ghz shutdown
Device(config)#end

802.11 パラメータおよび帯域選択に関する追加情報
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

システム管理コマンド

『System Management Command Reference, Cisco
IOS XE Release 3SE (Cisco WLC 5700 Series)』

標準および RFC
標準/RFC

Title

なし

—
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MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

シスコのテクニカル サポート
説明

Link

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

802.11 パラメータおよび帯域選択設定の機能履歴と情報
リリース

機能情報

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
2248

OL-30686-01-J

第

93

章

アグレッシブ ロード バランシングの設定
• 機能情報の確認, 2249 ページ
• アグレッシブ ロード バランシングの制約事項, 2249 ページ
• アグレッシブ ロード バランシング パラメータの設定情報, 2250 ページ
• アグレッシブ ロード バランシングの設定方法, 2252 ページ
• アグレッシブ ロード バランシングのモニタリング, 2253 ページ
• 例：アグレッシブ ロード バランシングの設定, 2253 ページ
• アグレッシブ ロード バランシングに関する追加情報, 2253 ページ
• アグレッシブ ロード バランシングの設定の機能履歴と情報, 2254 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。 最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソ
フトウェア リリースに対応したリリース ノートを参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。

アグレッシブ ロード バランシングの制約事項
• コマンドライン インターフェイスからのみアグレッシブ ロード バランシングを設定できま
す。
• アグレッシブ ロード バランシングは、手動で有効にしなければなりません。デフォルトで
は無効になっています。
• 帯域選択設定と別にでも一緒にでもロード バランシングをイネーブルにできます。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
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• 帯域選択がデュアル バンド クライアントでイネーブルの場合、ロード バランシング パラ
メータは 5 GHz 無線から、無線の負荷が最小のもののみ選択します。2.4 GHz クライアント
では、5 GHz クライアントのプローブ情報がないため、ロード バランシング アルゴリズムは
2.4 GHz 無線でのみ選択できます。
• 同じスイッチのアクセス ポイント間でクライアントのロード バランシングを実行できます
が、異なるスイッチのアクセス ポイント間のクライアントでは実行できません。
• ロード バランシングは無線クライアントの数に基づいて既存の関連付け拒否メカニズムを使
用し、帯域選択はアクセス ポイントでのプローブ応答分散の抑制によってのみ実装されま
す。

アグレッシブ ロード バランシング パラメータの設定情報
アグレッシブ ロード バランシング
コントローラ上でアグレッシブ ロード バランシングを有効にすると、ワイヤレス クライアント
の負荷を Lightweight アクセス ポイント間で分散することができます。アグレッシブ ロード バラ
ンシングはコントローラを使用して有効にできます。
ワイヤレス クライアントが Lightweight アクセス ポイントへのアソシエートを試みると、アソシ
エーション応答パケットとともに 802.11 応答パケットがクライアントに送信されます。この 802.11
応答パケットの中にステータス コード 17 があります。コード 17 は AP がビジー状態であること
を示します。AP のしきい値に達成しなければ、AP からは「success」を示すアソシエーション応
答は返りません。AP 使用率のしきい値を超えると、コード 17（AP ビジー）が返り、処理能力に
余裕がある別の AP がクライアント要求を受け取ります。
たとえば、AP1 上のクライアント数が、AP2 のクライアント数とロード バランシング ウィンドウ
の和を上回っている場合は、AP1 の負荷は AP2 よりも高いと判断されます。クライアントが AP1
にアソシエートしようとすると、ステータス コード 17 が含まれている 802.11 応答パケットがク
ライアントに送信されます。アクセスポイントの負荷が高いことがこのステータスコードからわ
かるので、クライアントは別のアクセス ポイントへのアソシエーションを試みます。
コントローラは、クライアント アソシエーションを 10 回まで拒否するように設定できます（ク
ライアントがアソシエーションを 11 回試みた場合、11 回目の試行時にアソシエーションが許可
されます）。また、特定の WLAN 上でロード バランシングを有効にするか、無効にするかも指
定できます。これは、特定のクライアント グループ（遅延に敏感な音声クライアントなど）に対
してロード バランシングを無効にする場合に便利です。

（注）

300 ミリ秒を超えて遅延を設定すると、音声クライアントは認証しません。これを避けるに
は、中央認証（CCKM による WLAN のローカル スイッチング）を設定し、さらに AP と WLC
間に遅延 600 ms（UP と DOWN それぞれ 300 ms）の Pagent ルータを設定して、音声クライア
ントをアソシエートします

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
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アクセスポイントがサポートできるクライアントアソシエーションの最大数は、次の要因に依存
しています。
• Lightweight アクセス ポイントと Autonomous Cisco IOS アクセス ポイントの場合、クライア
ント アソシエーションの最大数は異なります。
• 無線単位の制限と、AP 単位の全体的な制限が存在する場合があります。
• AP ハードウェア（16 MB の AP では、32 MB 以上の AP よりも制限が厳しくなります）
Lightweight アクセス ポイントのクライアント アソシエーションの制限は次のとおりです。
• 16 MB の AP の場合、AP ごとに 128 台のクライアントに制限されます。この制限は、1100
および 1200 シリーズ AP に適用されます。
• 32 MB 以上の AP の場合、AP 単位の制限は存在しません。
すべての Cisco IOS AP の最大クライアント アソシエーションの制限は、1 無線につき 200 アソシ
エーションです。

（注）

32 MB 以上の Lightweight Cisco IOS AP では、無線が 2 つの場合、最大で 200 + 200 = 400 アソ
シエーションがサポートされます。
Autonomous Cisco IOS アクセス ポイントあたりの最大クライアント アソシエーションの制限は、
AP あたり約 80 ～ 127 クライアントです。この数は、次の要因に応じて変化します。
• AP モデル（16 MB か、32 MB 以上か）
• Cisco IOS ソフトウェア リリース
• ハードウェア構成（無線が 2 つの場合、1 つの場合よりも多くのメモリを使用します）
• 有効にしている機能（特に WDS 機能）
無線単位の制限は、およそ 200 アソシエーションです。アソシエーションは、多くの場合、AP 単
位の制限に先に達します。Cisco Unified Wireless Network とは異なり、Autonomous Cisco IOS では、
SSID 単位/AP 単位のアソシエーション制限がサポートされています。この制限は、dot11 SSID の
下で、max-associations CLI を使用して設定されます。最大数は 255 アソシエーションです（これ
はデフォルト値でもあります）。

（注）

FlexConnect AP の場合は、アソシエーションがローカルに処理されます。ロード バランシング
の判断は、Cisco WLC で行われます。FlexConnect AP は、Cisco WLC の計算結果を確認する前
に、まず、クライアントに応答を返します。FlexConnect AP がスタンドアロン モードの場合
は、ロード バランシングが適用されません。
FlexConnect AP は、ローカル モードの AP と同様にロード バランシング用のステータス 17 で
（再）アソシエーション応答を送信しません。代わりに、ステータス 0（成功）で（再）アソ
シエーションを送信してから、理由 5 で認証解除を送信します。
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アグレッシブ ロード バランシングの設定方法
アグレッシブ ロード バランシングの設定
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

wireless load-balancing window
client-count
例：

アグレッシブ ロード バランシング用のクライア
ント ウィンドウを設定します。client_count パラ
メータには、0 ～ 20 の範囲内の値を入力できま
す。

Device(config)# wireless
load-balancing window 1

ステップ 3

wireless load-balancing denial
denial-count

ロードバランシング用の拒否回数を設定します。
denial_count パラメータには、0 ～ 10 の範囲内の
値を入力できます。

例：
Device(config)# wireless
load-balancing denial-count 1

ステップ 4

end
例：

特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z キー
を押しても、グローバル コンフィギュレーショ
ン モードを終了できます。

Device(config)# end

ステップ 5

wlan wlan_profile_name wlan_ID 特定の WLAN のアグレッシブ ロード バランシ
SSID_network_nameload-balance ングをイネーブルまたはディセーブルします。
例：
Device(config)# wlan wlan1 25
ssid12
Device(config-wlan)#
load-balance

ステップ 6

end
例：

wlan_ID パラメータには、1 ～ 512 の範囲内の値
を入力できます。
SSID_network_name パラメータには、最大 32 文
字の英数字を入力できます。
特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z キー
を押しても、グローバル コンフィギュレーショ
ン モードを終了できます。

Device(config)# end
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アグレッシブ ロード バランシングのモニタリング
ここでは、アグレッシブ ロード バランシング用の新しいコマンドについて説明します。
次のコマンドがスイッチ上でアグレッシブ ロード バランシングをモニタするために使用できま
す。
表 170：アグレッシブ ロード バランシング コマンドの監視

コマンド

目的

show wireless load-balancing

ロードバランシング機能のステータスを表示し
ます。

例：アグレッシブ ロード バランシングの設定
次に、ロード バランシングの拒否回数を設定する例を示します。
Device# configure terminal
Device(config)# wireless load-balancing denial-count 1
Device(config)# end
Device# show wireless load-balancing

次に、アグレッシブ ロード バランシングのクライアント ウィンドウを設定する例を示します。
Device# configure terminal
Device(config)# wireless load-balancing window 1
Device(config)# end
Device# show wireless load-balancing

次に、特定の WLAN でロード バランシングを設定する例を示します。
Device# configure terminal
Device(config)# wlan wlan1 25 ssid12
Device(config-wlan)# load-balance
Device(config)# end
Device# show wireless load-balancing

アグレッシブ ロード バランシングに関する追加情報
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

システム管理コマンド

『System Management Command Reference Guide,
Cisco IOS XE Release 3SE (Cisco WLC 5700
Series)』
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標準および RFC
標準/RFC

Title

なし

—

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

シスコのテクニカル サポート
説明

Link

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

アグレッシブ ロード バランシングの設定の機能履歴と情報
リリース

機能情報

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
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クライアント ローミングの設定
• 機能情報の確認, 2255 ページ
• クライアント ローミングの設定の制約事項, 2255 ページ
• クライアント ローミングについて, 2256 ページ
• レイヤ 2 またはレイヤ 3 のローミング設定方法, 2259 ページ
• クライアントのローミング パラメータのモニタリング, 2265 ページ
• モビリティ設定のモニタ, 2266 ページ
• クライアント ローミング設定に関する追加情報, 2267 ページ
• クライアント ローミング設定の機能履歴と情報, 2268 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。 最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソ
フトウェア リリースに対応したリリース ノートを参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。

クライアント ローミングの設定の制約事項
以下は、クライアント ローミングを設定する際に注意が必要な制約事項です。
• Cisco Compatible Extensions（CCX）サポートは、スイッチ上の各 WLAN について自動的にイ
ネーブルになり、ディセーブルにできません。スイッチは、クライアントの CCX バージョ
ンを自身のクライアント データベースに格納します。この情報に基づいて、CCX フレーム
を生成するとともに、CCX フレームに応答します。これらのローミング拡張機能を使用する
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には、クライアントで CCXv4 か CCXv5（または、アクセス ポイント経由ローミングの場合
CCXv2）がサポートされている必要があります。
• 600 シリーズ アクセス ポイント間のクライアント ローミングはサポートされません。

クライアント ローミングについて
コントローラは、ワイヤレス ネットワークをローミングするクライアントにハイエンドのワイヤ
レスサービスを提供します。今では、ワイヤレスサービスはスイッチと統合され、付加価値が高
く新しい、シスコの統合されたモビリティ アーキテクチャを提供します。この統合されたアーキ
テクチャにより、ワイヤレスおよび有線クライアントの両方に対して、シームレスで高速なクラ
イアント ローミング サービスが可能になります。
新しいモビリティアーキテクチャは、モビリティドメイン（MD）、モビリティグループ（MG）、
モビリティ サブドメイン（MSD）にネットワークの論理分類を使用して高速なクライアント ロー
ミング サービスをサポートし、モビリティ Oracle（MO）、モビリティ コントローラ（MC）、モ
ビリティ エージェント（MA）などのシステムを使用してスイッチ ピア グループ（SPG）をサポー
トします。
• モビリティ ドメインは、クライアント ローミングがサポートされているすべてのドメイン
です。モビリティ ドメインはモビリティ グループの集合です。たとえば、キャンパス ネッ
トワークは、モビリティ ドメインと見なすことができます。
• モビリティ グループは、高速ローミングがサポートされるモビリティ サブドメインの集合
です。モビリティ グループは、頻繁にローミングがサポートされているキャンパス内の複数
の建物である可能性があります。
• モビリティ サブドメインは、モビリティ ドメイン ネットワークの自律的な部分です。それ
ぞれのモビリティ サブドメインには、1 台のモビリティ コントローラおよび SPG の集合が
あります。サブドメインは 802.11r キーのドメインと同じです。
• スイッチ ピア グループはモビリティ エージェントの集合です。
• モビリティ Oracle はモビリティ サブドメインで発生したモビリティ イベントの接続ポイン
トとして機能します。モビリティ Oracle は、モビリティ ドメイン全体、自宅、および現在の
サブドメインの各クライアントのローカル データベースも管理します。MO はモビリティ ド
メイン全体に対して 1 つだけです。Cisco WLC の 5700 シリーズ コントローラまたは Cisco
Unified Wireless Network ソリューション コントローラは、MO として機能します。
• モビリティ コントローラは、SPG 間の ローミング イベントにモビリティ管理サービスを提
供します。MC は、そのサブドメインに属するすべてのモビリティ エージェントに、SPG 名
や SPG ピア メンバ リストなどの設定を送信します。Cisco WLC 5700 シリーズ コントロー
ラ、Cisco Catalyst 3850 スイッチ、または Cisco Unified Wireless Network ソリューション コン
トローラは、MC として機能します。MC には、その中で内部的に実行されている MC 機能
および MA 機能があります。
• モビリティ エージェントは、モバイル クライアント用のクライアント モビリティのステー
ト マシンを維持するコンポーネントです。すべての AP は、モビリティ エージェントに接続
されます。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
2256

OL-30686-01-J

クライアント ローミングについて

新しいモビリティ アーキテクチャは、次のようなシナリオでのシームレスなローミングをサポー
トします。
• スイッチ内のローミング：同じモビリティ エージェントが管理する AP 間でのクライアント
ローミング。
• SPG 内のローミング：同じ SPG のモビリティ エージェント間でのクライアント ローミング。
• SPG 内、サブドメイン内のローミング：同じサブドメイン内の異なる SPG のモビリティ エー
ジェント間でのクライアント ローミング。
• サブドメイン内のローミング：サブドメインでのモビリティ エージェント間のクライアント
ローミング。
高速ローミング
新しいモビリティ アーキテクチャは、完全な認証の必要性を排除することによって、クライアン
トがモビリティ グループ内でローミングするときの高速なローミングをサポートします。セキュ
リティ ポリシーは、高速ローミングのためのスイッチ間で同じである必要があります。
ローカル、アンカー、外部 MA および MC
クライアントが MA に最初に参加し、接続ポイントが変更されていない場合、その MA はローカ
ル MA または関連 MA と呼ばれます。この MA が関連づけられている MC は、ローカル MC また
は関連 MC と呼ばれます。
クライアントが 2 つの MA 間をローミングすると、クライアントが以前関連付けられていた MA
は、アンカー MA（接続ポイント）になり、クライアントが現在関連付けられている MA は、外
部 MA または関連 MA（プレゼンス ポイント）になります。これらの MA が関連づけられている
MC は、アンカー、外部、または関連 MC とそれぞれ呼ばれます。

サブネット間ローミング
同様に、マルチコントローラ展開では、異なるサブネット上の同一モビリティ グループ内のコン
トローラによって管理されるアクセスポイント間のクライアントローミングをサポートします。
セッションがアクティブである限り、セッションはそのまま持続され、コントローラ間のトンネ
ルによって、クライアントは同じ DHCP 割り当てまたはクライアント割り当て IP アドレスを引き
続き使用できるため、このローミングはクライアントには透過的に行われます。IP アドレス
0.0.0.0、または自動 IP アドレス 169.254.*.* のクライアントが DHCP Discover を送信するか、オペ
レータが設定した時間が経過してタイムアウトになると、トンネルが切断され、クライアントの
再認証が必要になります。

VoIP による通話ローミング
802.11 Voice-over-IP（VoIP）通話は、RF 信号が最も強いアソシエーションを見つけ出すことで、
最適な Quality of Service（QoS）と最高のスループットを実現します。VoIP 通話には、ローミン
グ ハンドオーバーの遅延時間が 20 ミリ秒以下という最小要件がありますが、シスコ ワイヤレス
ソリューションならばこの要件を容易に満たすことができます。このソリューションでは、オー
プン認証が使用されていれば、平均ハンドオーバー遅延時間は 5 ミリ秒以下です。この短い遅延
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時間は、個々のアクセスポイントにローミングハンドオーバーのネゴシエートを許可せずにコン
トローラによって制御されます。
シスコ ワイヤレス ソリューションでは、コントローラが同一のモビリティ グループに属してい
る場合、異なるサブネット上のコントローラによって管理される lightweight アクセス ポイント間
での 802.11 VoIP 通話ローミングをサポートします。セッションがアクティブである限り、セッ
ションはそのまま持続され、コントローラ間のトンネルによって、VoIP 通話は同じ DHCP 割り当
て IP アドレスを引き続き使用できるため、このローミングはクライアントには透過的に行われま
す。VoIP クライアントが VoIP 通話 IP アドレス 0.0.0.0 を使用して DHCP Discover を送信するか、
VoIP 通話自動 IP アドレス 169.254.*.* を使用するか、またはオペレータが設定した時間が経過し
てタイムアウトになると、トンネルが切断され、VoIP クライアントの再認証が必要になります。

CCX レイヤ 2 クライアント ローミング
コントローラでは、次の 5 つの CCX レイヤ 2 クライアント ローミング拡張機能がサポートされ
ています。
• アクセス ポイント経由ローミング：この機能により、クライアントはスキャン時間を節約で
きます。CCXv2 クライアントがアクセス ポイントにアソシエートする際、新しいアクセス
ポイントに以前のアクセス ポイントの特徴をリストする情報パケットを送信します。各クラ
イアントがアソシエートされていた以前のアクセス ポイントと、アソシエーション直後にク
ライアントに送信（ユニキャスト）されていた以前のアクセス ポイントをすべてまとめて作
成したアクセス ポイントのリストがクライアントによって認識および使用されると、ローミ
ング時間が短縮します。アクセス ポイントのリストには、チャネル、クライアントの現在の
SSID をサポートしているネイバー アクセス ポイントの BSSID、およびアソシエーション解
除以来の経過時間が含まれています。
• 拡張ネイバー リスト：特に音声アプリケーションを提供する際に、CCXv4 クライアントの
ローミング能力とネットワーク エッジのパフォーマンスを向上させるための機能です。アク
セス ポイントは、ネイバー リストのユニキャスト更新メッセージを使用して、アソシエー
トされたクライアントのネイバーに関する情報を提供します。
• 拡張ネイバー リスト要求（E2E）：End-2-End 仕様は、音声/ローミング能力の全体的向上の
ために新しいプロトコルとインターフェイスを定義する、Cisco と Intel の共同プログラムで
す。これは、CCX 環境の Intel クライアントにのみ適用されます。これにより、Intel クライ
アントは自由にネイバー リストを要求できるようになります。要求すると、アクセス ポイ
ントはコントローラに要求を転送します。コントローラは要求を受信し、クライアントがア
ソシエートされているアクセス ポイントに対するネイバーの現在の CCX ローミング サブリ
ストで応答します。

（注）

特定のクライアントが E2E をサポートするかどうかを調べるには、コントロー
ラの GUI で [Wireless] > [Clients] の順に選択し、そのクライアントの [Detail]
リンクをクリックして、[Client Properties] 領域の [E2E Version] テキスト ボッ
クスを確認します。
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• ローミング理由レポート：CCXv4 クライアントが新しいアクセス ポイントにローミングし
た理由を報告するための機能です。また、ネットワーク管理者はローミング履歴を作成およ
びモニタできるようになります。
• ダイレクトされたローミング要求：クライアントがアソシエートしているアクセス ポイント
よりもサービス能力が高いアクセス ポイントが他にある場合に、ローミング要求をコント
ローラからクライアントに送信できるようになります。この場合、コントローラはクライア
ントに join できる最適なアクセス ポイントの一覧を送信します。クライアントはダイレクト
されたローミング要求を受け入れることも、無視することもできます。CCX 以外のクライア
ントおよび CCXv3 以下を実行するクライアントは、どちらの操作も行う必要がありません。
この機能を使用するために設定する必要はありません。

レイヤ 2 またはレイヤ 3 のローミング設定方法
レイヤ 2 またはレイヤ 3 のローミング設定
はじめる前に
レイヤ 2 またはレイヤ 3 ローミングをモビリティ エージェントに設定するには、次の必要条件を
考慮する必要があります。
• レイヤ 2 とレイヤ 3 ローミングのための SSID およびセキュリティ ポリシーは、MA 全体で
同じである必要があります。
• クライアント VLAN ID は、レイヤ 2 ローミングでは同じで、レイヤ 3 ローミングでは異なっ
ている必要があります。
• ブリッジ ドメイン ID とクライアント VLAN ID は、レイヤ 2 ローミングで同じである必要が
あります。ブリッジ ドメイン ID とクライアント VLAN ID のうち、一方または両方が、レイ
ヤ 3 ローミングで異なる必要があります。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

wlan wlan_profile_name wlan_ID
SSID_network_name

WLAN コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device(config)#wlan wlan1
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

no mobility anchor sticky

（任意）レイヤ 2 アンカーをディセーブル
にします。

例：
Device(config-wlan)#no mobility
anchor sticky

ステップ 4

end
例：
Device(config)# end

特権 EXEC モードに戻ります。また、
Ctrl+Z キーを押しても、グローバル コン
フィギュレーション モードを終了できま
す。

CCX クライアント ローミング パラメータの設定（CLI）
手順
コマンドまたはア 目的
クション
ステッ configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
プ1
例：
Device# configure
terminal

ステッ ap dot11 {5ghz |
24ghz} l2roam
プ2
rf-params{default
| custom min-rssi
roam-hyst
scan-thresh
trans-time}
例：
Device#ap dot11
5ghz l2roam
rf-params custom
-80

CCX レイヤ 2 クライアント ローミング パラメータを設定します。
デフォルト RF パラメータを選択するには、default オプションを入力
します。
クライアント ローミングに影響を与える RF パラメータを最適化する
には、custom オプションを入力してから、次のオプションのいずれ
かを入力してください。
• [Minimum RSSI]：クライアントがアクセス ポイントにアソシエー
トするために必要な最小の受信信号強度インジケータ（RSSI）
を示します。
クライアントの平均の受信信号の強度がこのしきい値より低い
場合、通常、信頼できる通信はできません。したがって、最小
の RSSI 値に達する前に、クライアントはより強い信号のある別
のアクセス ポイントをすでに見つけてローミングしている必要
があります。
最小の RSSI 値を -50 ～ -90 dBm の範囲で設定できます。また、
デフォルト値は -85 dBm です。
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コマンドまたはア 目的
クション
• [Hysteresis]：クライアントが近隣のアクセス ポイントにローミ
ングするときに必要な信号強度の値を示します。
このパラメータは、クライアントが 2 つのアクセス ポイント間
のボーダー近くに物理的に存在している場合に、アクセス ポイ
ント間のローミングの量を減らすことを意図しています。
[Hysteresis] は、3 ～ 20 dB の範囲で設定できます。デフォルトは
3 dB です。
• [Scan Threshold]：クライアントがより適切なアクセス ポイント
にローミングするまでに許可される最小 RSSI を示します。
RSSI が指定された値より低い場合、クライアントは指定遷移時
間内により強い信号のあるアクセス ポイントへローミングでき
る必要があります。このパラメータはまた、クライアントがア
クティブまたはパッシブ スキャンで費やす時間を最小限に抑え
るための節電方法も提供します。たとえば、クライアントはRSSI
がしきい値よりも高いときにはゆっくりとスキャンし、しきい
値よりも低いときにはより速くスキャンすることができます。
RSSI 値を -50 ～ -90 dBm の範囲で設定できます。また、デフォ
ルト値は -72 dBm です。
• [Transition Time]：クライアントのアソシエートされたアクセス
ポイントからの RSSI がスキャンしきい値より低くなった場合
に、クライアントがローミングに適した近傍のアクセス ポイン
トの検出およびローミングにかけられる最大許容時間を示しま
す。
[Scan Threshold] パラメータと [Transition Time] パラメータは、ク
ライアントのローミング パフォーマンスの最低レベルを保証し
ます。これらのパラメータを使用すると、最も高いクライアン
ト速度とローミング ヒステリシスが得られるだけでなく、アク
セス ポイント間の一定の最小オーバーラップ距離を確保するこ
とにより、ローミングをサポートする無線 LAN ネットワークを
設計することが可能となります。
1 ～ 5 秒の範囲で時間を設定できます。デフォルトの時間は 5 秒
です。
ステッ end
プ3

特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z キーを押しても、グロー
バル コンフィギュレーション モードを終了できます。

例：
Device(config)#
end

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

2261

レイヤ 2 またはレイヤ 3 のローミング設定方法

モビリティ Oracle の設定
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

wireless mobility oracle

コントローラのモビリティ Oracle をイネーブ
ルにします。

例：
Device(config)# wireless
mobility oracle

ステップ 3

end
例：

特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z
キーを押しても、グローバル コンフィギュ
レーション モードを終了できます。

Device(config)# end

モビリティ コントローラの設定
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

wireless mobility controller

ワイヤレスモビリティコントローラをイネー
ブルにします。

例：
Device(config)# wireless mobility
controller

ステップ 3

wireless mobility controller peer-group スイッチ ピア グループ名を設定します。グ
switch-peer-group-name
ループ名には、最大 31 文字の印字可能な
ASCII 文字（大文字小文字が区別されます）
例：
を入力できます。モビリティ グループ名に
Device(config)# wireless mobility
は、スペースは使用できません。
controller peer-group SPG1
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

ステップ 4

このコマンドの No 形式を使用する
と、スイッチ ピア グループを削除
します。

wireless mobility controller peer-group スイッチ ピア グループにモビリティ グルー
switch-peer-group-name member ip
プ メンバを追加します。
ip-address {public-ip public-ip-address}
（注）
このコマンドの No 形式を使用する
と、スイッチ ピア グループからメ
例：
ンバを削除します。
Device(config)# wireless mobility
controller peer-group SPG1 member
ip 10.0.0.1

ステップ 5

wireless mobility controller peer-group スイッチ ピア グループ内でマルチキャスト
switch-peer-group-name multicast
モードを設定します。
例：
Device(config)# wireless mobility
controller peer-group SPG1
multicast

ステップ 6

wireless mobility controller peer-group スイッチ ピア グループのマルチキャスト IP
switch-peer-group-name multicast ip
アドレスを設定します。
peer-group-multicast-ip-addr
（注）
このコマンドの No 形式を使用する
と、スイッチ ピア グループからマ
例：
ルチキャスト IP を削除します。
Device(config)# wireless mobility
controller peer-group SPG1
multicast ip 10.0.0.4

ステップ 7

wireless mobility controller
peer-groupswitch-peer-group-name
bridge-domain-id id
例：
Device(config)# wireless mobility
controller peer-group SPG
bridge-domain-id 10.0.0.5

ステップ 8

スイッチ ピア グループのブリッジ ドメイン
ID を設定します。デフォルトは 0 です。
（注）

このコマンドの No 形式を使用する
と、ブリッジ ドメイン ID をデフォ
ルトの値に設定します。

wireless mobility group member ip
モビリティ グループ メンバを追加します。
ip-address [public-ip public-ip-address]
（注）
このコマンドの No 形式を使用する
[group group-name]
と、グループからメンバを削除し
ます。デフォルトのグループ名は
例：
MC のグループ名です。
Device(config)# wireless mobility
group member ip 10.0.0.1
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

wireless mobility dscp value

モビリティ制御パケットの DSCP 値を設定し
ます。

例：
Device(config)# wireless mobility
dscp 46

ステップ 10

wireless mobility group keepalive
{count | interval}
例：
Device(config)# wireless mobility
group keepalive count

ステップ 11

wireless mobility group name name
例：

DSCP 値に指定できる範囲は 0 ～ 63 です。デ
フォルト値は 46 です。
ワイヤレス モビリティ グループのキープア
ライブ数（メンバのステータスが DOWN す
るまでのキープアライブの試行回数、および
2 つのキープアライブ間の間隔であるキープ
アライブ インターバル）を設定します。
最大 31 文字の印字可能な ASCII 文字（大文
字小文字が区別されます）で、ワイヤレス モ
ビリティ グループ名を指定します。

Device(config)# wireless mobility
group name group1

ステップ 12

wireless mobility oracle ipmo-ip-address モビリティ oracle に IP アドレスを設定しま
す。
例：
Device(config)# wireless mobility
oracle ip 10.0.0.5

ステップ 13

wireless management interface
interface-name

ワイヤレス管理インターフェイスを設定しま
す。

例：
Device(config)# wireless management
interface Vlan21

ステップ 14

end
例：

特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z
キーを押しても、グローバル コンフィギュ
レーション モードを終了できます。

Device(config)# end

モビリティ エージェントの設定
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

wireless mobility controller ip
ip-address

モビリティ コントローラの IPアドレスを
設定します。

例：
Device(config)# wireless mobility
controller ip 10.10.10.20

ステップ 3

ワイヤレス モビリティ ロード バランシン
グを設定します。

wireless mobility load-balance
例：
Device(config)# wireless mobility
load-balance

ステップ 4

wireless mobility load-balance
threshold threshold-value
例：
Device(config)# wireless mobility
load-balance threshold 100

ステップ 5

ローカル、または MA にアンカーできるク
ライアント数を設定します。100 ～ 2000 の
範囲でしきい値を設定できます。デフォル
ト値は 1000 です。
モビリティ エージェントのワイヤレス管理
インターフェイスを設定します。

wireless management interface
interface-name
例：
Device(config)# wireless management
interface Vlan21

ステップ 6

特権 EXEC モードに戻ります。また、
Ctrl+Z キーを押しても、グローバル コン
フィギュレーション モードを終了できま
す。

end
例：
Device(config)# end

クライアントのローミング パラメータのモニタリング
このセクションでは、クライアント パラメータ用の新しいコマンドについて説明します。
次のコマンドがスイッチ のクライアント ローミング パラメータをモニタするために使用できま
す。
表 171：クライアント ローミング パラメータ モニタリング コマンド

コマンド

目的

show ap dot11 {5ghz | 24ghz} l2roam rf-param

802.11a または 802.11b/g ネットワーク上でクラ
イアント ローミングに設定されている現在の
RF パラメータを表示します。
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show ap dot11 {5ghz | 24ghz} l2roam statistics

802.11a または 802.11b/g ネットワークの CCX
レイヤ 2 クライアント ローミング統計を表示し
ます。

show ap dot11 {5ghz | 24ghz} l2roam mac-address 特定のアクセス ポイントの CCX レイヤ 2 クラ
mac-address statistics
イアント ローミング統計を表示します。

モビリティ設定のモニタ
このセクションでは、モビリティ設定をモニタするための新しいコマンドについて説明します。
次のコマンドは、モビリティ Oracle、モビリティ コントローラとモビリティ エージェントのモビ
リティ設定のモニタリングに使用できます。
表 172：モビリティ コントローラおよびモビリティ エージェント用モビリティ設定モニタリング コマンド

コマンド

目的

show wireless mobility summary

モビリティ コントローラとモビリティ エージェ
ントのサマリー情報を表示します。

show wireless mobility statistics

モビリティの統計情報を表示します。

show wireless mobility dtls connections

確立した DTLS 接続を表示します。

表 173：モビリティ Oracle 用モビリティ設定モニタリング コマンド

コマンド

目的

show wireless mobility oracle summary

モビリティ Oracle が認識するモビリティ コン
トローラの状態を表示します。

show wireless mobility oracle client summary

モビリティ Oracle データベース内クライアント
の情報を表示します。

show wireless mobility oracle client detail client
-mac-address

モビリティ Oracle データベース内の、特定のク
ライアントの詳細情報を表示します。

show wireless mobility oracle mc-ip

指定のモビリティ コントローラにアンカーされ
ている、または関連付けられているモビリティ
Oracle データベース内クライアント一覧の情報
を表示します。
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表 174：モビリティ コントローラ用モビリティ設定モニタリング コマンド

コマンド

目的

show wireless mobility controller client summary サブドメインのクライアントのリストを表示し
ます。
show wireless mobility controller client
mac-addressdetail

サブドメインのクライアントに関する詳細情報
を表示します。

show wireless mobility agent ma-ipclient summary 指定のモビリティ エージェントにアンカーされ
ている、または関連付けられているクライアン
トのリストを表示します。
show wireless mobility ap-list

モビリティ グループに認識される Cisco AP の
リストを表示します。

表 175：モビリティ エージェント用モビリティ設定モニタリング コマンド

コマンド

目的

show wireless mobility load-balance summary

モビリティ ロード バランス プロパティの概要
を表示します。

クライアント ローミング設定に関する追加情報
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

モビリティ設定

『Mobility Configuration Guide, Cisco IOS XE
Release 3SE (Cisco WLC 5700 Series)』

モビリティ関連のコマンド

『Mobility Command Reference Guide, Cisco IOS
XE Release 3SE (Cisco WLC 5700 Series)』
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標準および RFC
標準/RFC

Title

なし

—

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

シスコのテクニカル サポート
説明

Link

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

クライアント ローミング設定の機能履歴と情報
リリース

機能情報

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
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Application Visibility and Control の設定
• 機能情報の確認, 2269 ページ
• Application Visibility and Control について, 2270 ページ
• サポートされる AVC クラス マップおよびポリシー マップのフォーマット, 2271 ページ
• アプリケーションの可視性およびコントロールの前提条件, 2273 ページ
• Application Visibility and Control によるDevice間ローミングに関するガイドライン, 2273 ペー
ジ
• Application Visibility and Control の制限, 2273 ページ
• Application Visibility and Control の設定方法, 2275 ページ
• Application Visibility and Control のモニタリング, 2294 ページ
• 例：Application Visibility and Control, 2298 ページ
• Application Visibility and Control に関する追加情報, 2300 ページ
• Application Visibility and Control の機能履歴および情報, 2301 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。 最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソ
フトウェア リリースに対応したリリース ノートを参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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Application Visibility and Control について
Application Visibility and Control（AVC）は、ネットワークベースのアプリケーション認識エンジ
ンによるディープパケットインスペクション技法でアプリケーションを分類し、無線ネットワー
クにアプリケーション レベルの可視性と制御（QoS）を提供します。アプリケーションの認識後
は、AVC 機能によってデータ トラフィックをドロップ、マーク、またはポリシングできます。
AVC はプロトコルと一致するように QoS クライアント ポリシー内のクラス マップを定義するこ
とによって設定されます。
AVC を使用して、1000 以上のアプリケーションを検出できます。AVC により、リアルタイム分
析を実施し、ネットワークの輻輳、コストの掛かるネットワーク リンクの使用、およびインフラ
ストラクチャの更新を削減するためのポリシーを作成することができるようになります。

（注）

UI の [Monitor Summary] セクションで、[Top Applications] に 30 のアプリケーションのリスト
を表示できます。
トラフィック フローは、アクセス ポイントの NBAR2 エンジンを通して分析および認識されま
す。NBAR2 プロトコル ライブラリの詳細については、http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/
ios/qos_nbar/prot_lib/config_library/nbar-prot-pack-library.htmlを参照してください。特定のフローが
WebEx などの認識されたプロトコルまたはアプリケーションでマークされます。このフロー単位
の情報は Flexible NetFlow（FNF）によるアプリケーションの可視化に使用できます。
AVC QoS アクションは、AVC フィルタを通してアップストリームとダウンストリームの両方向
に適用されます。アップストリーム フローに対してサポートされる QoS アクションはドロップ、
マーク、およびポリシングで、ダウンストリーム フローに対してサポートされるアクションは
マークとポリシングです。AVC QoS は、アプリケーションが正しく分類され、ポリシー マップ内
のクラスマップフィルタに一致する場合にだけ適用できます。たとえば、ポリシーにアプリケー
ション名に基づくフィルタが含まれており、トラフィックも同じアプリケーション名に分類され
ている場合は、ポリシー内でこの一致に対して指定されたアクションが適用されます。

（注）

コントローラを 8.0 からそれより前のバージョンにダウングレードすると、AVC レート制限
ルールにはアクションがドロップとして表示されます。コントローラ バージョン 8.0 で AVC
レート制限ルールが導入されたため、このアクションが想定されます。
Cisco WLC プラットフォーム

フロー

Cisco 2504 WLC

26,250

Cisco 5508 WLC

183,750

Cisco WiSM2

393,750

Cisco 8510 WLC

336,000

Cisco 5520 WLC

336,000
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Cisco WLC プラットフォーム

フロー

Cisco 8540 WLC

336,000

サポートされる AVC クラスマップおよびポリシーマップのフォーマッ
ト
サポートされる AVC クラス マップのフォーマット
クラス マップのフォーマット

クラスマップの例

方向

match protocol プロトコル名

class-map match-any
webex-class
match protocol webex-media

アップストリームおよびダウン
ストリームの両方で

match protocolattribute category
category-name

class-map match-any IM
match protocol attribute
category instant-messaging

アップストリームおよびダウン
ストリームの両方で

match protocolattribute
sub-category sub-category-name

class-map match-any
realtimeconferencing
match protocol attribute
sub-category
voice-video-chat-collaboration

アップストリームおよびダウン
ストリームの両方で

match protocolattribute
application-group
application-group-name

class-map match-any skype
match protocol attribute
application-group skype-group

アップストリームおよびダウン
ストリームの両方で

組み合わせフィルタ

class-map match-any
webex-class
match protocol webex
match dscp 45
match wlan user-priority 6

アップストリームのみ

サポートされる AVC ポリシーのフォーマット
ポリシーのフォーマット

QoS 処理

match protocol フィルタに基づいてクライアント マーク、ポリシー、およびドロップ
ポリシーをアップストリーム
match protocol フィルタに基づいてクライアント マークおよびポリシー
ポリシーをダウンストリーム

次の表で、AVC ポリシーの詳細なフォーマット、および例について説明します。
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AVC ポリシーのフォーマット

AVC ポリシーの例

方向

ベーシック セット

policy-map webex-policy
class webex-class
set dscp ef //or set up,cos

アップストリームおよびダウン
ストリーム

ベーシック ポリシー

policy-map webex-policy
class webex-class
police 5000000

アップストリームおよびダウン
ストリーム

ベーシック セットおよびポリ
シー

policy-map webex-policy
class webex-class
set dscp ef //or set up,cos
police 5000000

アップストリームおよびダウン
ストリーム

デフォルトを含む複数のセット
およびポリシー

policy-map webex-policy
class webex-class
set dscp af31 //or set
up,cos
police 4000000
class class-webex-category
set dscp ef //or set up,cos
police 6000000
class class-default
set dscp <>

アップストリームおよびダウン
ストリーム

階層型ポリシー

policy-map webex-policy
class webex-class
police 5000000
service-policy
client-in-police-only

アップストリームおよびダウン
ストリーム

policy-map
client-in-police-only
class webex-class
police 100000
class class-webex-category
set dscp ef //or set up,cos
police 6000000
police 200000

階層型セットおよびポリシー

ドロップ アクション

policy-map webex-policy
class class-default
police 1500000
service policy
client-up-child
policy-map webex-policy
class webex-class
police 100000
set dscp ef
class class-webex-category
police 200000
set dscp af31

アップストリームのみ

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
2272

OL-30686-01-J

アプリケーションの可視性およびコントロールの前提条件

AVC ポリシーのフォーマット

AVC ポリシーの例

方向

上記のいずれかの例を、この追
加例とともにこのフォーマット
に適用します。
policy-map webex-policy
class webex-class
drop
class netflix
set dscp ef //or set up,cos
police 6000000
class class-default
set dscp <>

アプリケーションの可視性およびコントロールの前提条件
• アクセスポイントは、AVC 対応である必要があります
• AVC（QoS）の制御部分を機能させるには、FNF 付きのアプリケーションの可視化機能を設
定する必要があります。

Application Visibility and Control によるDevice間ローミングに関するガ
イドライン
不正な形式の QoS ポリシーによりクライアントが除外されるのを防ぐには、次のガイドラインに
従います。
• 新しい QoS ポリシーをスイッチに追加する場合、同じ名前の QoS ポリシーは、同じローミ
ングまたはモビリティ ドメイン内の他のスイッチに追加する必要があります。
• スイッチに新しいリリースのソフトウェア イメージがロードされると、新しいポリシー形式
がサポートされます。以前のリリースから新しいリリースにソフトウェア イメージをアップ
グレードした場合は、設定を別々に保存する必要があります。以前のリリースのイメージが
ロードされると、一部の QoS ポリシーがサポートされていないと表示される場合があり、そ
れらの QoS ポリシーをサポートされるポリシー形式に復元する必要があります。

Application Visibility and Control の制限
• AVC は次のアクセス ポイントでのみサポートされます。
◦ Cisco Aironet 1260 シリーズ アクセス ポイント
◦ Cisco Aironet 1600 シリーズ アクセス ポイント
◦ Cisco Aironet 2600 シリーズ アクセス ポイント
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◦ Cisco Aironet 2600 シリーズ ワイヤレス アクセス ポイント
◦ Cisco Aironet 2700 シリーズ アクセス ポイント
◦ Cisco Aironet 3500 シリーズ アクセス ポイント
◦ Cisco Aironet 3600 シリーズ アクセス ポイント
• AVC は、Cisco Aironet 702W、702I（128 M メモリ）、および 1530 シリーズ アクセス ポイン
トではサポートされません。
• データ トラフィック（コントロール部分）の廃棄またはマーキングは、ソフトウェア リリー
ス 3.3 ではサポートされません。
• データ トラフィック（コントロール部分）の廃棄またはマーキングは、ソフトウェア リリー
ス 3E でサポートされます。
• アプリケーションの可視性で認識されるアプリケーションのみ、QoS 制御の適用に使用でき
ます。
• マルチキャスト トラフィック分類はサポートされていません。
• App の可視性と認識されているアプリケーションのみ、QoS 制御の適用に使用できます。
• ICMPv6 トラフィック分類を含む IPv6 はサポートされていません。
• データリンクは AVC の NetFlow フィールドではサポートされていません。
• 次のコマンドは、AVC フロー レコードではサポートされていません。
◦ collect flow username
◦ collect interface{input|output}
◦ collect wireless client ipv4 address
◦ match interface{input|output}
◦ match transport igmp type
• テンプレート タイムアウトは AVC が設定されたエクスポータで変更できません。テンプレー
ト タイムアウト値が別の値に設定されていても、デフォルト値の 600 秒だけが使用されま
す。
• AVC ベースのレコード テンプレートのユーザ名情報については、ユーザ名マッピングに対
してユーザ MAC アドレスを取得するようにrecords オプションを設定する必要があります。
• 3600 などの AVC 対応の AP と、1140 などの非 AVC 対応の AP があり、クライアントに対し
て選択されたポリシーが AVC 対応の場合は、ポリシーは、AVC をサポートできない AP に
は送信されません。
• 入力 AVC の統計情報のみがサポートされます。統計情報を更新する頻度は、その時点で、
AP にロードされているクライアントの数によって異なります。大規模ポリシー フォーマッ
ト サイズでは、統計情報はサポートされません。
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• ダウンストリーム AVC QoS がサポートされる、クライアントごとのフローの合計数は 1000
です。
• 、Catalyst 3850 シリーズ スイッチは 48 K です。
• これらは、クラス マップとポリシー マップの関連の制限です。サポートされるポリシー
フォーマットについては、を参照してください。 サポートされる AVC クラス マップおよび
ポリシー マップのフォーマット, （2271 ページ）
。
◦ AVC および非 AVC クラスは、ダウンストリーム方向のポリシーとして共に定義するこ
とはできません。たとえば、match protocol クラス マップがある場合、ダウンストリー
ム方向のポリシー マップ内では、一致フィルタの他のタイプは使用できません。
◦ ドロップ アクションは、ダウンストリーム AVC QoS ポリシーには適用できません。
◦ match protocol は、SSID ポリシーの入力または出力ではサポートされません。
• Google は、一部のトラフィックは 1 つのアプリケーションに固有であるとは言い切れないと
いう理由で、複数のサービス間でリソースを共有しています。そのため、識別できないトラ
フィック用に google-services が追加されました。この動作は想定されています。

Application Visibility and Control の設定方法
アプリケーションの可視性およびコントロールの設定（CLI）
アプリケーションの可視性を設定するには、次の手順を実行します。
1 フローにキー フィールドおよび非キー フィールドを指定して、フロー レコードを作成します。
2 オプションとしてフロー レコードを指定して、任意のフロー エクスポータを作成します。
3 フロー レコードおよびフロー エクスポータに基づいて、フロー モニタを作成します。
4 Ipv4 入力または出力方向にフロー モニタを適用するように WLAN を設定します。
アプリケーションの制御を設定するには、次の手順を実行します。
1 AVC QoS ポリシーを作成します。
2 次の 3 つの方法のいずれかを使用してクライアントに AVC QoS ポリシーを接続します。WLAN
の設定、ACS または ISE の使用、またはローカル ポリシーの追加。

フロー レコードの作成
デフォルトでは、wireless avc basic（フロー レコード）の使用が可能です。GUI から [Apply] をク
リックすると、レコードはフロー モニタにマッピングされます。
デフォルトのフロー レコードは、編集も削除もできません。新しいフロー レコードが必要な場
合、1 つを作成し、CLI からのフロー モニタにマップする必要があります。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

flowrecord flow_record_name

フロー レコード コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
Device(config)# flow record record1
Device (config-flow-record)#

ステップ 3

description string

（任意）最大63文字で、このフローレコー
ドの説明を指定します。

例：
Device(config-flow-record)#
description IPv4flow

ステップ 4

matchipv4protocol

IPv4 プロトコルとの一致を指定します。

例：
Device (config-flow-record)# match
ipv4 protocol

ステップ 5

matchipv4sourceaddress

IPv4 送信元アドレス ベースのフィールド
との一致を指定します。

例：
Device (config-flow-record)# match
ipv4 source address

ステップ 6

matchipv4destinationaddress

IPv4 宛先アドレス ベースのフィールドと
の一致を指定します。

例：
Device (config-flow-record)# match
ipv4 destination address

ステップ 7

matchtransportsource-port

トランスポート層の発信元ポートのフィー
ルドとの一致を指定します。

例：
Device (config-flow-record)# match
transport source-port

ステップ 8

matchtransportdestination-port

トランスポート層の宛先ポートのフィール
ドとの一致を指定します。

例：
Device (config-flow-record)# match
transport destination-port

ステップ 9

matchflowdirection

フローがモニタされる方向との一致を指定
します。

例：
Device (config-flow-record)# match
flow direction
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ステップ 10

コマンドまたはアクション

目的

matchapplicationname

アプリケーション名との一致を指定しま
す。

例：
Device (config-flow-record)# match
application name

ステップ 11

matchwirelessssid

この操作は、AVC サポートでは
必須です。フローがアプリケー
ションと一致することが可能に
なるためです。
ワイヤレス ネットワークを特定する SSID
名との一致を指定します。
（注）

例：
Device (config-flow-record)# match
wireless ssid

ステップ 12

collectcounterbyteslong

カウンタ フィールドの合計バイトを収集す
るように指定します。

例：
Device (config-flow-record)#
collect counter bytes long

ステップ 13

collectcounterpacketslong

カウンタ フィールドの合計パケットを収集
するように指定します。

例：
Device (config-flow-record)#
collect counter bytes long

ステップ 14

collectwirelessapmacaddress
例：

ワイヤレス クライアントが関連付けられて
いるアクセス ポイントの MAC アドレスの
BSSID を収集するように指定します。

Device (config-flow-record)#
collect wireless ap mac address

ステップ 15

collect wireless client mac address
例：
Device (config-flow-record)#
collect wireless client mac address

ステップ 16

end
例：
Device(config)# end

ワイヤレス ネットワークのクライアントの
MAC アドレスを収集するように指定しま
す。
collect wireless client mac address
（注）
は、ワイヤレス AVC で必須の設
定です。
特権 EXEC モードに戻ります。また、
Ctrl+Z キーを押しても、グローバル コン
フィギュレーション モードを終了できま
す。

フロー エクスポータの作成（オプション）
フローエクスポートを作成すると、フローのエクスポートパラメータを定義できます。これは、
フロー パラメータを設定するためのオプションの手順です。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

flowexporter flow_exporter_name

フローエクスポータコンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

例：
Device(config)# flow exporter
record1
Device (config-flow-exporter)#

ステップ 3

description string

最大 63 文字で、フロー レコードの説明を
示します。

例：
Device(config-flow-exporter)#
description IPv4flow

ステップ 4

destination {hostname | ip-address}
例：

エクスポータでデータを送信する宛先シス
テムのホスト名または IPv4 アドレスを指
定します。

Device (config-flow-exporter) #
destination 10.99.1.4

ステップ 5

transport udp port-value

UDP プロトコルのポートの値を設定しま
す。

例：
Device (config-flow-exporter) #
transport udp 2

ステップ 6

optionapplication-tabletimeout
seconds(optional)

（任意）application table timeout オプショ
ンを指定します。有効な範囲は 1 ～ 86400
秒です。

例：
Device (config-flow-exporter)#
option application-table timeout
500

ステップ 7

optionusermac-tabletimeout
seconds(optional)

（任意）wireless usermac-to-username table
オプションを指定します。有効な範囲は 1
～ 86400 秒です。

例：
Device (config-flow-exporter)#
option usermac-table timeout 1000

ステップ 8

end
例：
Device(config)# end

特権 EXEC モードに戻ります。また、
Ctrl+Z キーを押しても、グローバル コン
フィギュレーション モードを終了できま
す。
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

show flow exporter

設定を確認します。

例：
Device # show flow exporter

ステップ 10

end
例：
Device(config)# end

特権 EXEC モードに戻ります。また、
Ctrl+Z キーを押しても、グローバル コン
フィギュレーション モードを終了できま
す。

フロー モニタの作成
フロー モニタを作成して、フロー レコードおよびフロー エクスポータと関連付けることができ
ます。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

flow monitor monitor-name
例：

フロー モニタを作成し、フロー モニタ コ
ンフィギュレーション モードを開始しま
す。

Device (config)# flow monitor
flow-monitor-1

ステップ 3

description 説明

フロー モニタの説明を作成します。

例：
Device (config-flow-monitor)#
description flow-monitor-1

ステップ 4

record record-name

事前に作成されたレコーダの名前を指定し
ます。

例：
Device (config-flow-monitor)# record
flow-record-1

ステップ 5

exporter exporter-name

事前に作成されたエクスポータの名前を指
定します。

例：
Device (config-flow-monitor)#
exporter flow-exporter-1
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コマンドまたはアクション
ステップ 6

目的

cachetimeout{active|inactive}(Optional) フロー キャッシュ パラメータを設定する
ように指定します。1 ～ 604800 秒の時間
例：
範囲で設定できます（任意）。
Device (config-flow-monitor)# cache
timeout active 1800
（注）
Device (config-flow-monitor)# cache
timeout inactive 200

ステップ 7

end
例：
Device(config)# end

ステップ 8

show flow monitor

AVC フロー モニタで最適な結果
を得るためには、非アクティブ
なキャッシュのタイムアウト値
を 90 秒よりも長く設定すること
をお勧めします。
特権 EXEC モードに戻ります。また、
Ctrl+Z キーを押しても、グローバル コン
フィギュレーション モードを終了できま
す。
設定を確認します。

例：
Device # show flow monitor

AVC QoS ポリシーの作成
AVC QoS ポリシーを作成するには、次の一般的な手順を実行します。
1 match protocol フィルタでクラス マップを作成します。
2 ポリシー マップを作成します。
3 次のいずれかの方法でクライアントにポリシー マップを適用します。
a CLI または GUI から WLAN 上にポリシー マップを適用します。
b CLI から AAA サーバ（ACS サーバまたは ISE）を使用してポリシー マップを適用します。
詳細については、『 Cisco Identity Services Engine User Guide』および『 Cisco Secure Access
Control System User Guide』を参照してください。
c CLI または GUI からローカル ポリシーを適用します。
クラス マップの作成
match protocol フィルタを設定する前に、クラス マップを作成する必要があります。マーキング、
ポリシング、ドロップなどの QoS アクションがトラフィックに適用できます。AVC の match
protocol フィルタはワイヤレス クライアントにのみ適用されます。サポートされているプロトコ
ルの詳細については、http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/qos_nbar/prot_lib/config_library/
nbar-prot-pack-library.html を参照してください。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

class-map class-map-name

クラス マップを作成します。

例：
Device(config)# class-map webex-class

ステップ 3

match protocol{application-name|attribute
category category-name|attribute sub-category
sub-category-name|attribute application-group
application-group-name}

アプリケーション名、カテゴリ名、
サブカテゴリの名前、またはアプリ
ケーション グループに一致するも
のを指定します。

例：
Device(config)# class-map webex-class
Device(config-cmap)# match protocol
webex-media
Device(config)# class-map
class-webex-category
Device(config-cmap)# match protocol attribute
category webex-media
Device# class-map class-webex-sub-category
Device(config-cmap)# match protocol attribute
sub-category webex-media
Device# class-map
class-webex-application-group
Device(config-cmap)# match protocol attribute
application-group webex-media

ステップ 4

end
例：
Device(config)# end

特権 EXEC モードに戻ります。ま
た、Ctrl+Z キーを押しても、グロー
バル コンフィギュレーション モー
ドを終了できます。
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ポリシー マップの作成

手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステッ
プ1

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device# configure
terminal

ステッ
プ2

policy-map
policy-map-name
例：
Device(config)#
policy-map webex-policy
Device(config-pmap)#

ポリシー マップ名を入力することによってポリシー マップ
を作成し、ポリシーマップ コンフィギュレーション モード
を開始します。
デフォルトでは、ポリシー マップは定義されていません。
ポリシー マップのデフォルトの動作では、パケットが IP パ
ケットの場合は DSCP が 0 に、パケットがタグ付きの場合は
CoS が 0 に設定されます。ポリシングは実行されません。
（注）

ステッ
プ3

既存のポリシー マップを削除するには、no
policy-map policy-map-name グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。

class [class-map-name |
class-default]

トラフィックの分類を定義し、ポリシーマップ クラス コン
フィギュレーション モードを開始します。

例：

デフォルトでは、ポリシー マップおよびクラス マップは定
義されていません。

Device(config-pmap)#
class-map webex-class
Device(config-pmap-c)#

すでに class-map グローバル コンフィギュレーション コマン
ドを使用してトラフィック クラスが定義されている場合は、
このコマンドで class-map-name にその名前を指定します。
class-default トラフィック クラスは定義済みで、どのポリ
シーにも追加できます。このトラフィック クラスは、常にポ
リシー マップの最後に配置されます。暗黙の match any が
class-default クラスに含まれている場合、他のトラフィック
クラスと一致していないすべてのパケットは class-default と
一致します。
（注）

ステッ
プ4

既存のクラス マップを削除するには、no class
class-map-name ポリシー マップ コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。

police rate-bps burst-byte 分類したトラフィックにポリサーを定義します。
[exceed-action {drop |
policed-dscp-transmit}] デフォルトでは、ポリサーは定義されていません。
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
• rate-bps には、平均トラフィック レートをビット/秒
（bps）で指定します。指定できる範囲は 8000 ～
10000000000 です

例：
Device(config-pmap-c)#
police 100000 80000
drop

• burst-byte には、標準バースト サイズをバイト数で指定
します。指定できる範囲は 8000 ～ 1000000 です。
• （任意）レートを超過した場合に実行するアクションを
指定します。パケットをドロップする場合は、
exceed-action drop キーワードを使用します。（ポリシ
ング済み DSCP マップを使用して）DSCP 値をマークダ
ウンし、パケットを送信するには、exceed-action
policed-dscp-transmit キーワードを使用します。

ステッ
プ5

set{dscp new-dscp|cos
cos-value}

パケットに新しい値を設定することによって、IP トラフィッ
クを分類します。
• dscp new-dscp には、分類されたトラフィックに割り当

例：

てる新しい DSCP 値を入力します。指定できる範囲は 0
～ 63 です。

Device(config-pmap-c)#
set dscp 45

ステッ
プ6

end
例：

特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z キーを押して
も、グローバル コンフィギュレーション モードを終了でき
ます。

Device(config)# end

次の作業
ポリシー マップを作成したら、service-policy コマンドを使用してトラフィック ポリシーまたはポ
リシーをインターフェイスに付加します。
ローカル ポリシーの設定（CLI）
ローカル ポリシーの設定（CLI）
ローカル ポリシーを設定するには、次の手順を実行します。
1 サービス テンプレートを作成します。
2 インターフェイス テンプレートを作成します。
3 パラメータ マップを作成します。
4 ポリシー マップを作成します。
5 WLAN 上でローカル ポリシーを適用します。
サービス テンプレートの作成（CLI）
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

service-template service-template-name サービス テンプレート コンフィギュレー
ション モードを開始します。
例：
Device(config)# service-template
cisco-phone-template
Device(config-service-template)#

ステップ 3

access-group acl_list

適用するアクセス リストを指定します。

例：
Device(config-service-template)#
access-group foo-acl

ステップ 4

vlan vlan_id

VLAN ID を指定します。1 ～ 4094 の値を
指定できます。

例：
Device(config-service-template)#
vlan 100

ステップ 5

absolute-timer seconds
例：

サービス テンプレートのセッション タイ
ムアウト値を指定します。1 ～ 65535 の
値を指定できます。

Device(config-service-template)#
absolute-timer 20

ステップ 6

service-policy qos{input|output}

クライアントの QoS ポリシーを設定しま
す。

例：
Device(config-service-template)#
service-policy qos input foo-qos

ステップ 7

end
例：
Device(config)# end

特権 EXEC モードに戻ります。また、
Ctrl+Z キーを押しても、グローバル コン
フィギュレーション モードを終了できま
す。

パラメータ マップの作成（CLI）
クラス マップよりパラメータ マップの使用をお勧めします。
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手順
コマンドまたはアクション
configure terminal
ス
テッ
プ 1 例：
Device# configure terminal

parameter-map typesubscriberattribute-to-service parameter-map-name
ス
テッ
プ 2 例：
Device(config)# parameter-map type subscriber attribute-to-service
Aironet-Policy-para

目的
グローバル
コンフィ
ギュレー
ション モー
ドを開始し
ます。
パラメータ
マップのタ
イプと名前
を指定しま
す。

map-index
ス
パラメータ
filter-namemap{device-type|mac-address|oui|user-role|username}{eq|not-eq|regex}
テッ
マップ属性
プ3
フィルタ基
例：
準を指定し
ます。
Device(config-parameter-map-filter)# 10 map device-type eq
"WindowsXP-Workstation"

interface-template interface-template-name
ス
テッ
プ 4 例：
Device(config-parameter-map-filter-submode)# interface-template
cisco-phone-template
Device(config-parameter-map-filter-submode)#

end
ス
テッ
プ 5 例：
Device(config)# end

サービス テ
ンプレート
コンフィ
ギュレー
ション モー
ドを開始し
ます。
特権 EXEC
モードに戻
ります。ま
た、Ctrl+Z
キーを押し
ても、グ
ローバル コ
ンフィギュ
レーション
モードを終
了できま
す。
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ポリシー マップの作成（CLI）

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

policy-map typecontrolsubscriber
policy-map-name

ポリシー マップ タイプを指定します。

例：
Device(config)# policy-map type control
subscriber Aironet-Policy

ステップ 3

eventidentity-update{match-all|match-first} ポリシー マップに対する一致基準を指定
します。
例：
Device(config-policy-map)# event
identity-update match-all

ステップ 4

class_numberclass_map_nameclass {|always ローカル プロファイリング ポリシー ク
}{do-all | do-until-failure | do-until-success} ラス マップ番号を設定し、処理の実行方
法を指定します。クラス マップ コンフィ
例：
ギュレーション モードには、次のコマン
Device(config-class-control-policymap)# ド オプションが含まれます。
1 class local_policy1_class
do-until-success

• always：照合を行わずに実行します
が、成功を返します。
• do-all：すべての処理を実行します。
• do-until-failure：照合が失敗するま
ですべての処理を実行します。これ
はデフォルト値です。
• do-until-success：照合が成功するま
ですべての処理を実行します。

ステップ 5

action-indexmap attribute-to-servicetable
parameter-map-name

使用するパラメータ マップ テーブルを指
定します。

例：
Device(config-policy-map)# 10 map
attribute-to-service table
Aironet-Policy-para
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。また、
Ctrl+Z キーを押しても、グローバル コン
フィギュレーション モードを終了できま
す。

例：
Device(config)# end

WLAN 上のデバイスのローカル ポリシーの適用（CLI）

はじめる前に
パラメータ マップのサービス ポリシーにデバイス タイプ ベースのルールが含まれる場合、デバ
イス分類子がイネーブルになっていることを確認します。

（注）

device classification コマンドを使用して、show コマンドの出力で正しく表示されるようにデバ
イスを分類する必要があります。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

wlan wlan-name

WLAN コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device(config)# wlan wlan1

ステップ 3

service-policy type controlsubscriber WLAN にローカル ポリシーを適用しま
policymapname
す。
例：
Device(config-wlan)# service-policy
type control subscriber
Aironet-Policy

ステップ 4

profiling local http (optional)
例：

HTTP プロトコルに基づいて、デバイスの
プロファイリングのみをイネーブルにしま
す（任意）。

Device(config-wlan)# profiling
local http
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

profiling radius http (optional)

ISE でデバイスのプロファイリングをイ
ネーブルにします（任意）。

例：
Device(config-wlan)# profiling
radius http

ステップ 6

no shutdown

WLAN をシャットダウンしないように指
定します。

例：
Device(config-wlan)# no shutdown

ステップ 7

end
例：
Device(config)# end

特権 EXEC モードに戻ります。また、
Ctrl+Z キーを押しても、グローバル コン
フィギュレーション モードを終了できま
す。

ローカル ポリシーの設定（GUI）
ローカル ポリシーの設定（GUI）
ローカル ポリシーを設定するには、次の手順を実行します。
1 サービス テンプレートを作成します。
2 ポリシー マップを作成します。
3 作成したローカル ポリシーを WLAN に適用します。
サービス テンプレートの作成（GUI）

手順
ステップ 1

[Configuration] > [Security] > [Local Policies] > [Service Template] の順に選択して、[Service Template]
ページを開きます。

ステップ 2

次のように、新しいテンプレートを作成します。
a) [New] をクリックして、[Service Template] > [New] ページを開きます。
b) [Service Template name] テキスト ボックスに、新しいサービス テンプレートの名前を入力しま
す。
c) [VLAN ID] テキスト ボックスに、ポリシーに関連付ける必要のある VLAN ID を入力します。
値の範囲は 1 ～ 4094 です。
d) [Session timeout] テキスト ボックスに、クライアントが再認証を強制されるまでの最大時間を
秒単位で入力します。値の範囲は、1 ～ 65535 秒です。
e) [Access control list] ドロップダウン リストから、ポリシーにマップするアクセス コントロール
リストを選択します。
f) [Ingress QoS] ドロップダウン リストから、適用する入力 QoS ポリシーを選択します。
g) [Egress QoS] ドロップダウン リストから、適用する出力 QoS ポリシーを選択します。
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h) [Apply] をクリックして、設定を保存します
ステップ 3

次のように、サービス テンプレートを編集します。
a) [Service Template] ページで、サービス テンプレートをクリックして、[Service Template] > [Edit]
ページを開きます。
b) [VLAN ID] テキスト ボックスに、ポリシーに関連付ける必要のある VLAN ID を入力します。
値の範囲は 1 ～ 4094 です。
c) [Session timeout] テキスト ボックスに、クライアントが再認証を強制されるまでの最大時間を
秒単位で入力します。値の範囲は、1 ～ 65535 秒です。
d) [Access control list] ドロップダウン リストから、ポリシーにマップするアクセス コントロール
リストを選択します。
e) [Ingress QoS] ドロップダウン リストから、適用する入力 QoS ポリシーを選択します。
f) [Egress QoS] ドロップダウン リストから、適用する出力 QoS ポリシーを選択します。
g) [Apply] をクリックして、設定を保存します

ステップ 4

次のように、サービス テンプレートを削除します。
a) [Service Template] ページでサービス テンプレートを選択します。
b) [Remove] をクリックします。
c) [Apply] をクリックして、設定を保存します

ポリシー マップの作成（GUI）

手順
ステップ 1

[Configuration] > [Security] > [Local Policies] > [Policy Map] の順に選択して、[Policy Map] ページを
開きます。

ステップ 2

新しいポリシー マップを作成するには、次の手順を実行します。
a) [New] をクリックして、[Policy Map] > [New] ページを開きます。
b) [Policy Map name] テキスト ボックスに、新しいポリシー マップの名前を入力します。
c) [Add] をクリックして、[Match Criteria] エリアを開きます。
d) [Device Type]ドロップダウン リストから、デバイス タイプを選択します。デバイス タイプの
一致基準は、選択したデバイス タイプに合わせて eq、not-eq、または regex にすることができ
ます。
e) [User Role] ドロップダウン リストから、eq、not-eq、または regex として一致基準を選択し、
ユーザのユーザ タイプまたはユーザ グループ（学生や教員など）を入力します。
f) [Service Template] ドロップダウン リストから、ポリシーにマップするサービス テンプレート
を選択します。
g) [Add] をクリックします。一致基準が [Match Criteria Lists] に追加されます。
h) [Match Criteria Lists] エリアで、[Add] をクリックして、一致基準をポリシーに追加します。
i) [Apply] をクリックして、設定を保存します

ステップ 3

ポリシー マップを編集するには、次の手順を実行します。
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a) [Policy Map] ページで、編集するポリシー マップを選択して、[Edit] をクリックし、[Policy Map]
> [Edit] ページを開きます。
b) [Match Criteria] エリアで、[Device Type] ドロップダウン リストから、デバイス タイプを選択
します。デバイス タイプの一致基準は、選択したデバイス タイプに合わせて eq、not-eq、また
は regex にすることができます。
c) [Match Criteria] エリアで、[User Role] ドロップダウン リストから、ユーザ ロールを選択しま
す。eq、not-eq、または regex として一致基準を選択し、ユーザのユーザ タイプまたはユーザ
グループを入力します。
d) [Service Template] ドロップダウン リストから、ポリシーにマップするサービス テンプレート
を選択します。
e) [OK] をクリックして設定を保存するか、[Cancel] をクリックして設定を破棄します。
f) [Add] をクリックして、デバイス タイプ、ユーザ ロール、およびサービス テンプレートに基
づく新しい一致基準をポリシーに追加します。
g) [Match Criteria Lists] エリアで、一致基準を選択して、[Move to] をクリックし、行テキスト ボッ
クスに入力した値に基づいて一致基準を移動します。
h) 一致基準を選択して、[Move up] をクリックし、一致基準をリストの上方に移動します。
i) 一致基準を選択して、[Move down] をクリックし、一致基準をリストの下方に移動します。
j) 一致基準を選択して、[Remove] をクリックし、ポリシー マップのリストから一致基準を削除
します。
k) [Apply] をクリックして、設定を保存します
ステップ 4

ポリシー マップを削除するには、次の手順を実行します。
a) [Policy Map] ページで、ポリシー マップを選択します。
b) [Remove] をクリックします。
c) [Apply] をクリックして、設定を保存します
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WLAN へのローカル ポリシーの適用（GUI）

手順
ステップ 1

[Configuration] > [Wireless] > [WLAN] を選択して、[WLANs] ページを開きます。

ステップ 2

対応する WLAN プロファイルをクリックします。[WLANs > Edit] ページが表示されます。

ステップ 3

[Policy-Mapping] タブをクリックします。

ステップ 4

[Device Classification] チェックボックスをオンにして、デバイス タイプに基づく分類をイネーブ
ルにします。

ステップ 5

[Local Subscriber Policy] ドロップダウン リストから、WLAN に適用する必要があるポリシーを選
択します。

ステップ 6

[Local HTTP Profiling] を選択して、HTTP に基づくデバイスのプロファイリングをイネーブルにし
ます（任意）。

ステップ 7

[Radius HTTP Profiling] を選択して、RADIUS に基づくデバイスのプロファイリングをイネーブル
にします（任意）。

ステップ 8

[Apply] をクリックして、設定を保存します

IPV4 の入出力方向にフロー モニタを適用する WLAN の設定
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

wlan wlan-id
例：

WLAN コンフィギュレーション サブモードを
開始します。wlan-id には WLAN ID を入力し
ます。指定できる範囲は 1 ～ 64 です。

Device (config) # wlan 1

ステップ 3

ip flow monitor monitor-name{input 入力または出力パケットに対応する WLAN に
| output}
フロー モニタを関連付けます。
例：
Device (config-wlan) # ip flow
monitor flow-monitor-1 input
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z
キーを押しても、グローバルコンフィギュレー
ション モードを終了できます。

例：
Device(config)# end

Application Visibility and Control の設定（GUI）
アプリケーションの可視性の設定（GUI）
デフォルトのフロー モニタ（wireless-avc-basic）にデフォルトのフロー レコード（wireless avc
basic）を適用できます。
作成したフローレコードおよびフローモニタを使用する場合、レコード名およびモニタ名は同じ
である必要があります。これは、GUI からの AVC を設定する場合のみで、CLI 設定には適用され
ません。
アップストリームまたはダウンストリーム、あるいはその両方で、作成したフロー モニタを使用
できますが、フロー モニタでマッピングする際に同じレコード名を使用していることを確認して
ください。

手順
ステップ 1

[Configuration] > [Wireless] > [WLAN] の順に選択します。
[WLAN] ページが表示されます。

ステップ 2

対応する WLAN ID をクリックして、[WLAN] > [Edit] ページを開き、[AVC] をクリックします。
[Application Visibility] ページが表示されます。
a) WLAN の AVC をイネーブルにするには、[Application Visibility Enabled] チェックボックスをオ
ンにします。
b) [Upstream Profile] テキスト ボックスに、AVC プロファイルの名前を入力します。
c) [Downstream Profile] テキスト ボックスに、AVC プロファイルの名前を入力します。
AVC をイネーブルにするには、アップストリームとダウンストリームのプロファイルのプロファ
イル名を入力する必要があります。プロファイル名は、フロー モニタの名前です。デフォルトで
は、フロー モニタの名前（wireless-avc-basic）が [Upstream Profile] および [Downstream Profile] テ
キスト ボックスに表示されます。デフォルトのフロー モニタでは、デフォルトのフロー レコー
ド（wireless avc basic）を使用します。デフォルトのフロー レコードがシステムによって生成さ
れ、使用可能です。
アップストリームおよびダウンストリームのプロファイルのプロファイル名は変更可能ですが、
フロー モニタに同じフロー レコードが使用できることを確認してください。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
2292

OL-30686-01-J

Application Visibility and Control の設定方法

アップストリームおよびダウンストリームのプロファイルは異なるプロファイル名を持つことが
できますが、フロー モニタにフロー レコードが使用できるようにする必要があります。
ステップ 3

WLAN の AVC を適用するには、[Apply] をクリックします。

ステップ 4

特定の WLAN で AVC を無効にするには、次の手順を実行してください。
• [Configuration] > [Wireless] > [WLAN] を選択して、[WLAN] ページを開きます。
• 対応する WLAN ID をクリックして、[WLAN] > [Edit] ページを開きます。
• [Application Visibility] ページを開くには、[AVC] をクリックします。
• [Application Visibility Enabled] チェックボックスをオフにします。
• 特定の WLAN で AVC を無効にするには、[Apply] をクリックします。

Application Visibility and Control の設定（GUI）
手順
ステップ 1

[Configuration] > [Wireless] を選択します。

ステップ 2

左側のペインをクリックして [QOS-Policy] を選択すると、[QoS] ノードが開きます。
[QOS-Policy] ページが表示されます。

ステップ 3

[Add New] をクリックして、新しい QoS ポリシーを作成します。
[Create QoS Policy] ページが表示されます。

ステップ 4

[Policy Type] ドロップダウン リストから [Client] を選択します。

ステップ 5

[Policy Direction] ドロップダウン リストからポリシーが適用される必要のある方向を選択します。
次のオプションを使用できます。
• 入力
• Egress

ステップ 6

[Policy Name] テキスト ボックスに、ポリシー名を入力します。

ステップ 7

[Description] テキスト ボックスに、ポリシーの説明を入力します。

ステップ 8

クライアント ポリシーに対する AVC のクラス マップを設定するには、[Enable Application
Recognition] チェックボックスをオンにします。
（注）
出力クライアント ポリシーで、[Application Recognition] をイネーブルにすると、[Voice]、
[Video] および [User Defined] チェックボックスがイネーブルになります。
次のオプションを使用できます。
• [Trust]：このポリシーの分類タイプを指定します。
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◦ [Protocol]：プロトコルを選択し、パケットのマーキングおよびポリシングを設定できま
す。
◦ [Category]：アプリケーションのカテゴリを選択できます。例えば、ブラウザ。
◦ [Subcategory]：アプリケーションのサブカテゴリを選択できます。例えば、ファイル共
有。
◦ [Application-Group]：アプリケーション グループを選択できます。例えば、ftp グルー
プ。
• [Protocol Choice]：[Available Protocols] リストから、プロトコル、カテゴリ、サブカテゴリ、
アプリケーション グループを [Assigned Protocols] として選択し、パケットのマーキングおよ
びポリシングを適用します。
• [Mark]：各パケットにマーキング ラベルを指定します。次のオプションを使用できます。
◦ [DSCP]：特定の QoS を示すラベルを割り当てます。範囲は 0 ～ 63 です。
◦ [CoS]：IEEE 802.1Q サービス クラスと一致します。有効な範囲は 0 ～ 7 です。
◦ [None]：パケットはマークされません。
• [Police (kbps)]：ポリシング レートを kbps 単位で指定します。このオプションは、[Policy
Direction] が出力の場合に使用できます。
• [Drop]：選択したプロトコルに対応する入力パケットをドロップするように指定します。
（注）

各クライアント ポリシーに最大 5 つまで AVC クラスを追加できま
す。

ステップ 9

[Add] をクリックして、新しい AVC クラス マップを作成します。新しいクラス マップは、表形
式で表示されます。

ステップ 10

AVC QoS ポリシーを作成するには、[Apply] をクリックします。

ステップ 11

QoS ポリシーを編集するには、[QOS-Policy] ページの QoS ポリシーのリンクをクリックします。
[QOS-Policy] > [Edit] ページが表示されます。[Apply] を選択して、変更を確定します。

ステップ 12

QoS ポリシーから AVC クラス マップを削除するには、AVC のクラス マップ テーブルから対応
する AVC クラス マップの行に移動して [Remove] をクリックします。[Apply] をクリックして、
変更を確定します。

Application Visibility and Control のモニタリング
Application Visibility and Control のモニタリング（CLI）
このセクションでは、アプリケーションの可視性に関する新しいコマンドについて説明します。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
2294

OL-30686-01-J

Application Visibility and Control のモニタリング

次のコマンドは、スイッチおよびアクセスポイントのアプリケーションの可視性をモニタするた
めに使用できます。
表 176：スイッチ のアプリケーションの可視性モニタリング コマンド

コマンド

目的

show avc client client-mactop
napplication[aggregate|upstream|downstream]

指定されたクライアント MAC の上位「N」ア
プリケーションに関する情報を表示します。

show avc wlan ssidtop
napplication[aggregate|upstream|downstream]

指定された SSID の上位「N」アプリケーショ
ンに関する情報を表示します。

avc top user[enable | disable]

上位「N」アプリケーションに関する情報を有
効または無効にします。

show avc wlan wlan-id application app
nametopN[aggregate|upstream|downstream]

アプリケーション内のユーザごとのネットワー
ク利用状況が表示されます。
（注）

Catalyst 4500E Supervisor Engine 8-E で
は、表示される上位 N ユーザの情報
には、クライアントの MAC アドレス
とユーザ名は表示されません。この
問題は、クライアントが切断された
後 90 秒以内にのみ発生します。

show wlanid wlan-id

AVC が特定の WLAN で有効または無効になっ
ているかどうかについての情報が表示されま
す。

show flow monitor flow_monitor_namecache

フロー モニタに関する情報を表示します。

show wireless client mac-address
mac-addressservice-policy{input|output}

ワイヤレス クライアントにマッピングされたポ
リシーに関する情報が表示されます。

表 177：アプリケーションの可視性統計情報コマンドのクリア

コマンド

目的

clearavcclient macstats

クライアントごとの統計情報をクリアします。

clearavcwlan wlan-namestats

WLAN ごとの統計情報をクリアします。
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アプリケーションの可視性およびコントロールのモニタリング（GUI）
スイッチの [Home] ページにある [AVC on WLAN] の円グラフを使用して、WLAN の AVC 情報を
一度に表示できます。円グラフには、最初の WLAN の AVC データ（集約：アプリケーション累
積使用率 %）が表示されます。さらに、クライアントに基づく上位 5 つの WLAN が最初に表示さ
れます。対応する円グラフ情報を表示するには、WLAN のいずれかをクリックします。AVC が最
初の WLAN で無効の場合、[Home] ページには AVC の円グラフが表示されません。

手順
ステップ 1

[Monitor] > [Controller] > [AVC} > [WLANs] の順に選択します。
[WLANs] ページが表示されます。

ステップ 2

対応する WLAN プロファイルをクリックします。
[Application Statistics] ページが表示されます。
[Top Application] ドロップダウン リストから、表示したい上位アプリケーションの数を選択し、
[Apply] をクリックします。有効範囲は 5 ～ 30 の 5 の倍数です。
a) [Aggregate]、[Upstream]、[Downstream] タブで、次のフィールドを含むアプリケーションの累
積、直近の 90 秒の統計情報、ならびに使用率を確認できます。
• アプリケーション名
• パケット数
• バイト数
• 平均パケット サイズ
• 使用率 (%)

ステップ 3

[Monitor] > [Clients] > [Client Details] > [Clients] の順に選択します。
[Clients] ページが表示されます。

ステップ 4

[Client MAC Address] をクリックして、[AVC Statistics] をクリックします。
[Application Visibility] ページが表示されます。
a) [Aggregate]、[Upstream]、[Downstream] タブで、次のフィールドを含むアプリケーションの累
積、直近の 90 秒の統計情報、ならびに使用率を確認できます。
• アプリケーション名
• パケット数
• バイト数
• 平均パケット サイズ
• 使用率(%)
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SSID およびクライアント ポリシーの統計情報の監視（GUI）
統計情報は、ワイヤレス ターゲットの入力ポリシー（最大 5 クラス）でのみサポートされます。
非常に大規模なポリシーの場合、入力ポリシーの統計情報はスイッチに表示されません。統計情
報の頻度は、アクセス ポイントに関連付けられているクライアントの数によって異なります。
統計情報の種類

方式

詳細

SSID ポリシー

[Monitor] > [Controller] >
[QoS] ページには、SSID ポリ
[Statistics] > [QoS] の順に選択し シー、無線の種類、および AP
ます。
の一覧が表示されます。
SSID ポリシー、無線、および
アクセス ポイントをドロップ
ダウン リストから選択し、
[Apply] をクリックして、選択
された SSID ポリシーの統計情
報を表示します。
一致基準、確認済みバイト数、
適合レート、超過レートなどの
詳細を表示できます。

クライアント ポリシー

[Monitor] > [Clients] > [Client
Details] の順に選択します。

[Clients] ページには、クライア
ントの MAC アドレスの一覧、
AP、およびその他の項目が表
示されます。
クライアントの MAC アドレス
をクリックし、[QoS Statistics]
タブをクリックします。
一致基準、確認済みバイト数、
適合レート、超過レートなどの
詳細を表示できます。
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例：Application Visibility and Control
例：アプリケーションの可視性設定
この例では、フロー レコードとフロー モニタの作成方法、フロー レコードをフロー モニタに適
用する方法、およびフロー モニタを WLAN に適用する方法を示します。
Device# configure terminal
Device(config)# flow record
Device(config-flow-record)#
Device(config-flow-record)#
Device(config-flow-record)#
Device(config-flow-record)#
Device(config-flow-record)#
Device(config-flow-record)#
Device(config-flow-record)#
Device(config-flow-record)#
Device(config-flow-record)#
Device(config-flow-record)#
Device(config-flow-record)#
Device(config)#end

fr_v4
match ipv4 protocol
match ipv4 source address
match ipv4 destination address
match transport destination-port
match flow direction
match application name
match wireless ssid
collect counter bytes long
collect counter packets long
collect wireless ap mac address
collect wireless client mac address

Device# configure terminal
Device# flow monitor fm_v4
Device(config-flow-monitor)# record fr_v4
Device(config-flow-monitor)# cache timeout active 1800
Device(config)#end
Device(config)#wlan wlan1
Device(config-wlan)#ip flow monitor fm_v4 input
Device(config-wlan)#ip flow mon fm-v4 output
Device(config)#end

例：Application Visibility and Control の QoS 設定
次に、match protocol でアプリケーション名、カテゴリ、およびサブカテゴリのフィルタを適用し
てクラス マップを作成する例を示します。
Device# configure terminal
Device(config)# class-map cat-browsing
Device(config-cmap)# match protocol attribute category browsing
Device(config-cmap)#end
Device# configure terminal
Device(config)# class-map cat-fileshare
Device(config-cmap)# match protocol attribute category file-sharing
Device(config-cmap)#end
Device# configure terminal
Device(config)# class-map match-any subcat-terminal
Device(config-cmap)# match protocol attribute sub-category terminal
Device(config-cmap)#end
Device# configure terminal
Device(config)# class-map match-any webex-meeting
Device(config-cmap)# match protocol webex-meeting
Device(config-cmap)#end
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次に、ポリシー マップを作成し、アップストリーム QoS の既存のクラス マップを定義する例を
示します。
Device# configure terminal
Device(config)# policy-map test-avc-up
Device(config-pmap)# class cat-browsing
Device(config-pmap-c)# police 150000
Device(config-pmap-c)# set dscp 12
Device(config-pmap-c)#end
Device# configure terminal
Device(config)# policy-map test-avc-up
Device(config-pmap)# class cat-fileshare
Device(config-pmap-c)# police 1000000
Device(config-pmap-c)# set dscp 20
Device(config-pmap-c)#end
Device# configure terminal
Device(config)# policy-map test-avc-up
Device(config-pmap)# class subcat-terminal
Device(config-pmap-c)# police 120000
Device(config-pmap-c)# set dscp 15
Device(config-pmap-c)#end
Device# configure terminal
Device(config)# policy-map test-avc-up
Device(config-pmap)# class webex-meeting
Device(config-pmap-c)# police 50000000
Device(config-pmap-c)# set dscp 21
Device(config-pmap-c)#end

次に、ポリシー マップを作成し、ダウンストリーム QoS の既存のクラス マップを定義する例を
示します。
Device# configure terminal
Device(config)# policy-map test-avc-down
Device(config-pmap)# class cat-browsing
Device(config-pmap-c)# police 200000
Device(config-pmap-c)# set dscp 10
Device(config-pmap-c)#end
Device# configure terminal
Device(config)# policy-map test-avc-up
Device(config-pmap)# class cat-fileshare
Device(config-pmap-c)# police 300000
Device(config-pmap-c)# set wlan user-priority 2
Device(config-pmap-c)# set dscp 20
Device(config-pmap-c)#end
Device# configure terminal
Device(config)# policy-map test-avc-up
Device(config-pmap)# class subcat-terminal
Device(config-pmap-c)# police 100000
Device(config-pmap-c)# set dscp 25
Device(config-pmap-c)#end
Device# configure terminal
Device(config)# policy-map test-avc-up
Device(config-pmap)# class webex-meeting
Device(config-pmap-c)# police 60000000
Device(config-pmap-c)# set dscp 41
Device(config-pmap-c)#end
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次に、定義された QoS ポリシーを WLAN に適用する例を示します。
Device# configure terminal
Device(config)#wlan alpha
Device(config-wlan)#shut
Device(config-wlan)#end
Device(config-wlan)#service-policy client input test-avc-up
Device(config-wlan)#service-policy client output test-avc-down
Device(config-wlan)#no shut
Device(config-wlan)#end

例 :ローカル プロファイリング ポリシーのための QoS の属性設定
次の例は、ローカル プロファイリング ポリシーのための QoS の属性を設定する方法です :
Device(config)# class-map type control subscriber match-all local_policy1_class
Device(config-filter-control-classmap)# match device-type android
Device(config)# service-template local_policy1_template
Device(config-service-template)# vlan 40
Device(config-service-template)# service-policy qos output local_policy1
Device(config)# policy-map type control subscriber local_policy1
Device(config-event-control-policymap)# event identity-update match-all
Device(config-class-control-policymap)# 1 class local_policy1_class do-until-success
Device(config-action-control-policymap)# 1 activate service-template local_policy1_template
Device(config)# wlan open_auth 9
Device(config-wlan)# client vlan VLAN40
Device(config-wlan)# service-policy type control subscriber local_policy1

Application Visibility and Control に関する追加情報
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

システム管理コマンド

『System Management Command Reference Guide,
Cisco IOS XE Release 3SE (Cisco WLC 5700
Series)』

Flexible NetFlow 設定

『Flexible NetFlow Configuration Guide, Cisco IOS
XE Release 3SE (Cisco WLC 5700 Series)』

Flexible NetFlow コマンド

『Flexible NetFlow Command Reference, Cisco IOS
XE Release 3SE (Cisco WLC 5700 Series)』

QoS の設定

『QoS Configuration Guide, Cisco IOS XE Release
3E (Cisco WLC 5700 Series)』

QoS コマンド

『QoS Command Reference, Cisco IOS XE Release
3E (Cisco WLC 5700 Series)』
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標準および RFC
標準/RFC

Title

なし

—

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

シスコのテクニカル サポート
Link

説明

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

Application Visibility and Control の機能履歴および情報
リリース

機能情報

Cisco IOS XE 3.3SE

この機能が導入されました。

Cisco IOS XE 3E

QoS を使用した AVC 制御が導入されました。
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• 機能情報の確認, 2303 ページ
• 音声およびビデオのパラメータの前提条件, 2303 ページ
• 音声およびビデオのパラメータの制約事項, 2304 ページ
• 音声パラメータとビデオ パラメータの設定について, 2304 ページ
• 音声パラメータとビデオ パラメータの設定方法, 2309 ページ
• 音声およびビデオ パラメータのモニタリング, 2321 ページ
• 音声およびビデオ パラメータの設定例, 2323 ページ
• 音声およびビデオ パラメータに関する追加情報, 2325 ページ
• 音声およびビデオ パラメータ設定の機能履歴と情報, 2326 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。 最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソ
フトウェア リリースに対応したリリース ノートを参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。

音声およびビデオのパラメータの前提条件
音声およびビデオのパラメータを設定する前に、次のポイントをご確認ください。
• スイッチに接続するアクセス ポイントが設定されていることを確認します。
• SSID を設定します。
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音声およびビデオのパラメータの制約事項
以下は、音声およびビデオについてのパラメータを設定する際に考慮する必要のある制限事項で
す。
• SIP CAC は TSPEC ベースのアドミッション コントロールをサポートする Cisco Phone 9971
を使用できます。また、ステータス コード 17 をサポートする電話を使用できます。
• 非 TSPEC SIP 電話に音声優先対応を提供するために、SIP スヌーピングがサポートされてい
ます。
• ビデオ CAC 用 TSPEC はサポートされません。
• Cisco 792x IP Phone は、11K が有効な非 WMM デバイスとして許可されると、電話での音声
の問題が発生します。

（注）

11K が有効な非 WMM デバイスとして許可されているすべての Cisco 792x IP
Phone の音声 WLAN の 11K を無効にします。この問題を解決するには、Cisco
Unified Call Manager のファームウェアを 1.4.5 にアップグレードします。詳細
については、『Cisco Unified Call Manager Configuration Guide』を参照してくだ
さい。

音声パラメータとビデオ パラメータの設定について
スイッチには、音声またはビデオ、あるいはその両方の品質に影響を及ぼす次の 3 つのパラメー
タがあります。
• Call Admission Control（コール アドミッション制御）
• Expedited bandwidth requests
• Unscheduled automatic power save delivery
コール アドミッション制御（CAC）および UAPSD は Cisco Compatible Extensions（CCX）v4 およ
び v5 でサポートされますが、これらのパラメータは、CCX がなくても、（802.1e をサポートす
る）WMM を実装するデバイスであればサポートされます。Expedited Bandwidth Requests は、
CCXv5 でのみサポートされます。
音声の品質に関する問題の監視およびレポートには、Traffic Stream Metrics（TSM）を使用しま
す。

Call Admission Control（コール アドミッション制御）
コール アドミッション制御（CAC）を使用すると、ワイヤレス LAN で輻輳が発生したときに、
アクセス ポイントは制御された Quality of Service（QoS）を維持できます。CCXv4 に展開された
WMM プロトコルは異なるネットワーク負荷の下で QoS を維持します。
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Over-the-Air（OTA）という 2 種類の CAC（静的ベースの CAC および負荷ベースの CAC）が使用
可能です。
スイッチは次の QoS ポリシーをサポートします。
• ユーザ定義のポリシー：独自の QoS ポリシーを定義できます。こうしたポリシーを既存のメ
タル ポリシーより細かく制御できます。
• システム定義の重要なメタル ポリシー：下位互換性をサポートします。
◦ Platinum：VoIP クライアントに使用されます。
◦ Gold：ビデオ クライアント用に使用されます。
◦ Silver：ベスト エフォート型トラフィックに使用されます。
◦ Bronze：NRT トラフィックに使用されます。

静的ベースの CAC
WMM および TSPEC をサポートする Voice over WLAN アプリケーションでは、コールを開始する
ために必要になる帯域幅または共有メディア時間を指定できます。帯域幅ベースまたは静的な
CAC によりアクセス ポイントは、特定のコールに対応できるかどうかを判断できます。アクセス
ポイントでは、許容される品質でコールの最大数を維持するために、必要であればコールを拒否
します。
WLAN の QoS 設定により、帯域幅ベースの CAC サポートのレベルが決定します。音声アプリケー
ションで帯域幅ベースの CAC を使用するには、WLAN を Platinum QoS に対して設定する必要が
あります。帯域幅ベースの CAC により、アクセス ポイントの帯域幅のアベイラビリティは、ア
クセス ポイント クライアントによる帯域幅の現使用量に基づいて決定され、Voice over WLAN ア
プリケーションによって要求された帯域幅がアクセスポイントクライアントに追加されます。こ
の合計が設定された帯域幅しきい値を超えると、新しいコールは拒否されます。

（注）

WMM が有効化されている CCX v4 クライアントに対して Admission Control（ACM; アドミッ
ション コントロール）を有効にする必要があります。そうしない場合、帯域幅ベースの CAC
はこれらの CCXv4 クライアントに対して正しく動作しません。

load-based の CAC
load-based の CAC では、音声アプリケーションまたはビデオ アプリケーションに対し、すべての
種類のトラフィック（クライアントからのトラフィックなど）、共通チャネルアクセスポイント
の負荷、および共通割り当てチャネルの干渉などによる帯域幅の消費を考慮した測定方法を利用
できるようになります。load-based の CAC では、PHY およびチャネル欠陥の結果発生する追加の
帯域幅消費も対象となります。
負荷ベース CAC では、アクセス ポイントでは RF チャネルの使用率（消費された帯域幅の割合）、
チャネル干渉、およびアクセス ポイントで許可される追加のコールが継続的に測定、更新されま
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す。アクセス ポイントは、コールをサポートするのに十分なだけの未使用帯域幅がチャネルにあ
る場合に限り、新規のコールを許可します。このようにすることで、load-based の CAC は、チャ
ネルのオーバーサブスクリプションを防ぎ、WLAN の負荷および干渉のあらゆる状況下で QoS を
維持します。

（注）

load-based の CAC を無効にすると、アクセス ポイントが帯域幅ベースの CAC を使用するよう
になります。

IOSd コール アドミッション制御
IOSd コール アドミッション制御（CAC）は、スイッチからアクセス ポイントの間の帯域幅のア
ベイラビリティを制御します。
スイッチにクラスベースの無条件パケット マーキング機能を設定し、CAC を管理できます。
CAC は、音声およびビデオ トラフィックのみに適用される概念で、データ トラフィックには適
用されません。データ トラフィックが増加すると、ネットワーク、キューイング、バッファリン
グの特定のリンクでオーバーサブスクリプションが発生し、パケット ドロップの決定によって輻
輳状態が解消されます。増加したトラフィックは、トラフィックを送信するインターフェイスが
使用可能になるまで遅延するか、またはトラフィックがドロップされた場合、プロトコル、また
はエンド ユーザがタイムアウトを開始し、情報の再送信を要求するまで遅延状態となります。
遅延とパケット損失の両方の影響を受けやすいリアルタイムのトラフィックの場合、この方法で
は、このトラフィックのユーザが要求する Quality of Service（QoS）を維持しながらネットワーク
の輻輳を解決することはできません。音声など、リアルタイムの遅延の影響を受けやすいトラ
フィックの場合、ネットワークのドロップや遅延が発生し、QoS が損なわれたり、お客様の不満
を引き起こすよりも、輻輳状態でのネットワーク アクセスを拒否することをお勧めします。
したがって CAC では、音声コールの確立前に行われ、必要なネットワーク リソースが新しいコー
ルに適した QoS を実現できるかどうかによる、情報に基づく決定と安定性がもたらされます。
既存の CAC アルゴリズムおよび許可 CAC CLI 設定に基づいて、スイッチにより、TSPEC のビデ
オ再生または SIP スヌーピングを利用できるようになります。admit cac CLI は、音声コールのパ
ススルーに必須です。
BSSID のポリサーが音声またはビデオのトラフィック用に設定されている場合、パケットで追加
チェックが実行されます。

Expedited Bandwidth Requests
Expedited Bandwidth Request 機能を使用すると、CCXv5 クライアントは WLAN への緊急の WMM
Traffic Specifications（TSPEC）要求（e911 コールなど）を示すことができるようになります。コ
ントローラがこの要求を受信すると、コントローラは、処理中の他の TSPECコールの質を変える
ことなく、緊急のコールに対応しようとします。
Expedited Bandwidth Requests は、帯域幅ベースの CAC と load-based の CAC の両方に適用できま
す。Expedited Bandwidth Requests はデフォルトでは無効になっています。この機能が無効の場合、
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コントローラはすべての緊急の要求を無視し、TSPEC 要求は通常の TSPEC 要求として処理しま
す。
次の表に、通常の TSPEC 要求と Expedited Bandwidth Requests についての、TSPEC 要求処理の例
を示します。
表 178：TSPEC 要求処理の例
29

CAC モード

音声コー
ル用に予
約されて
いる帯域
28
幅

使用率

Expedited Bandwidth
通常の
TSPEC 要求 Request を使用した TSPEC

帯域幅ベースの
CAC

75%（デ
フォルト
設定）

75% 未満

許可

許可

75% ～ 90%（音声コー 却下
ル用に予約された帯域幅
が消費される）

許可

90% 以上

却下

却下

75% 未満

許可

許可

75% ～ 85%（音声コー 却下
ル用に予約された帯域幅
が消費される）

許可

85% 以上

却下

load-based の CAC

却下

28

帯域幅ベースの CAC では、音声コールの帯域幅利用率はアクセス ポイント無線単位であり、共通チャネル アクセス ポイントは考慮されませ
ん。load-based の CAC の場合、音声コールの帯域幅利用率は、チャネル全体に対して測定されます。
29
帯域幅ベースの CAC（消費された音声帯域幅とビデオ帯域幅）または load-based の CAC（チャネル使用率 [Pb]）

（注）

TSPEC G711-20 ms および G711-40 ms のコーデック タイプのアドミッション制御がサポートさ
れます。

U-APSD
Unscheduled automatic power save delivery（U-APSD）は、モバイル クライアントのバッテリ寿命を
延ばす IEEE 802.11e で定義されている QoS 機能です。バッテリ寿命を延ばすだけでなく、この機
能は無線メディアで配送されるトラフィック フローの遅延時間を短縮します。U-APSD は、アク
セス ポイントでバッファされる個々のパケットをポーリングするようにクライアントに要求しな
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いため、単一のアップリンク トリガー パケットを送信することにより、複数のダウンリンク パ
ケットの送信が許可されます。WMM が有効化されると、U-APSD は自動的に有効化されます。

Traffic Stream Metrics
voice-over-wireless LAN（VoWLAN）展開では、クライアントとアクセス ポイント間のエア イン
ターフェイスでの音声関連のメトリクスの測定には、Traffic Stream Metrics（TSM）が使用されま
す。TSM ではパケット遅延とパケット損失の両方がレポートされます。これらのレポートを調べ
ることにより、劣悪な音声品質の問題を分離できます。
このメトリクスは、CCX v4 以降のリリースをサポートするアクセス ポイントとクライアント デ
バイス間のアップリンク（クライアント側）統計とダウンリンク（アクセス ポイント側）統計の
集合から成ります。クライアントが CCX v4 または CCXv5 に準拠していない場合、ダウンリンク
統計のみが取得されます。クライアントとアクセス ポイントで、これらのメトリクスが測定され
ます。アクセス ポイントではまた、5 秒おきに測定値が収集されて、90 秒のレポートが作成され
た後、レポートがコントローラに送信されます。コントローラは、アップリンクの測定値はクラ
イアント単位で保持し、ダウンリンクの測定値はアクセス ポイント単位で保持します。履歴デー
タは 1 時間分を保持します。このデータを格納するには、アップリンク メトリクス用に 32MB、
ダウンリンク メトリクス用に 4.8MB の追加のメモリがコントローラに必要です。
無線帯域別ベースで（たとえば、すべての 802.11a ラジオ）、GUI または CLI により TSM を設定
できます。コントローラは、リブート後も持続するように、フラッシュ メモリに設定を保存しま
す。アクセス ポイントにより、コントローラからの設定が受信された後、指定された無線帯域で
TSM が有効化されます。
この表に、別のコントローラ シリーズでの TSM エントリの上限を示します。

（注）

TSM エントリ

5700

最大 AP TSM エントリ数

100

最大クライアント TSM エントリ数

250

最大 TSM エントリ数

100*250=25000

上限に到達すると、追加の TSM エントリを保存し、WCS または NCS に送信することができ
なくなります。クライアント TSM エントリが満杯で、AP TSM エントリにまだ空きがある場
合、AP エントリのみが保存されます（逆もまた同様）。これにより、出力が不完全になりま
す。TSM クリーンアップは、1 時間ごとに行われます。エントリは、対応する AP とクライア
ントがシステム内に存在しない場合にのみ削除されます。
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優先コール番号を使用した音声優先制御の設定について
TSPEC ベースのコールをサポートしない VoWLAN クライアントからの SIP コールをサポートす
るようにスイッチを設定できます。この機能は、SIP CAC サポートと呼ばれます。帯域幅が、設
定された voice プールで使用可能な場合は、 SIP コールが通常のフローを使用し、スイッチがこれ
らのコールに帯域幅を割り当てます。
また、最大 6 つの優先コール番号に順位を設定できます。コールが、設定された優先番号の 1 つ
に送信された場合、スイッチは設定された最大音声帯域幅を検査しません。スイッチは、音声
CAC に設定されている音声の最大帯域幅を超えてもコールに必要な帯域幅を割り当てます。優先
コールは、帯域幅割り当てが無線の帯域幅の 85% を超えた場合、拒否されます。帯域割り当て
は、帯域幅プール全体（設定された最大音声プールからだけではない）の 85 % になります。帯域
割り当ては、ローミング コールの場合であっても同じです。
音声優先制御を設定する前に、次のパラメータを設定しておく必要があります。
• 音声コールがパススルーできるように WLAN QoS を設定します。
• 無線の ACM を有効にします。
• WLAN 上で SIP コール スヌーピングを有効にします。

EDCA パラメータについて
拡張型分散チャネル アクセス（EDCA）パラメータは、音声、ビデオ、およびその他の Quality of
Service（QoS）トラフィックのために優先的な無線チャネル アクセスを提供するように設計され
ています。

音声パラメータとビデオ パラメータの設定方法
音声パラメータの設定（CLI）
はじめる前に
SIP ベースの CAC が設定されていることを確認します。
この手順を開始する前に CAC のクラス マップを作成する必要があります。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

show wlan summary

スイッチに設定されているすべての WLAN を
指定します。

例：
Device# show wlan summary
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

show wlan wlan_id

変更する WLAN を指定します。Voice over
WLAN の場合、WLAN が WMM に対して設定
されており、QoS レベルが Platinum に設定さ
れていることを確認します。

例：
Device# show wlan 25

ステップ 3

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 4

policy-map policy-map name
例：
Device(config)# policy-map
test_2000
Device(config-pmap)#

ポリシー マップ コンフィギュレーション モー
ドを開始します。
1 つ以上のインターフェイスに対応付けること
ができるポリシーマップを作成または修正し、
サービス ポリシーを指定します。
WLAN では、これらのコマンドを有効にする
には、service-policy を設定する必要がありま
す。

ステップ 5

class {class-name | class-default}
例：
Device(config-pmap)# class
test_1000
Device(config-pmap-c)#

ポリシー クラス マップ コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。ポリシーを作成また
は変更するクラスの名前を指定します。
ポリシーを作成または変更するクラスの名前
を指定します。
未分類のパケットのシステム デフォルト クラ
スも作成できます。

ステップ 6

admitcacwmm-tspec

（任意）ポリシー マップのコール アドミッ
ション制御（CAC）の要求を許可します。

例：
Device(config-pmap-c)# admit cac
wmm-tspec
Device(config-pmap-c)#

ステップ 7

service-policy policy-map name

QoS サービス ポリシーを設定します。

例：
Device(config-pmap-c)#
service-policy test_2000
Device(config-pmap-c)#

ステップ 8

end
例：

特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z
キーを押しても、グローバルコンフィギュレー
ション モードを終了できます。

Device(config)# end
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コマンドまたはアクション
ステップ 9

目的

wlan wlan_profile_name wlan_ID
ビデオパラメータの変更前に、WMMがイネー
SSID_network_namewlan shutdown ブルになっている WLAN をすべてディセーブ
ルにします。
例：
Device(config)# wlan wlan1
Device(config-wlan)# wlan
shutdown

ステップ 10

wlan wlan_profile_name wlan_ID
SSID_network_name

音声パラメータの変更前に、WMM がイネー
ブルになっている WLAN をすべてディセーブ
ルにします。

例：
Device(config)# wlan wlan1
Device(config-wlan)# wlan
shutdown

ステップ 11

wlan wlan_namecall-snoop

特定の WLAN のコール スヌーピングをイネー
ブルにします。

例：
Device(config)# wlan wlan1
call-snoop

ステップ 12

wlan wlan_nameservice-policy input 特定の WLAN の入力 SSID ポリシーを音声に
input_policy_name
設定します。
例：
Device(config)# wlan wlan1
Device(config-wlan)#
service-policy input platinum-up

ステップ 13

wlan wlan_nameservice-policy output 特定の WLAN の出力 SSID ポリシーを音声に
ouput_policy_name
設定します。
例：
Device(config)# wlan wlan1
Device(config-wlan)#
service-policy output platinum

ステップ 14

wlan wlan_nameservice-policy input 特定の WLAN の入力 SSID ポリシーをユーザ
ingress_policy_name
定義ポリシーとして設定します。
例：
Device(config)# wlan wlan1
Device(config-wlan)#
service-policy input policy1

ステップ 15

wlan wlan_nameservice-policy output 特定の WLAN の出力 SSID ポリシーをユーザ
egress_policy_name
定義ポリシーとして設定します。
例：
Device(config)# wlan wlan1
Device(config-wlan)#
service-policy output policy2
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ステップ 16

コマンドまたはアクション

目的

ap dot11 {5ghz | 24ghz} shutdown

無線ネットワークをディセーブルにします。
Device(config)# ap dot11 5ghz shutdown

例：

ステップ 17

ap dot11 {5ghz | 24ghz} cac voice sip 802.11a または 802.11b/g ネットワークについ
て、SIP IOSd CAC をイネーブルまたはディ
例：
セーブルにします。
Device(config)# ap dot11 5ghz cac
voice sip

ステップ 18

ap dot11 {5ghz | 24ghz} cac voice acm 802.11a または 802.11b/g ネットワークについ
て、帯域幅ベースの音声 CAC をイネーブルま
例：
たはディセーブルにします。
Device(config)# ap dot11 5ghz cac
voice acm

ステップ 19

ap dot11 {5ghz | 24ghz} cac voice
max-bandwidth 帯域幅
例：
Device(config)# ap dot11 5ghz cac
voice max-bandwidth 85

ステップ 20

ap dot11 {5ghz | 24ghz} cac voice
roam-bandwidth 帯域幅
例：
Device(config)# ap dot11 5ghz cac
voice roam-bandwidth 10

ステップ 21

no wlan shutdown

802.11a または 802.11b/g ネットワーク上で音
声アプリケーション用にクライアントに割り
当てられている最大帯域幅の割合を設定しま
す。
帯域幅の範囲は 5 ～ 85 % で、デフォルト値は
75%です。クライアントが指定値に達すると、
このネットワーク上での新しいビデオはアク
セス ポイントで拒否されます。
割り当てられた最大帯域幅のうち、ローミン
グする音声クライアント用に予約する割合を
設定します。
帯域幅の範囲は 0 ～ 25% で、デフォルト値は
6% です。スイッチは、割り当てられた最大帯
域幅のうち、この割合の帯域幅をローミング
する音声クライアント用に予約します。
WMM がイネーブルになっているすべての
WLAN を再度イネーブルにします。

例：
Device(config-wlan)# no wlan
shutdown

ステップ 22

no ap dot11 {5ghz | 24ghz} shutdown 無線ネットワークを再度イネーブルにします。
例：
Device(config)# no ap dot11 5ghz
shutdown
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ステップ 23

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z
キーを押しても、グローバルコンフィギュレー
ション モードを終了できます。

例：
Device(config)# end

ビデオ パラメータの設定（CLI）
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

show wlan summary

スイッチに設定されているすべての WLAN を指
定します。

例：
Device# show wlan summary

ステップ 2

show wlan wlan_id

変更する WLAN を指定します。

例：
Device# show wlan 25

ステップ 3

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 4

policy-map policy-map name
例：
Device(config)# policy-map
test_2000
Device(config-pmap)#

ポリシー マップ コンフィギュレーション モー
ドを開始します。
1 つ以上のインターフェイスに対応付けること
ができるポリシー マップを作成または修正し、
サービス ポリシーを指定します。
WLAN では、これらのコマンドを有効にするに
は、service-policy を設定する必要があります。

ステップ 5

class {class-name | class-default}
例：
Device(config-pmap)# class
test_1000
Device(config-pmap-c)#

ポリシー クラス マップ コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。ポリシーを作成または
変更するクラスの名前を指定します。
ポリシーを作成または変更するクラスの名前を
指定します。
未分類のパケットのシステム デフォルト クラス
も作成できます。
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

admitcacwmm-tspec

（任意）ポリシー マップのコール アドミッショ
ン制御（CAC）の要求を許可します。

例：
Device(config-pmap-c)# admit
cac wmm-tspec
Device(config-pmap-c)#

ステップ 7

service-policy policy-map name

QoS サービス ポリシーを設定します。

例：
Device(config-pmap-c)#
service-policy test_2000
Device(config-pmap-c)#

ステップ 8

end
例：

特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z
キーを押しても、グローバル コンフィギュレー
ション モードを終了できます。

Device(config)# end

ステップ 9

wlanwlan_profile_name
例：

ビデオ パラメータの変更前に、WMM がイネー
ブルになっている WLAN をすべてディセーブル
にします。

Device(config)# wlan wlan1
Device(config-wlan)# wlan
shutdown

ステップ 10

ap dot11 {5ghz | 24ghz} shutdown 無線ネットワークをディセーブルにします。
例：
Device(config)# ap dot11 5ghz
shutdown

ステップ 11

ap dot11 {5ghz | 24ghz} cac video
acm

802.11a または 802.11b/g ネットワークについて、
帯域幅ベースのビデオ CAC をイネーブルまた
はディセーブルにします。

例：
Device(config)# ap dot11 5ghz
cac video acm

ステップ 12

ap dot11 {5ghz | 24ghz} cac video
load-based
例：

負荷ベース CAC の方式を設定します。
このコマンドを入力しない場合は、デフォルト
のスタティック CAC が適用されます。

Device(config)# ap dot11 5ghz
cac video load-based

ステップ 13

ap dot11 {5ghz | 24ghz} cac video
max-bandwidth 帯域幅
例：
Device(config)# ap dot11 5ghz
cac video max-bandwidth 20

802.11a または 802.11b/g ネットワーク上でビデ
オ アプリケーション用にクライアントに割り当
てられている最大帯域幅の割合を設定します。
帯域幅の範囲は 5 ～ 85 % で、デフォルト値は
75% です。デフォルト値は 0 で、帯域幅の要求
は制御されません。音声帯域幅とビデオ帯域幅
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コマンドまたはアクション

目的
の合計が、85% または設定した最大メディア帯
域幅を超えないようにする必要があります。

ステップ 14

ap dot11 {5ghz | 24ghz} cac video
roam-bandwidth 帯域幅
例：
Device(config)# ap dot11 5ghz
cac video roam-bandwidth 9

ステップ 15

no wlan shutdown wlan_id

割り当てられた最大帯域幅のうち、ローミング
するビデオ クライアント用に予約する割合を設
定します。
bandwidth の範囲は 0 ～ 25% で、デフォルト値
は 0% です。
WMM がイネーブルになっているすべての
WLAN を再度イネーブルにします。

例：
Device(config-wlan)# no wlan
shutdown 25

ステップ 16

no ap dot11 {5ghz | 24ghz}
shutdown

無線ネットワークを再度イネーブルにします。

例：
Device(config)# no ap dot11
5ghz shutdown

ステップ 17

end
例：

特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z
キーを押しても、グローバル コンフィギュレー
ション モードを終了できます。

Device(config)# end

SIP ベースの CAC の設定（CLI）
SIP CAC は、実行できる SIP 呼び出しの総数を制御します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

wlan wlan-name

WLAN コンフィギュレーション サブモード
を開始します。

例：
Device(config)# wlan qos-wlan
Device(config-wlan)#
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

call-snoop

特定の WLAN のコール スヌーピング機能を
イネーブルにします。

例：
Device(config-wlan)# call-snoop

ステップ 4

service-policy [client] input
policy-map name
例：

WLAN 入力トラフィックにポリシー マップ
を割り当てます。入力トラフィックの音声に
QoS ポリシーを指定していることを確認しま
す。

Device(config-wlan)#
service-policy input platinum-up

ステップ 5

service-policy [client] output
policy-map name
例：

WLAN 出力トラフィックにポリシー マップ
を割り当てます。出力トラフィックに音声に
QoS ポリシーを指定していることを確認しま
す。

Device(config-wlan)#
service-policy output platinum

ステップ 6

end
例：

特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z
キーを押しても、グローバル コンフィギュ
レーション モードを終了できます。

Device(config)# end

ステップ 7

show wlan {wlan-id | wlan-name}

WLAN の設定済みの QoS ポリシーを検証し
ます。

例：
Device# show wlan qos-wlan

ステップ 8

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 9

ap dot11 {5ghz | 24ghz} cac {voice | 無線の静的 ACM をイネーブルにします。
video} acm
SIP スヌーピングをイネーブルにする場合、
静的 CAC ではなく、負荷ベースの CAC を使
例：
用します。
Device(config)# ap dot11 5ghz
cac voice acm

ステップ 10

ap dot11 {5ghz | 24ghz} cac voice sip SIP-Based CAC を設定します。
例：
Device(config)# ap dot11 5ghz
cac voice sip

ステップ 11

end
例：

特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z
キーを押しても、グローバル コンフィギュ
レーション モードを終了できます。

Device(config)# end
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優先コール番号の設定（CLI）
はじめる前に
優先コール番号を設定する前に、次のパラメータを設定する必要があります。
• WLAN QoS を音声に設定します。
• 無線の ACM を有効にします。
• WLAN 上で SIP コール スヌーピングを有効にします。
• SIP ベース CAC をイネーブルにします。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバルコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

wlan wlan-name qos platinum

特定の WLAN の QoS を音声に設定しま
す。

例：
Device(config)# wlan wlan1
Device(config-wlan)# qos platinum

ステップ 3

ap dot11 {5ghz | 24ghz} cac {voice | video} 無線の静的 ACM をイネーブルにしま
acm
す。
例：
Device(config)# ap dot11 5ghz cac
voice acm

ステップ 4

wlan wlan-name

SIP スヌーピングをイネーブルにする場
合、静的 CAC ではなく、負荷ベースの
CAC を使用します。
特定の WLAN のコール スヌーピング機
能をイネーブルにします。

例：
Device(config)# wlan wlan1
Device(config-wlan)# call-snoop

ステップ 5

wireless sip preferred-call-no call_index 新しい優先コールを追加します。
call_number
例：
Device(config)# wireless sip
preferred-call-no 1 555333

ステップ 6

no wireless sip preferred-call-no
call_index

優先コールを削除します。
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コマンドまたはアクション

目的

例：
Device(config)# no wireless sip
preferred-call-no 1

ステップ 7

特権 EXEC モードに戻ります。また、
Ctrl+Z キーを押しても、グローバル コン
フィギュレーション モードを終了できま
す。

end
例：
Device(config)# end

EDCA パラメータの設定（CLI）
手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1 configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2 ap dot11 {5ghz | 24ghz }
shutdown

無線ネットワークをディセーブルにします。

例：
Device(config)# ap dot11
5ghz shutdown

ステップ 3 ap dot11 {5ghz | 24ghz}
edca-parameters
{custom-voice | fastlane |
optimized-video-voice |
optimized-voice | svp-voice |
wmm-default}
例：
Device(config)# ap dot11
5ghz edca-parameters
optimized-voice

802.11a または 802.11b/g ネットワークに対する特定の
EDCA パラメータをイネーブルにします。
• [custom-voice]：802.11a または 802.11b/g ネットワー
ク用のカスタム音声パラメータをイネーブルにし
ます。
• fastlane：802.11a または 802.11b/g ネットワークに
対する fastlane パラメータをイネーブルにします。
• [optimized-video-voice]：802.11a または 802.11b/g
ネットワークに対する EDCA 音声およびビデオ最
適化パラメータをイネーブルにします。ネットワー
ク上で音声サービスとビデオ サービスを両方とも
展開する場合に、このオプションを選択します。
• [optimized-voice]：SpectraLink 以外の音声用に最適
化された 802.11a または 802.11b/g ネットワークに
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コマンドまたはアクション 目的
対するプロファイル パラメータをイネーブルにし
ます。ネットワーク上で SpectraLink 以外の音声サー
ビスを展開する場合に、このオプションを選択し
ます。
• [svp-voice]：802.11a または 802.11b/g ネットワーク
に対する SpectraLink 音声優先パラメータをイネー
ブルにします。コールの品質を向上させるために
ネットワーク上で SpectraLink の電話を展開する場
合に、このオプションを選択します。
• [wmm-default]：802.11a または 802.11b/g ネットワー
クに対する Wi-Fi Multimedia（WMM）デフォルト
パラメータをイネーブルにします。これがデフォ
ルトのオプションです。音声サービスまたはビデ
オ サービスがネットワーク上に展開されていない
場合に、このオプションを選択します。
ステップ 4 show ap dot11 {5ghz | 24ghz} 音声用の MAC 最適化の現在のステータスを表示しま
network
す。
例：
Device(config)# show ap
dot11 5ghz network

ステップ 5 no ap dot11 {5ghz | 24ghz}
shutdown

無線ネットワークを再度イネーブルにします。

例：
Device(config)# no ap dot11
5ghz shutdown

ステップ 6 end
例：

特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z キーを押し
ても、グローバル コンフィギュレーション モードを終
了できます。

Device(config)# end
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EDCA パラメータの設定（GUI）
手順
ステップ 1

[Configuration] > [Wireless] > [802.11a/n/ac] > [Network] の順に選択するか、[Configuration] > [Wireless]
> [802.11b/g/n] > [Network] を選択して、[EDCA Parameters] ページを開きます。

ステップ 2

[EDCA Profile] ドロップダウン リストで、次のいずれかのオプションを選択します。
• wmm-default：Wi-Fi Multimedia（WMM）のデフォルト パラメータを有効にします。これは
デフォルト値です。音声サービスまたはビデオ サービスがネットワーク上に展開されていな
い場合に、このオプションを選択します。
• svp-voice：SpectraLink 音声優先パラメータを有効にします。コールの品質を向上させるため
にネットワーク上で SpectraLink の電話を展開する場合に、このオプションを選択します。
• optimized-voice：音声用に最適化された EDCA プロファイル パラメータを有効にします。
ネットワーク上で SpectraLink 以外の音声サービスを展開する場合に、このオプションを選択
します。
• optimized-video-voice：音声とビデオ用に最適化された EDCA プロファイル パラメータを有
効にします。ネットワーク上で音声サービスとビデオ サービスを両方とも展開する場合に、
このオプションを選択します。
• custom-voice：802.11a 用のカスタム音声 EDCA パラメータを有効にします。このオプション
の EDCA パラメータは、このプロファイルが適用された場合、6.0 WMM EDCA パラメータ
とも一致します。
（注）

ビデオ サービスを展開する場合は、アドミッション制御（Admission Control
Managment（ACM））を無効にする必要があります。

ステップ 3

音声用の MAC の最適化を有効にする場合は、[Enable Low Latency MAC] チェックボックスをオン
にします。有効にしない場合は、このチェックボックスをオフのままにします（デフォルト値）。
この機能は、音声性能を向上させるために、パケットの再送信を制御するとともに、Lightweight
アクセス ポイント上の音声パケットを適切にエージング アウトさせるというものです。その結
果、アクセス ポイントあたりの処理可能な音声コール数が増加します。
（注）
低遅延 MAC を有効にすることはお勧めしません。WLAN で WMM クライアントが許可
されている場合のみ、低遅延 MAC を有効にする必要があります。WMM が有効になっ
ている場合は、低遅延 MAC を任意の EDCA プロファイルと共に使用できます。

ステップ 4

[Apply] をクリックして、変更を確定します。

ステップ 5

無線ネットワークを再度有効にするには、[802.11a/n] または [802.11b/g/n] の下の [Network] を選択
し、[802.11a/n/ac (or 802.11b/g/n) Network Status] チェックボックスをオンにして、[Apply] をクリッ
クします。

ステップ 6

[Save Configuration] をクリックします。
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音声およびビデオ パラメータのモニタリング
このセクションでは、音声およびビデオ パラメータに関する新しいコマンドについて説明しま
す。
次のコマンドは、音声およびビデオ パラメータをモニタするために使用できます。
表 179：音声およびビデオ パラメータ コマンド

コマンド

目的

show ap dot11 {5ghz | 24ghz} network

無線ベースの音声統計情報を表示します。

show ap name ap_namedot11 24ghz tsm all

TSM の音質メトリックと、音声用の MAC 最適
化の現在のステータスを表示します。

show ap name apnamecac voice

特定アクセス ポイントの CAC に関する情報を
表示します。

show client detail client_mac

特定のクライアントの U-APSD 状態を表示しま
す。

show policy-map interface wireless client

ビデオ クライアント ポリシーの詳細を表示し
ます。

show access-list

スイッチ由来のビデオ クライアント ダイナミッ
ク アクセス リストを表示します。

show wireless client voice diag status

音声診断がイネーブルになっているかディセー
ブルになっているかについて表示します。イ
ネーブルになっている場合は、ウォッチ リスト
内のクライアントに関する情報とボイスコール
診断の残り時間も表示します。
（注）

音声診断 CLI で機能するためには、
次のコマンドを入力する必要があり
ます。debug voice-diagnostic mac-addr
client_mac_01 client_mac_02

show wireless client voice diag tspec

音声診断が有効になっているクライアントから
送信された TSPEC 情報が表示されます。

show wireless client voice diag qos-map

QoS/DSCP マッピングに関する情報と 4 つの
キュー（VO、VI、BE、BK）それぞれのパケッ
ト統計が表示されます。各種 DSCP 値も表示さ
れます。
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show wireless client voice diag rssi

音声診断が有効になっている場合、クライアン
トの過去 5 秒間の RSSI 値が表示されます。

show client voice-diag roam-history

過去 3 回のローミング コールに関する情報が表
示されます。出力には、タイムスタンプ、ロー
ミングに関連したアクセス ポイント、および
ローミングの理由が含まれ、ローミングに失敗
した場合にはその理由も含まれます。

show policy-map interface wireless mac
mac-address

音声およびビデオ データのパケット統計情報を
表示します。

show wireless media-stream client summary

メディア ストリームおよびビデオ クライアン
ト情報のサマリーを表示します。

show controllers d0 | b queue

アクセス ポイントにおいて、パケットが通過す
るキューを表示します。

show platform qos queue stats interface

スイッチからのパケットが通過するキューを表
示します。

次のコマンドを使用してビデオ パラメータをモニタできます。
表 180：ビデオ パラメータ モニタリング コマンド

コマンド

目的

show ap join stats summary ap_mac

特定のアクセス ポイントにおける、最後の接続
エラーの詳細を表示します。

show ip igmp snooping wireless mgid

TSM の音質メトリックと、音声用の MAC 最適
化の現在のステータスを表示します。

show wireless media-stream multicast-direct state メディア ストリーム マルチキャストダイレク
ト パラメータを表示します。
show wireless media-stream group summary

メディア ストリームとクライアント情報のサマ
リーを表示します。

show wireless media-stream group detail
group_name

特定のメディアストリーム グループの詳細を表
示します。

show wireless media-stream client summary

メディア ストリーム クライアント セットの詳
細を表示します。
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show wireless media-stream client detail
group_name

メディア ストリーム クライアント セットの詳
細を表示します。

show ap dot11 {5ghz | 24ghz) media-stream rrc

メディア ストリームの詳細を表示します。

show wireless media-stream message details

メッセージ設定に関する情報を表示します。

show ap name ap-nameauto-rf dot11 5ghz | i Util

チャネル使用率の詳細を表示します。

show controllers d0 | b queue

2.4 GHz、5 GHz 帯域ベースのアクセス ポイン
トにおいて、パケットがどのキューを通過して
いるかを表示します。

show controllers d1 | b queue

2.4 GHz、5 GHz 帯域ベースのアクセス ポイン
トにおいて、パケットがどのキューを通過して
いるかを表示します。

show cont d1 | b Media

帯域 A または B のビデオ メトリックの詳細を
表示します。

show capwap mcast mgid all

アクセス ポイントに関連付けられたすべてのマ
ルチキャスト グループとそれらに対応するマル
チキャスト グループ ID（MGIDs）に関する情
報を表示します。

show capwap mcast mgid id id

特定の MGID のマルチキャスト グループに属
するすべてのビデオ クライアントに関する情報
を表示します。

音声およびビデオ パラメータの設定例
例：音声およびビデオの設定
音声およびビデオ用の出力 SSID ポリシーの設定
次に、音声およびビデオ用の出力 SSID ポリシー を作成して設定する例を示します。
table-map egress_ssid_tb
map from 24 to 24
map from 34 to 34
map from 46 to 46
default copy
class-map match-any voice
match dscp ef
class-map match-any video
match dscp af41
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policy-map ssid-cac
class class-default
shape average 25000000
set dscp dscp table egress_ssid_tb
queue-buffers ratio 0
service-policy ssid-child-cac
policy-map ssid-child-cac
class voice
priority level 1
police 5000000
conform-action transmit
exceed-action drop
admit cac wmm-tspec
rate 1000
wlan-up 6 7
class video
priority level 2
police 10000000
conform-action transmit
exceed-action drop
admit cac wmm-tspec
rate 3000
wlan-up 4 5

音声およびビデオ用の入力 SSID ポリシーの設定
次に、音声およびビデオ用の入力 SSID ポリシー を作成して設定する例を示します。
table-map up_to_dscp
map from 0 to 0
map from 1 to 8
map from 2 to 8
map from 3 to 0
map from 4 to 34
map from 5 to 34
map from 6 to 46
map from 7 to 48
default copy
policy-map ingress_ssid
class class-default
set dscp wlan user-priority table up_to_dscp

音声およびビデオ用の出力ポート ポリシーの設定
次に、音声およびビデオ用の出力ポート ポリシー を作成して設定する例を示します。
policy-map port_child_policy
class non-client-nrt-class
bandwidth remaining ratio 10
class voice
priority level 1
police rate 3000000
class video
priority level 2
police rate 4000000

WLAN の音声とビデオに関する入出力 SSID ポリシーの適用
次に、WLAN の音声とビデオに関する入出力 SSID ポリシーを適用する例を示します。
wlan voice_video 1 voice_video
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service-policy input ingress_ssid
service-policy output ssid-cac

音声およびビデオ パラメータに関する追加情報
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

マルチキャストの設定

Multicast Configuration Guide, Cisco IOS XE Release
3SE (Cisco WLC 5700 Series)

VideoStream 設定

VideoStream Configuration Guide, Cisco IOS XE
Release 3SE (Cisco WLC 5700 Series)

標準および RFC
標準/RFC

Title

なし

—

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs
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シスコのテクニカル サポート
説明

Link

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

音声およびビデオ パラメータ設定の機能履歴と情報
リリース

機能情報

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
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RFID タグ追跡の設定
• 機能情報の確認, 2327 ページ
• RFID タグ追跡の設定について, 2327 ページ
• RFID タグ トラッキングの設定方法, 2328 ページ
• RFID タグ トラッキング情報のモニタリング, 2329 ページ
• RFID タグ トラッキングに関する追加情報, 2329 ページ
• RFID タグ トラッキング設定の機能履歴と情報, 2330 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。 最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソ
フトウェア リリースに対応したリリース ノートを参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。

RFID タグ追跡の設定について
Deviceでは、Radio-Frequency Identification（RFID）タグ トラッキングを設定できます。RFID タグ
は、資産の位置をリアルタイムで追跡するために取り付けられる、小型の無線装置です。タグは、
その位置を専用の 802.11 パケットを使用してアドバタイズします。このパケットは、アクセス ポ
イント、コントローラ、およびロケーション アプライアンスで処理されます。
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RFID タグ トラッキングの設定方法
RFID タグ追跡の設定（CLI）
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

location rfid status

RFID タグ追跡をイネーブルにします。

例：

デフォルトでは、RFID タグ トラッキングはイネーブ
ルになっています。

Device(config)# location
rfid status

ステップ 2

（任意） no location rfid
status

RFID タグ トラッキングをディセーブルにします。

例：
Device(config)# no location
rfid status

ステップ 3

location rfid timeout seconds
例：
Device(config)# location
rfid timeout 1500

ステップ 4

location rfid mobility
vendor-name name
例：
Device(config)# location
rfid mobility vendor-name
Aerosct

ステップ 5

（オプション）no location
rfid mobility name
例：
Device(config)# no location
rfid mobility test

静的なタイムアウト値（60 ～ 7200 秒）を指定します。
静的なタイムアウト値は、タグを失効させずにスイッ
チが保持する期間です。たとえば、タグが 30 秒ごと
にビーコンするよう設定されている場合は、タイムア
ウト値を 90 秒（ビーコン値の約 3 倍）に設定するこ
とをお勧めします。デフォルト値は 1200 秒です。
特定のタグについて RFID タグ モビリティをイネーブ
ルにします。location rfid mobility vendor-name コマン
ドを入力すると、タグが設定を選択および/またはダウ
ンロードしようとするとき、クライアント モードの
DHCP アドレスを取得できません。
（注）
これらのコマンドは Pango タグに対してのみ
使用できます。したがって、vendor_name
に指定できる値は、すべて小文字の「pango」
のみとなります。
特定のタグについて RFID タグ モビリティをディセー
ブルにします。no location rfid mobility コマンドを入
力すると、タグは DHCP アドレスを取得できます。タ
グがあるサブネットから別のサブネットへ移動する
と、タグは、アンカー状態を維持するのではなく、新
しいアドレスを取得します。
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RFID タグ トラッキング情報のモニタリング
このセクションでは、RFID タグ トラッキング情報に関する新しいコマンドについて説明します。
次のコマンドはスイッチの RFID タグ トラッキング情報をモニタするために使用できます。
表 181：RFID タグ トラッキング情報モニタリング コマンド

コマンド

目的

show location rfid config

RFID タグ トラッキングの現在の設定を表示し
ます。

show location rfid detail mac_address

特定の RFID タグの詳細情報を表示します。

show location rfid summary

現在スイッチ に接続されているすべての RFID
タグのリストを表示します。

show location rfid client

クライアントとしてスイッチ に関連付けられて
いる RFID タグのリストを表示します。

RFID タグ トラッキングに関する追加情報
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

システム管理コマンド

『System Management Command Reference, Cisco
IOS XE Release 3SE (Cisco WLC 5700 Series)』

標準および RFC
標準/RFC

Title

なし

—
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MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

シスコのテクニカル サポート
説明

Link

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

RFID タグ トラッキング設定の機能履歴と情報
リリース

機能情報

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
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ロケーションの設定
• 機能情報の確認, 2331 ページ
• ロケーションの設定に関する情報, 2331 ページ
• ロケーションの設定方法, 2332 ページ
• ロケーション設定および NMSP 設定のモニタリング, 2336 ページ
• 例：ロケーションの設定, 2337 ページ
• 例：NMSP の設定, 2337 ページ
• ロケーション設定に関する追加情報, 2338 ページ
• ロケーション設定の機能履歴と情報, 2339 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。 最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソ
フトウェア リリースに対応したリリース ノートを参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。

ロケーションの設定に関する情報
スイッチは、対象クライアントデバイス周辺のアクセス ポイントから受信信号強度表示（RSSI）
測定値を収集し、このクライアントのロケーションを特定します。スイッチは、最大16台のアク
セス ポイントから、クライアント、RFID タグ、および不正なアクセス ポイントのロケーション
レポートを取得できます。
通常のクライアントまたは調整クライアントのパス損失測定（S60）要求を設定すると、ロケー
ションの精度を向上させることができます。
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ロケーションの設定方法
ロケーションの設定（CLI）
手順
コマンドまたはアクション 目的
ステッ
プ1

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステッ
プ2

location plm {calibrating
調整または非調整クライアントのパス損失測定（S60）要
[multiband | uniband] | client 求を設定します。
burst_interval
パス損失測定要求で、位置精度が向上します。標準の非
調整クライアントに対して、0 ～ 3600 秒の範囲で
例：
Device(config)# location burst_interval パラメータを設定できます。デフォルト値
plm client 100
は 60 秒です。
関連付けされた 802.11a または 802.11b/g 無線、関連付け
された 802.11a/b/g 無線の調整クライアントにパス損失測
定要求を設定できます。
クライアントからプローブが送信される頻度が低い場合
や、少数のチャネルに対してしか送信されない場合は、
クライアントのロケーションが更新不可能になるか、精
度が低下します。location plm コマンドを実行すると、ク
ライアントは強制的に、すべてのチャネルに対してパケッ
トを送信するようになります。CCXv4 以上のクライアン
トがアソシエートすると、Deviceはそのクライアントに
パス損失測定要求を送信します。これは、アクセス ポイ
ントが使用している帯域とチャネル（2.4 GHz のみのアク
セス ポイントの場合は一般にチャネル 1、6、および 11）
で無期限に送信するようクライアントに指示するもので
す。送信する間隔は設定可能です（たとえば 60 秒）。

ステッ
プ3

location rssi-half-life
{calibrating-client | client |
rogue-aps | tags } seconds
例：
Device(config)# location
rssi-half-life
calibrating-client 60

クライアント、調整クライアント、RFID タグ、不正アク
セス ポイントの RSSI 半減期を設定します。
クライアント、調整クライアント、RFID タグ、不正アク
セス ポイントの location rssi-half-life パラメータ値を入力
できます。指定可能な値は、0、1、2、5、10、20、30、
60、90、120、180、または 300 秒です。デフォルト値は
0 秒です。
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コマンドまたはアクション 目的
クライアント デバイスの中には、チャネル変更直後は送
信電力を下げるものがあるのと、RF は変動しやすいこと
から、RSSI の値がパケットごとに大きく異なることもあ
ります。location rssi-half-life コマンドを実行すると、精
度を向上させるために、均一でない状態で受信したデー
タを平均化するための半減期（ハーフ ライフ）を設定す
ることができます。
（注）

ステッ
プ4

location expiry
{calibrating-client | client |
rogue-aps | tags } timeout
例：
Device(config)# location
expiry calibrating-client
50

location rssi-half-life コマンドを使用したり、変
更したりしないことをお勧めします。

クライアント、調整クライアント、RFID タグ、不正アク
セス ポイントの RSSI タイムアウト値を設定します。
クライアント、RFID タグ、不正アクセス ポイントの RSSI
タイムアウト値を入力できます。範囲は 5 ～ 3600 秒で、
デフォルト値は 5 秒です。
調整クライアントには 0 ～ 3600 秒の範囲で RSSI タイム
アウト値を入力でき、デフォルト値は 5 秒です。
ロケーションを正確に特定するには、CPU が保持する
RSSI が最近のものであることと、その値が大きいことが
必要です。location expiry コマンドを使用すると、古い
RSSI 平均が失効するまでの時間を指定できます。
（注）

ステッ
プ5

location algorithm
{rssi-average | simple}
例：
Device(config)# location
algorithm rssi-average

RSSI および信号対雑音比（SNR）値の平均の算出に使用
されるアルゴリズムを設定します。
location algorithm rssi-average コマンドを入力すること
で、より正確な、しかしより CPU オーバーヘッドの高い
アルゴリズムを指定できます。または、location algorithm
simple コマンドを入力することで、高速で CPU のオー
バーヘッドが低い、しかし精度に欠けるアルゴリズムを
指定することもできます。
（注）

ステッ
プ6

location admin-tag string

location expiry コマンドを使用したり、変更し
たりしないことをお勧めします。

location algorithm コマンドは、使用したり、変
更したりしないことをお勧めします。

クライアントデバイスの場所の管理タグまたはサイト情
報を設定します。

例：
Device(config)# location
admin-tag

ステッ
プ7

location civic-location
identifier {identifier | host}

都市ロケーション情報を指定します。
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コマンドまたはアクション 目的
例：

文字列またはホストとして都市ロケーション識別子を設
定できます。

Device(config)# location
civic-location identifier
host

ステッ
プ8

location custom-location
identifier {identifier | host}
例：

カスタム ロケーション情報を指定します。
文字列またはホストとしてカスタム ロケーション識別子
を設定できます。

Device(config)# location
custom-location identifier
host

ステッ
プ9

location geo-location
identifier {identifier | host}

クライアントデバイスの地理的なロケーション情報を指
定します。

例：

文字列またはホストとしてロケーション識別子を設定で
きます。

Device(config)# location
geo-location identifier
host

ステッ
プ 10

location prefer {cdp |
lldp-med | static} weight
priority_value
例：

ロケーション情報のソースのプライオリティを設定しま
す。
優先順位のウェイトは、0 から 255 の範囲で入力できま
す。

Device(config)# location
prefer weight cdp 50

ステッ
プ 11

location rfid {status | timeout RFID タグ ステータス、RFID タイムアウト値、RFID タ
| vendor-name}
グ ベンダー名などの RFID タグ トラッキング オプション
を設定します。
例：
Device(config)# location
rfid timeout 100

ステッ
プ 12

end
例：

60 ～ 7200 秒の範囲で RFID タイムアウト値を入力できま
す。
特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z キーを押し
ても、グローバル コンフィギュレーション モードを終了
できます。

Device(config)# end

クライアント、RFID タグ、および不正デバイスの NMSP 通知間隔の変更（CLI）
ネットワーク モビリティ サービス プロトコル（NMSP）によって、Mobility Services Engine とコ
ントローラの間の発信/着信トラフィックに関する通信の管理が行われます。高い頻度でのロケー
ション更新を必要とするアプリケーションがある場合は、クライアント、アクティブな RFID タ
グ、および不正なアクセス ポイント/クライアントの NMSP 通知間隔を 1 ～ 180 秒の範囲内で変
更できます。
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（注）

コントローラと Mobility Services Engine との通信には、TCP ポート 16113 が使用されます。コ
ントローラと Mobility Services Engine の間にファイアウォールがある場合は、NMSP を機能さ
せるにはこのポートが開いている（ブロックされていない）ことが必要です。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

nmsp notification interval {attachment クライアント、RFID タグ、不正クライアン
seconds | location seconds | rssi [clients ト、不正アクセス ポイントの NMSP 通知間
interval | rfid interval | rogues [ap |
隔を設定します。
client ] interval]}
1 ～ 180 秒の範囲で RSSI 測定値の NMSP 通
知間隔の値を入力できます。
例：
Device(config)# nmsp notification
interval rssi rfid 50

ステップ 3

end
例：

特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z
キーを押しても、グローバル コンフィギュ
レーション モードを終了できます。

Device(config)# end

クライアント、RFID タグ、および不正デバイスの NMSP 通知しきい値の変更（CLI）
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

location notify-threshold {clients | クライアント、RFID タグ、不正なクライアン
rogues ap | tags } threshold
ト、不正なアクセス ポイントの NMSP 通知し
きい値を設定します。
例：
Device(config)# location
notify-threshold clients 5

RSSI しきい値は、0 ～ 10 db の範囲で入力でき
ます。
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z
キーを押しても、グローバル コンフィギュレー
ション モードを終了できます。

例：
Device(config)# end

ロケーション設定および NMSP 設定のモニタリング
ロケーション設定のモニタリング（CLI）
このセクションでは、ロケーション設定に関する新しいコマンドについて説明します。
次のコマンドは、スイッチ のロケーション設定のモニタリングに使用できます。
表 182：ロケーション設定モニタリング コマンド

コマンド

目的

show location summary

現在のロケーション設定値を表示します。

show location statistics rfid

ロケーション ベースの RFID 統計情報を表示し
ます。

show location detail client_mac_addr

特定のクライアントの RSSI テーブルを表示し
ます。

NMSP 設定のモニタリング（CLI）
次のコマンドがスイッチ の NMSP 設定のモニタリングに使用できます。
表 183：NMSP 設定モニタリング コマンド

コマンド

目的

show nmsp attachment suppress interfaces

アタッチメント抑制インターフェイスを表示し
ます。

show nmsp capability

NMSP 機能を表示します。

show nmsp notification interval

NMSP 通知間隔を表示します。
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例：ロケーションの設定

show nmsp statistics connection

接続固有の NMSP カウンタを表示します。

show nmsp statistics summary

一般的な NMSP カウンタを表示します。

show nmsp status

アクティブな NMSP 接続の状態を表示します。

show nmsp subscription detail

スイッチ がサブスクライブされているモビリ
ティ サービスをすべて表示します。

show nmsp subscription detail ip_addr

特定の IP アドレスにサブスクライブされたモ
ビリティ サービスについてのみ詳細を表示しま
す。

show nmsp subscription summary

スイッチ がサブスクライブされているすべての
モビリティ サービスの詳細を表示します。

例：ロケーションの設定
次に、関連付けされた 802.11a または 802.11b/g 無線の調整クライアント用パス損失測定（S60）
要求を設定する例を示します。
Device# configure terminal
Device(config)# location plm calibrating uniband
Device(config)# end
Device# show location summary

次に、不正アクセス ポイントの RSSI 半減期を設定する例を示します。
Device# configure terminal
Device(config)# location rssi-half-life rogue-aps 20
Device(config)# end
Device# show location summary

例：NMSP の設定
次に、RFID タグの NMSP 通知間隔を設定する例を示します。
Device# configure terminal
Device(config)# nmsp notification interval rssi rfid 50
Device(config)# end
Device# show nmsp notification interval

次に、クライアントの NMSP 通知しきい値を設定する例を示します。
Device# configure terminal
Device(config)# nmsp notify-threshold 5
Device(config)# end
Device# show nmsp statistics summary
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ロケーション設定に関する追加情報
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

システム管理コマンド

『System Management Command Reference, Cisco
IOS XE Release 3SE (Cisco WLC 5700 Series)』

標準および RFC
標準/RFC

Title

なし

—

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs
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ロケーション設定の機能履歴と情報

シスコのテクニカル サポート
Link

説明

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

ロケーション設定の機能履歴と情報
リリース

機能情報

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
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ロケーション設定の機能履歴と情報
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フロー制御のモニタリング
• 機能情報の確認, 2341 ページ
• フロー制御の概要, 2341 ページ
• フロー制御のモニタリング, 2342 ページ
• 例：フロー制御のモニタリング, 2342 ページ
• フロー制御のモニタリングに関する追加情報, 2343 ページ
• フロー制御のモニタリングに関する機能履歴および情報, 2344 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。 最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソ
フトウェア リリースに対応したリリース ノートを参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。

フロー制御の概要
デフォルトでは、スイッチでフロー制御がイネーブルになっています。
フロー制御は信頼できる IPC に WCM と Cisco IOS のシム レイヤを提供します。WCM のすべての
コンポーネントに専用チャネルがあります。フロー制御を利用する WCM のコンポーネントはわ
ずかです。CLI からのフロー制御の設定はありません。すべてのチャネルのフロー制御をモニタ
できます。
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フロー制御のモニタリング
このセクションでは、フロー制御の新しいコマンドについて説明します。
次のコマンドがスイッチフロー制御のモニタに使用できます。
表 184：フロー制御のモニタリング

コマンド

目的

show wireless flow-control channel -id

特定のチャネルのフロー制御に関する情報を表
示します。

show wireless flow-control channel-id statistics

特定のチャネルのフロー制御に関する統計情報
を表示します。

例：フロー制御のモニタリング
次に、チャネルに関する情報を表示する例を示します。
Device# show wireless flow-control 3
Device#
Channel Name
:
FC State
:
Remote Server State :
Pass-thru Mode
:
EnQ Disabled
:
Queue Depth
:
Max Retries
:
Min Retry Gap (mSec):

CAPWAP
Disabled
Enabled
Disabled
Disabled
2048
5
3

次に、特定チャネルのフロー制御を表示する例を示します。
Device# show wireless flow-control 3
Device#
Channel Name
# of times channel went into FC
# of times channel came out of FC
Total msg count received by the FC Infra
Pass-thru msgs send count
Pass-thru msgs fail count
# of msgs successfully queued
# of msgs for which queuing failed
# of msgs sent thru after queuing
# of msgs sent w/o queuing
# of msgs for which send failed
# of invalid EAGAINS received
Highest watermark reached
# of times Q hit max capacity
Avg time channel stays in FC (mSec)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

CAPWAP
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
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フロー制御のモニタリングに関する追加情報
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

システム管理コマンド

『System Management Command Reference Guide,
Cisco IOS XE Release 3SE (Cisco WLC 5700
Series)』

標準および RFC
標準/RFC

Title

なし

—

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

2343

フロー制御のモニタリングに関する機能履歴および情報

シスコのテクニカル サポート
説明

Link

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

フロー制御のモニタリングに関する機能履歴および情報
リリース

機能情報

Cisco IOS XE 3.3SE

この機能が導入されました。
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SDM テンプレートの設定
• 機能情報の確認, 2345 ページ
• SDM テンプレートの設定に関する情報, 2346 ページ
• SDM テンプレートの設定方法, 2348 ページ
• SDM テンプレートのモニタリングおよびメンテナンス, 2349 ページ
• SDM テンプレートの設定例, 2350 ページ
• SDM テンプレートに関する追加情報, 2351 ページ
• SDM テンプレートの設定の機能履歴と情報, 2352 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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SDM テンプレートの設定に関する情報
SDM テンプレート
SDM テンプレートを使用してシステム リソースを設定すると、特定の機能に対するサポートを
ネットワーク内でのデバイスの使用方法に応じて最適化することができます。一部の機能に最大
システム使用率を提供するようにテンプレートを選択できます。
デバイスでサポートされているテンプレートは次のとおりです。
• Advanced：Advanced テンプレートはこのリリースでサポートされているすべてのイメージで
利用できます。これは、NetFlow、マルチキャスト グループ、セキュリティ ACE、QoS ACE
などの機能のシステム リソースを最大化します。
• VLAN：VLAN テンプレートは LAN Base ライセンスでのみ使用できます。VLAN テンプレー
トは、ルーティングを無効にし、最大数のユニキャスト MAC アドレスをサポートします。
通常は、レイヤ 2 デバイス用に選択されます。
テンプレートを変更し、システムを再起動したら、show sdm prefer 特権 EXEC コマンドを使用し
て、新しいテンプレート設定を確認できます。reload 特権 EXEC コマンドを入力する前に、show
sdm prefer コマンドを入力すると、show sdm prefer コマンドにより、現在使用しているテンプ
レートおよびリロード後にアクティブになるテンプレートが表示されます。
デフォルトは Advanced テンプレートです。
表 185：テンプレートで許容される機能リソースの概算

Resource

Advanced

VLAN

Number of VLANs

4094

4094

ユニキャスト MAC アドレス

32 K

32 K

オーバーフロー ユニキャスト
MAC アドレス

512

512

IGMP グループとマルチキャス 4 K
ト ルート

4K

オーバーフロー IGMP グループ 512
およびマルチキャスト ルート

512

• 直接接続ルート

• 間接接続 IP ホスト

16 K

16 K

7K

7K
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Resource

Advanced

VLAN

ポリシーベース ルーティング
ACE

1024

0

QoS 分類 ACE

3K

3K

セキュリティの ACE

3K

3K

NetFlow ACE

1024

1024

入力マイクロフロー ポリサー
の ACE:

256 K

0

出力マイクロフロー ポリサー
の ACE：

256 K

0

FSPAN ACE

256

256

コントロール プレーン エント 512
リ：

512

入力 NetFlow フロー：

8K

8K

出力 NetFlow フロー：

16 K

16 K

（注）

スイッチがワイヤレス モビリティ エージェントとして使用される場合、許可されるテンプレー
トは Advanced テンプレートのみです。

（注）

SDM テンプレートは VLAN を作成しません。SDM テンプレートにコマンドを追加する前に、
VLAN を作成する必要があります。
表には、テンプレートが選択されたときに設定される、おおよそのハードウェア上限が示されて
います。ハードウェア リソースのある部分がいっぱいの場合は、処理のオーバーフローはすべて
CPU に送られ、スイッチのパフォーマンスに重大な影響が出ます。

SDM テンプレートとスイッチ スタック
1 つのスイッチ スタックで、すべてのスタック メンバにより、アクティブなスイッチに保存され
た同一の SDM テンプレートを使用する必要があります。新規スイッチがスタックに追加される
と、アクティブ スイッチに保存された SDM コンフィギュレーションは、個々のスイッチに設定
されているテンプレートを上書きします。
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show switch 特権 EXEC コマンドを使用すると、スタック メンバが SDM 不一致モードになってい
るかどうかを確認できます。

SDM テンプレートの設定方法
SDM テンプレートの設定
スイッチ SDM テンプレートの設定
SDM テンプレートの設定
SDM テンプレートを使用して機能動作を最適にサポートするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

sdm prefer {advanced | vlan スイッチで使用する SDM テンプレートを指定しま
}
す。キーワードの意味は次のとおりです。
例：

• advanced ：NetFlow などの高度な機能をサポー

Device(config)# sdm prefer
advanced

• vlan：ハードウェアでのルーティングをサポー

トします。
トしないスイッチでの VLAN 設定を最適化し
ます。
（注）

ステップ 4

end

no sdm prefer コマンドとデフォルト テ
ンプレートはサポートされません。

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
2348

OL-30686-01-J

SDM テンプレートのモニタリングおよびメンテナンス

ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

reload

オペレーティング システムをリロードします。

例：
Device# reload

SDM テンプレートのモニタリングおよびメンテナンス

（注）

コマンド

目的

show sdm prefer

使用中の SDM テンプレートを
表示します。

reload

スイッチをリロードして、新し
く設定した SDM テンプレート
をアクティブにします。

no sdm prefer

デフォルトの SDM テンプレー
トを設定します。

SDM テンプレートには、テンプレートの一部として定義されているコマンドのみが含まれて
います。テンプレートで定義されていない別の関連コマンドがテンプレートで有効になってい
る場合、show running config コマンドを入力すると、この他のコマンドが表示されます。たと
えば、SDM テンプレートで switchport voice vlan コマンドが有効になっている場合、（SDM
テンプレートでは定義されていませんが）spanning-tree portfast edge コマンドも有効にするこ
とができます。
SDM テンプレートが削除された場合、他の関連するコマンドも削除され、明示的に再設定す
る必要があります。
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SDM テンプレートの設定例
例：SDM テンプレートの設定
次に、VLAN テンプレートの設定方法の例を示します。

Device(config)# sdm prefer vlan
Device(config)# exit
Device# reload
Proceed with reload? [confirm]

例：SDM テンプレートの表示
次に、詳細なテンプレート情報を表示した出力例を示します。
Device# show sdm prefer
Showing SDM Template Info
This is the Advanced template.
Number of VLANs:
4094
Unicast MAC addresses:
32768
Overflow Unicast MAC addresses:
512
IGMP and Multicast groups:
8192
Overflow IGMP and Multicast groups:
512
Directly connected routes:
32768
Indirect routes:
8192
Security Access Control Entries:
3072
QoS Access Control Entries:
2816
Policy Based Routing ACEs:
1024
Netflow ACEs:
1024
Input Microflow policer ACEs:
256
Output Microflow policer ACEs:
256
Flow SPAN ACEs:
256
Tunnels:
256
Control Plane Entries:
512
Input Netflow flows:
8192
Output Netflow flows:
16384
These numbers are typical for L2 and IPv4 features.
Some features such as IPv6, use up double the entry size;
so only half as many entries can be created.

次に、VLAN テンプレート情報を表示した出力例を示します。
Device# show sdm prefer vlan
Showing SDM Template Info
This is the VLAN template for a typical Layer 2 network.
Number of VLANs:
4094
Unicast MAC addresses:
32768
Overflow Unicast MAC addresses:
512
IGMP and Multicast groups:
8192
Overflow IGMP and Multicast groups:
512
Directly connected routes:
32768
Indirect routes:
8192
Security Access Control Entries:
3072
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QoS Access Control Entries:
3072
Policy Based Routing ACEs:
0
Netflow ACEs:
1024
Input Microflow policer ACEs:
0
Output Microflow policer ACEs:
0
Flow SPAN ACEs:
256
Tunnels:
0
Control Plane Entries:
512
Input Netflow flows:
16384
Output Netflow flows:
8192
These numbers are typical for L2 and IPv4 features.
Some features such as IPv6, use up double the entry size;
so only half as many entries can be created.

SDM テンプレートに関する追加情報
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

コマンド リファレンス

System Management Command
Reference（Catalyst 3850
Switches）

VLAN Configuration Guide

VLAN Configuration Guide
（Catalyst 3850 Switches）

標準および RFC
標準/RFC

Title

なし

—

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs
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シスコのテクニカル サポート
説明

Link

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

SDM テンプレートの設定の機能履歴と情報
リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

システム メッセージ ログの設定に関する制約事項
loggingdiscriminator コマンドを設定すると、デバイスにメモリ リークまたはクラッシュが発生す
る可能性があります。通常これは、大量の syslog またはデバッグが出力されているときに発生し
ます。メモリ リークのレートは、生成されるログの数によって異なります。極端なケースでは、
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デバイスがクラッシュすることもあります。回避するには、no loggingdiscriminator コマンドを使
用して、ロギング ディスクリミネータを無効にします。

システム メッセージ ログの設定に関する情報
システム メッセージ ロギング
スイッチはデフォルトで、システム メッセージおよび debug 特権 EXEC コマンドの出力をロギン
グ プロセスに送信します。ロギング プロセスはログ メッセージを各宛先（設定に応じて、ログ
バッファ、端末回線、UNIX Syslog サーバなど）に配信する処理を制御します。ロギング プロセ
スは、コンソールにもメッセージを送信します。
ロギング プロセスがディセーブルの場合、メッセージはコンソールにのみ送信されます。メッ
セージは生成時に送信されるため、メッセージおよびデバッグ出力にはプロンプトや他のコマン
ドの出力が割り込みます。メッセージがアクティブなコンソールに表示されるのは、メッセージ
を生成したプロセスが終了してからです。
メッセージの重大度を設定して、コンソールおよび各宛先に表示されるメッセージのタイプを制
御できます。ログ メッセージにタイム スタンプを設定したり、Syslog 送信元アドレスを設定した
りして、リアルタイムのデバッグ機能および管理機能を強化できます。表示されるメッセージに
ついては、このリリースに対応するシステム メッセージ ガイドを参照してください。
ロギングされたシステム メッセージにアクセスするには、スイッチのコマンドライン インター
フェイス（CLI）を使用するか、または適切に設定された Syslog サーバにこれらのシステム メッ
セージを保存します。スイッチ ソフトウェアは、Syslog メッセージをスタンドアロン スイッチ上
の内部バッファに保存します。スタンドアロンスイッチ、ログをフラッシュメモリに保存してい
なかった場合、ログは失われます。
システム メッセージをリモートで監視するには、Syslog サーバ上でログを表示するか、あるいは
Telnet、コンソール ポート、またはイーサネット管理ポート経由でスイッチにアクセスします。

（注）

Syslog フォーマットは 4.3 Berkeley Standard Distribution（BSD）UNIX と互換性があります。

システム ログ メッセージのフォーマット
システム ログ メッセージは最大 80 文字とパーセント記号（%）、およびその前に配置されるオ
プションのシーケンス番号やタイム スタンプ情報（設定されている場合）で構成されています。
スイッチに応じて、メッセージは次のいずれかの形式で表示されます。
• seq no:timestamp: %facility-severity-MNEMONIC:description (hostname-n)
• seq no:timestamp: %facility-severity-MNEMONIC:description
パーセント記号の前にあるメッセージの部分は、次のグローバルコンフィギュレーションコマン
ドの設定によって異なります。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
2354

OL-30686-01-J

システム メッセージ ログの設定に関する情報

• service sequence-numbers
• service timestamps log datetime
• service timestamps log datetime [localtime] [msec] [show-timezone]
• service timestamps log uptime
表 186：システム ログ メッセージの要素

要素

説明

seq no:

service sequence-numbers グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドが設定されている場合
だけ、ログ メッセージにシーケンス番号をスタ
ンプします。

timestamp のフォーマット：

メッセージまたはイベントの日時です。service
timestamps log [datetime | log] グローバル コン
フィギュレーション コマンドが設定されている
場合だけ、この情報が表示されます。

mm/dd hh:mm:ss
または
hh:mm:ss（短時間）
または
d h（長時間）
facility

メッセージが参照する機能（SNMP、SYSなど）
です。

severity

メッセージの重大度を示す 0 ～ 7 の 1 桁のコー
ドです。

MNEMONIC

メッセージを一意に示すテキスト ストリングで
す。

説明

レポートされているイベントの詳細を示すテキ
スト ストリングです。

hostname-n（ホスト名 -n）

スタック メンバーのホスト名およびスタック内
のスイッチ番号。アクティブ スイッチはスタッ
ク メンバですが、そのホスト名はシステム メッ
セージの末尾に追加されません。
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デフォルトのシステム メッセージ ロギングの設定
表 187：デフォルトのシステム メッセージ ロギングの設定

機能

デフォルト設定

コンソールへのシステム メッセージ ロギング

イネーブル

コンソールの重大度

デバッグ

ログ ファイル設定

ファイル名の指定なし

ログ バッファ サイズ

4096 バイト

ログ履歴サイズ

1 メッセージ

タイム スタンプ

ディセーブル

同期ロギング

ディセーブル

ロギング サーバ

ディセーブル

Syslog サーバの IP アドレス

未設定

サーバ機能

local7

サーバの重大度

Informational

syslog メッセージの制限
snmp-server enable trap グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、SNMP ネット
ワーク管理ステーション（NMS）に送信されるように Syslog メッセージ トラップがイネーブルに
設定されている場合は、スイッチの履歴テーブルに送信および格納されるメッセージの重大度を
変更できます。また、履歴テーブルに格納されるメッセージの数を変更することもできます。
SNMP トラップは宛先への到達が保証されていないため、メッセージは履歴テーブルに格納され
ます。デフォルトでは、Syslog トラップが有効でない場合も、レベルが warning であるメッセー
ジや数値的に下位レベルのメッセージの 1 つが履歴テーブルに格納されます。
履歴テーブルがいっぱいの場合（logging history size グローバル コンフィギュレーション コマン
ドで指定した最大メッセージエントリ数が格納されている場合）は、新しいメッセージエントリ
を格納できるように、最も古いエントリがテーブルから削除されます。
履歴テーブルは、level キーワードおよび重大度を示します。SNMP を使用している場合は、重大
度の値が 1 だけ増えます。たとえば、emergencies は 0 ではなく 1 に、critical は 2 ではなく 3 にな
ります。
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Syslog トラップ メッセージのイネーブリング
Syslog トラップは、snmp-server enable traps syslog コマンドを使用してイネーブルにできます。
Syslog トラップをイネーブルにしたら、トラップ メッセージ重大度を指定する必要があります。
logging snmp-trap コマンドは、トラップ レベルを指定するために使用します。デフォルトでは、
このコマンドは重大度 0 から 4 をイネーブルにします。すべての重大度レベルをイネーブルにす
るには、logging snmp-trap 0 7 コマンドを設定します。
個々のトラップ レベルをイネーブルにするには、次のコマンドを設定します。
• logging snmp-trap emergencies：重大度 0 のトラップのみをイネーブルにします。
• logging snmp-trap alert 重大度 1 のトラップのみをイネーブルにします。
Syslog トラップと一緒に、Syslog 履歴にも適用されることに注意してください。これが設定され
ていないと、Syslog トラップは送信されません。
Syslog 履歴をイネーブルにするには、logging history informational コマンドを使用します。

システム メッセージ ログの設定方法
メッセージ表示宛先デバイスの設定
メッセージ ロギングがイネーブルの場合、コンソールだけでなく特定の場所にもメッセージを送
信できます。
このタスクはオプションです。

手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアク
ション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device# configure
terminal

ステッ
プ2

logging buffered [size]
例：
Device(config)#
logging buffered 8192

スタンドアロン スイッチ上か、または、スイッチ スタック
の場合はアクティブ スイッチ上で、ログ メッセージを内部
バッファに保存します。指定できる範囲は 4096 ～ 2147483647
バイトです。デフォルトのバッファ サイズは 4096 バイトで
す。
スタンドアロン スイッチまたはアクティブ スイッチに障害
が発生すると、ログ ファイルをフラッシュ メモリに保存し
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コマンドまたはアク
ション

目的
ていなかった場合、ログ ファイルは失われます。ステップ
4 を参照してください。
（注）

ステッ
プ3

logging ホスト

UNIX Syslog サーバ ホストにメッセージを保存します。

例：

host には、syslog サーバとして使用するホストの名前または
IP アドレスを指定します。

Device(config)#
logging 125.1.1.100

ステッ
プ4

バッファ サイズを大きすぎる値に設定しないでく
ださい。他の作業に使用するメモリが不足するこ
とがあります。スイッチ上の空きプロセッサ メモ
リを表示するには、show memory 特権 EXEC コマ
ンドを使用します。ただし、表示される値は使用
できる最大値であるため、バッファ サイズをこの
値に設定しないでください。

ログ メッセージを受信する Syslog サーバのリストを作成す
るには、このコマンドを複数回入力します。

logging file flash: filename スタンドアロン スイッチ上か、または、スイッチ スタック
[max-file-size
の場合はアクティブ スイッチ上で、フラッシュ メモリにあ
[min-file-size]]
るファイルにログ メッセージを保存します。
[severity-level-number |
• filename：ログ メッセージのファイル名を入力します。
type]
例：
Device(config)#
logging file
flash:log_msg.txt
40960 4096 3

• （任意）max-file-size：ログ ファイルの最大サイズを指
定します。指定できる範囲は 4096 ～ 2147483647 です。
デフォルトは 4096 バイトです。
• （任意）min-file-size：ログ ファイルの最小サイズを指
定します。指定できる範囲は 1024 ～ 2147483647 です。
デフォルトは 2048 バイトです。
• （任意）severity-level-number | type：ロギングの重大度
またはロギング タイプを指定します。重大度に指定で
きる範囲は 0 ～ 7 です。

ステッ
プ5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステッ
プ6

terminalmonitor
例：
Device# terminal

現在のセッション間、非コンソール端末にメッセージを保存
します。
端末パラメータ コンフィギュレーション コマンドはローカ
ルに設定され、セッションの終了後は無効になります。デ
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コマンドまたはアク
ション

目的

monitor

バッグ メッセージを表示する場合は、セッションごとにこ
のステップを実行する必要があります。

ログ メッセージの同期化
特定のコンソール ポート回線または仮想端末回線に対して、非送信請求メッセージおよび debug
特権 EXEC コマンドの出力を送信請求デバイスの出力およびプロンプトと同期させることができ
ます。重大度に応じて非同期に出力されるメッセージのタイプを特定できます。また、端末の非
同期メッセージが削除されるまで保存しておくバッファの最大数を設定することもできます。
非送信請求メッセージおよび debug コマンド出力の同期ロギングがイネーブルの場合、送信請求
デバイス出力がコンソールに表示または印刷された後に、非送信請求デバイスからの出力が表示
または印刷されます。非送信請求メッセージおよび debug コマンドの出力は、ユーザ入力用プロ
ンプトが返された後に、コンソールに表示されます。したがって、非送信請求メッセージおよび
debug コマンドの出力は、送信請求デバイス出力およびプロンプトに割り込まれることはありま
せん。非送信請求メッセージが表示された後に、コンソールはユーザ プロンプトを再表示しま
す。
このタスクはオプションです。

手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステッ
プ1

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device# configure
terminal

ステッ
プ2

line [console | vty]
line-number
[ending-line-number]

メッセージの同期ロギングに設定する回線を指定します。
• console ：スイッチ コンソール ポートまたはイーサネッ
ト管理ポートでの設定を指定します。

例：
Device(config)# line
console

• line vty line-number：どの vty 回線の同期ロギングをイ
ネーブルにするかを指定します。Telnet セッションを
介して行われる設定には、vty 接続を使用します。回
線番号に指定できる範囲は 0 ～ 15 です。
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
16 個の vty 回線の設定をすべて一度に変更するには、次の
ように入力します。
line vty 0 15
また、現在の接続に使用されている 1 つの vty 回線の設定
を変更することもできます。たとえば、vty 回線 2 の設定を
変更するには、次のように入力します。
line vty 2
このコマンドを入力すると、ライン コンフィギュレーショ
ン モードになります。
ステッ
プ3

logging synchronous [level メッセージの同期ロギングをイネーブルにします。
[severity-level | all] | limit
• （任意）level severity-level：メッセージの重大度レベ
number-of-buffers]
ルを指定します。重大度がこの値以上であるメッセー
ジは、非同期に出力されます。値が小さいほど重大度
例：
は大きく、値が大きいほど重大度は小さくなります。
Device(config)# logging
デフォルトは 2 です。
synchronous level 3
limit 1000

• （任意）level all：重大度に関係なく、すべてのメッ
セージが非同期に出力されます。
• （任意）limit number-of-buffers：キューイングされる
端末のバッファ数を指定します。これを超える新しい
メッセージは廃棄されます。指定できる範囲は 0 ～
2147483647 です。デフォルトは 20 です。

ステッ
プ4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

メッセージ ロギングのディセーブル化
メッセージ ロギングはデフォルトでイネーブルに設定されています。コンソール以外のいずれか
の宛先にメッセージを送信する場合は、メッセージ ロギングをイネーブルにする必要がありま
す。メッセージ ロギングがイネーブルの場合、ログ メッセージはロギング プロセスに送信され
ます。ロギング プロセスは、メッセージを生成元プロセスと同期しないで指定場所に記録しま
す。
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ロギング プロセスをディセーブルにすると、メッセージがコンソールに書き込まれるまでプロセ
スは処理続行を待機する必要があるため、スイッチの処理速度が低下することがあります。ロギ
ング プロセスがディセーブルの場合、メッセージは生成後すぐに（通常はコマンド出力に割り込
む形で）コンソールに表示されます。
logging synchronous グローバル コンフィギュレーション コマンドも、コンソールへのメッセージ
表示に影響します。このコマンドをイネーブルにすると、Return を押さなければメッセージが表
示されません。
メッセージ ロギングをディセーブルにした後に再びイネーブルにするには、logging on グローバ
ル コンフィギュレーション コマンドを使用します。
このタスクはオプションです。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

no logging console

メッセージ ロギングをディセーブルに
します。

例：
Device(config)# no logging console

ステップ 3

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ログ メッセージのタイム スタンプのイネーブル化およびディセーブル化
デフォルトでは、ログ メッセージにはタイム スタンプが適用されません。
このタスクはオプションです。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

次のいずれかのコマンドを使用しま ログのタイムスタンプをイネーブルにします。
す。
• log uptime：ログ メッセージのタイムスタ
• servicetimestampsloguptime
ンプをイネーブルにして、システムの再起
動以降の経過時間を表示します。
• service timestamps log
datetime[msec | localtime |
show-timezone]

例：
Device(config)# service timestamps
log uptime

• log datetime：ログ メッセージのタイムス
タンプをイネーブルにします。選択したオ
プションに応じて、ローカル タイム ゾー
ンを基準とした日付、時間（ミリ秒）、タ
イム ゾーン名をタイム スタンプとして表
示できます。

または
Device(config)# service timestamps
log datetime

ステップ 3

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ログ メッセージのシーケンス番号のイネーブル化およびディセーブル化
タイムスタンプが同じログ メッセージが複数ある場合、これらのメッセージを表示するには、
シーケンス番号を使用してメッセージを表示できます。デフォルトでは、ログ メッセージにシー
ケンス番号は表示されません。
このタスクはオプションです。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

シーケンス番号をイネーブルにしま
す。

service sequence-numbers
例：
Device(config)# service
sequence-numbers

ステップ 3

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Device(config)# end

メッセージ重大度の定義
メッセージの重大度を指定して、選択したデバイスに表示されるメッセージを制限します。
このタスクはオプションです。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

logging console level
例：
Device(config)# logging
console 3

コンソールに保存するメッセージを制限します。
デフォルトで、コンソールはデバッグ メッセー
ジ、および数値的により低いレベルのメッセージ
を受信します。
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

logging monitor level

端末回線に出力するメッセージを制限します。

例：
Device(config)# logging
monitor 3

ステップ 4

logging trap level
例：
Device(config)# logging trap
3

ステップ 5

end

デフォルトで、端末はデバッグ メッセージ、およ
び数値的により低いレベルのメッセージを受信し
ます。
Syslog サーバに保存するメッセージを制限しま
す。
デフォルトで、Syslog サーバは通知メッセージ、
および数値的により低いレベルのメッセージを受
信します。
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

履歴テーブルおよび SNMP に送信される syslog メッセージの制限
このタスクでは、履歴テーブルおよび SNMP に送信される syslog メッセージを制限する方法につ
いて説明します。
このタスクはオプションです。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

logging history level
例：
Device(config)# logging
history 3

履歴ファイルに保存され、SNMP サーバに送信さ
れる syslog メッセージのデフォルト レベルを変
更します。
デフォルトでは、warnings、errors、critical、
alerts、および emergencies のメッセージが送信
されます。
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

logging history size number

履歴テーブルに保存できる Syslog メッセージの
数を指定します。

例：
Device(config)# logging
history size 200

ステップ 4

end

デフォルトでは 1 つのメッセージが格納されま
す。指定できる範囲は 0 ～ 500 です。
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

UNIX Syslog デーモンへのメッセージのロギング
このタスクはオプションです。

（注）

最新バージョンの UNIX Syslog デーモンの中には、デフォルトでネットワークからの Syslog パ
ケットを受け入れないものがあります。このようなシステムの場合に、Syslog メッセージのリ
モート ロギングをイネーブルにするには、Syslog コマンド ラインに追加または削除する必要
があるオプションを、UNIX の man syslogd コマンドを使用して判別します。

はじめる前に
• root としてログインします。
• システム ログ メッセージを UNIX Syslog サーバに送信する前に、UNIX サーバ上で Syslog
デーモンを設定する必要があります。

手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1

/etc/syslog.conf ファイルに次の行を追
加します。
例：
local7.debug /usr/adm/logs/cisco.log

目的
• local7：ロギング機能を指定します。
• debug：syslog レベルを指定します。こ
のファイルは、syslog デーモンに書き込
み権限がある既存ファイルである必要が
あります。
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コマンドまたはアクション
ステップ 2

目的

UNIX シェル プロンプトに次のコマ ログ ファイルを作成します。syslog デーモン
ンドを入力します。
は、このレベルまたはこのファイルのより高
い重大度レベルでメッセージを送信します。
例：
$ touch /var/log/cisco.log
$ chmod 666 /var/log/cisco.log

ステップ 3

Syslog デーモンに新しい設定を認識 詳細については、ご使用の UNIX システムの
させます。
man syslog.conf および man syslogd コマンド
を参照してください。
例：
$ kill -HUP `cat /etc/syslog.pid`

システム メッセージ ログのモニタリングおよびメンテナンス
コンフィギュレーション アーカイブ ログのモニタリング
コマンド

目的

show archive log config {all | number
[end-number] | user username [session
number] number [end-number] | statistics}
[provisioning]

コンフィギュレーション ログ全体、または指定され
たパラメータのログを表示します。

システム メッセージ ログの設定例
例：システム メッセージのスタック構成
次の例に、アクティブ スイッチおよびスタック メンバの部分的なスイッチ システム メッセージ
を示します（ホスト名は Switch-2）。
00:00:46: %LINK-3-UPDOWN: Interface
00:00:47: %LINK-3-UPDOWN: Interface
00:00:47: %LINK-3-UPDOWN: Interface
00:00:48: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line
00:00:48: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line
state to down 2

Port-channel1, changed state to up
GigabitEthernet1/0/1, changed state to up
GigabitEthernet1/0/2, changed state to up
protocol on Interface Vlan1, changed state to down
protocol on Interface GigabitEthernet1/0/1, changed
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*Mar 1 18:46:11: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty2 (10.34.195.36)
18:47:02: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty2 (10.34.195.36)
*Mar 1 18:48:50.483 UTC: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty2 (10.34.195.36)
00:00:46: %LINK-3-UPDOWN: Interface
00:00:47: %LINK-3-UPDOWN: Interface
00:00:47: %LINK-3-UPDOWN: Interface
00:00:48: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line
(Switch-2)
00:00:48: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line
state to down 2 (Switch-2)

Port-channel1, changed state to up (Switch-2)
GigabitEthernet2/0/1, changed state to up (Switch-2)
GigabitEthernet2/0/2, changed state to up (Switch-2)
protocol on Interface Vlan1, changed state to down
protocol on Interface GigabitEthernet2/0/1, changed

例：スイッチ システム メッセージ
次に、スイッチ上のスイッチ システム メッセージの一部を示します。
00:00:46: %LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channel1, changed state to up
00:00:47: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
00:00:47: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
00:00:48: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to down
00:00:48: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state
to down 2
*Mar 1 18:46:11: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty2 (10.34.195.36)
18:47:02: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty2 (10.34.195.36)
*Mar 1 18:48:50.483 UTC: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty2 (10.34.195.36)

システム メッセージ ログに関する追加情報
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

システム管理コマンド

System Management Command
Reference (Catalyst 3850 Switches)

プラットフォームに依存しないコマンド リファレンス

Configuration Fundamentals
Command Reference, Cisco IOS
XE Release 3S（Catalyst 3850
Switches）

プラットフォームに依存しない設定情報

Configuration Fundamentals
Configuration Guide, Cisco IOS
XE Release 3S（Catalyst 3850
Switches）
IP Addressing Configuration Guide
Library, Cisco IOS XE Release 3S
（Catalyst 3850 Switches）
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標準および RFC
標準/RFC

Title

なし

—

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

シスコのテクニカル サポート
説明

Link

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

システム メッセージ ログの機能履歴と情報
リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

オンライン診断の設定に関する情報
オンライン診断
オンライン診断では、スイッチが稼働中のネットワークに接続している間に、スイッチのハード
ウェア機能をテストし、確認できます。
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オンライン診断には、異なるハードウェア コンポーネントをチェックするパケット交換テストが
含まれ、データ パスおよび制御信号が確認されます。
オンライン診断では、次の領域の問題が検出されます。
• ハードウェア コンポーネント
• インターフェイス（イーサネット ポートなど）
• はんだ接合
オンライン診断は、オンデマンド診断、スケジュール診断、ヘルスモニタリング診断に分類でき
ます。オンデマンド診断は、CLI から実行されます。スケジュールされた診断は、動作中のネッ
トワークにスイッチが接続されているときに、ユーザが指定した間隔または指定した時刻に実行
されます。ヘルスモニタリングは、バックグラウンドでユーザが指定した間隔で実行されます。
デフォルトでは、30 秒ごとにヘルス モニタリング テストが実行されます。
オンライン診断を設定したあと、手動で診断テストを開始したり、テスト結果を表示したりでき
ます。また、スイッチまたはスイッチ スタックに設定されているテストの種類、およびすでに実
行された診断テスト名を確認できます。

オンライン診断の設定方法
オンライン診断テストの開始
スイッチで実行する診断テストを設定しスイッチ、diagnostic start 特権 EXEC コマンドを使用し
て診断テストを開始します。
テストを開始したら、テスト プロセスの停止はできません。
手動でオンライン診断テストを開始するには、次の特権 EXEC コマンドを使用します。

手順
コマンドまたはアクション
ステッ diagnostic start switch
numbertest {name | test-id |
プ1
test-id-range | all | basic |
complete | minimal |
non-disruptive | per-port}

目的
診断テストを開始します。
switch number キーワードは、スタック構成スイッチのみで
サポートされます。
次のいずれかのオプションを使用してテストを指定できま
す。

例：

• name：テストの名前を入力します。
Device# diagnostic start
switch 2 test basic

• test-id：テストの ID 番号を入力します。
• test-id-range：カンマとハイフンで区切ってテスト ID
の範囲を整数で入力します。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
2370

OL-30686-01-J

オンライン診断の設定方法

コマンドまたはアクション

目的
• all：すべてのテストを開始します。
• basic：基本テスト スイートを開始します。
• complete：完全なテスト スイートを開始します。
• minimal：最小限のブートアップ テスト スイートを開
始します。
• non-disruptive：ノンディスラプティブ テスト スイー
トを開始します。
• per-port：ポート単位のテスト スイートを開始しま
す。

オンライン診断の設定
診断モニタリングをイネーブルにする前に、障害しきい値およびテストの間隔を設定する必要が
あります。

オンライン診断のスケジューリング
特定のスイッチについて指定した時間、または日、週、月単位でオンライン診断をスケジューリ
ングできます。スケジューリングを削除するには、コマンドの no 形式を入力します。

手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステッ
プ2

diagnostic schedule switch
numbertest {name | test-id |
test-id-range | all | basic |
complete | minimal |
non-disruptive | per-port} {daily
| on mm dd yyyy hh:mm | port
inter-port-number
port-number-list | weekly
day-of-week hh:mm}

特定日時のオンデマンド診断テストをスケジュールしま
す。
switch number キーワードは、スタック構成スイッチだけ
でサポートされます。範囲は 1 ～ 4 です。
スケジュールするテストを指定する場合は、次のオプショ
ンを使用します。
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コマンドまたはアクション

目的
• name：show diagnostic content コマンドの出力に表

例：
Device(config)# diagnostic
schedule switch 3 test 1-5
on July 3 2013 23:10

示されるテストの名前です。
• test-id：show diagnostic content コマンドの出力に表
示されるテストの ID 番号です。
• test-id-range：show diagnostic content コマンドの出
力に表示されるテストの ID 番号です。
• all：すべてのテスト ID
• basic：基本的なオンデマンドの診断テストを開始し
ます。
• complete：完全なテスト スイートを開始します。
• minimal：最小限のブートアップ テスト スイートを
開始します。
• non-disruptive：ノンディスラプティブ テスト スイー
トを開始します。
• per-port：ポート単位のテスト スイートを開始しま
す。
テストは次のようにスケジュールできます。
• 毎日：daily hh:mm パラメータを使用します。
• 特定日時：on mm dd yyyy hh:mm パラメータを使用し
ます。
• 毎週：weekly day-of-week hh:mm パラメータを使用し
ます。

ヘルス モニタリング診断の設定
スイッチが稼働中のネットワークに接続されている間に、スイッチに対しヘルス モニタリング診
断テストを設定できます。ヘルスモニタリングテストの実行間隔を設定したり、テスト失敗時の
スイッチの syslog メッセージ生成をイネーブルにしたり、特定のテストをイネーブルにできます。
テストをディセーブルにするには、コマンドの no 形式を入力します。
デフォルトでは、ヘルス モニタリングはディセーブルですが、スイッチはテストの失敗時に Syslog
メッセージを生成します。
ヘルス モニタリング診断テストを設定し、イネーブルにするには、次の手順を実行します。
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手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 enable

目的
特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2 configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3 diagnostic monitor
指定のテストに対し、ヘルス モニタリングの実行間隔
intervalswitch numbertest
を設定します。
{name | test-id | test-id-range |
all} hh:mm:ss milliseconds day switch number キーワードは、スタック構成スイッチだ
けでサポートされます。範囲は 1 ～ 9 です。
例：
Device(config)# diagnostic
monitor interval switch 2
test 1 12:30:00 750 5

テストを指定する場合は、次のいずれかのパラメータ
を使用します。
• name：show diagnostic content コマンドの出力に
表示されるテストの名前です。
• test-id：show diagnostic content コマンドの出力に
表示されるテストの ID 番号です。
• test-id-range：show diagnostic content コマンドの
出力に表示されるテストの ID 番号です。
• all：すべての診断テスト。
間隔を指定する場合は、次のパラメータを設定します。
• hh:mm:ss：モニタリング間隔（時間、分、秒）。
指定できる範囲は hh が 0 ~ 24、mm および ss が
0 ~ 60 です。
• milliseconds：モニタリング間隔（ミリ秒
（ms））。指定できる範囲は 0 ～ 999 です。
• day：モニタリング間隔（日数）。指定できる範囲
は 0 ～ 20 です。
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コマンドまたはアクション
ステップ 4 diagnostic monitor syslog

目的
（任意）ヘルス モニタリング テストの失敗時にスイッ
チが Syslog メッセージを生成するように設定します。

例：
Device(config)# diagnostic
monitor syslog

ステップ 5 diagnostic monitor
thresholdswitch number
numbertest {name | test-id |
test-id-range | all} failure count
count
例：
Device(config)# diagnostic
monitor threshold switch 2
test 1 failure count 20

（任意）ヘルス モニタリング テストの失敗しきい値を
設定します。
switch number キーワードは、スタック構成スイッチだ
けでサポートされます。指定できる範囲は 1 ～ 9 です。
テストを指定する場合は、次のいずれかのパラメータ
を使用します。
• name：show diagnostic content コマンドの出力に
表示されるテストの名前です。
• test-id：show diagnostic content コマンドの出力に
表示されるテストの ID 番号です。
• test-id-range：show diagnostic content コマンドの
出力に表示されるテストの ID 番号です。
• all：すべての診断テスト。
失敗しきい値 count に指定できる範囲は 0 ～ 99 です。

ステップ 6 diagnostic monitorswitch
numbertest {name | test-id |
test-id-range | all}

指定のヘルス モニタリング テストをイネーブルにしま
す。

例：

switch number キーワードは、スタック構成スイッチだ
けでサポートされます。範囲は 1 ～ 9 です。

Device(config)# diagnostic
monitor switch 2 test 1

テストを指定する場合は、次のいずれかのパラメータ
を使用します。
• name：show diagnostic content コマンドの出力に
表示されるテストの名前です。
• test-id：show diagnostic content コマンドの出力に
表示されるテストの ID 番号です。
• test-id-range：show diagnostic content コマンドの
出力に表示されるテストの ID 番号です。
• all：すべての診断テスト。
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コマンドまたはアクション
ステップ 7 end

目的
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 8 show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 9 copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保
存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

次の作業
間隔をデフォルトの値またはゼロに変更するには、no diagnostic monitor interval testtest-id |
test-id-range } グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。ヘルスモニタリング
テストに失敗した場合、no diagnostic monitor syslog コマンドを使用して、Syslog メッセージの生
成をディセーブルに設定します。失敗しきい値を削除するには、diagnostic monitor threshold
testtest-id | test-id-range }failure count コマンドを使用します。

オンライン診断のモニタリングおよびメンテナンス
オンライン診断テストとテスト結果の表示
スイッチまたはスイッチ スタックに設定されているオンライン診断テストを表示し、この表に示
す show 特権 EXEC コマンドを使用してテスト結果を確認することができます。
表 188：診断テストの設定および結果用のコマンド

コマンド

目的

show diagnostic content switch [number | all]

スイッチに対して設定されたオンライン診断を
表示します。
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コマンド

目的

show diagnostic status

現在実行中の診断テストを表示します。

show diagnostic result switch [number | all] [detail オンライン診断テストの結果を表示します。
| test {name | test-id | test-id-range | all} [detail]]
show diagnostic switch [number | all] [detail]

オンライン診断テストの結果を表示します。

show diagnostic schedule switch [number | all]

オンライン診断テストのスケジュールを表示し
ます。

show diagnostic post

POST 結果を表示します（この出力は、show
post コマンドの出力と同じです）。

オンライン診断テストの設定例
例：診断テストの開始
次に、テスト名を指定して診断テストを開始する例を示します。
Device# diagnostic start switch 2 test TestInlinePwrCtlr

次に、すべての基本診断テストを開始する例を示します。
Device# diagnostic start switch 1 test all

例：ヘルス モニタリング テストの設定
次に、ヘルス モニタリング テストを設定する例を示します。
Device(config)# diagnostic monitor threshold switch 1 test 1 failure count 50
Device(config)# diagnostic monitor interval switch 1 test TestPortAsicStackPortLoopback

例：診断テストのスケジューリング
次に、特定のスイッチに対して、特定の日時に診断テストを実行するようにスケジューリングす
る例を示します。
Device(config)# diagnostic schedule test DiagThermalTest on June 3 2013

22:25
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次の例では、指定されたスイッチで毎週特定の時間に診断テストを実行するようにスケジューリ
ングする方法を示します。
Device(config)# diagnostic schedule switch 1 test 1,2,4-6 weekly saturday 10:30

例 : オンライン診断の表示
次に、オンデマンド診断設定を表示する例を示します。
Device# show diagnostic ondemand settings
Test iterations = 1
Action on test failure = continue

次に、障害の診断イベントを表示する例を示します。
Device# show diagnostic events event-type error
Diagnostic events (storage for 500 events, 0 events recorded)
Number of events matching above criteria = 0
No diagnostic log entry exists.

次に、診断テストの説明を表示する例を示します。
Device# show diagnostic description switch 1 test all
DiagGoldPktTest :
The GOLD packet Loopback test verifies the MAC level loopback
functionality. In this test, a GOLD packet, for which doppler
provides the support in hardware, is sent. The packet loops back
at MAC level and is matched against the stored packet. It is a non
-disruptive test.
DiagThermalTest :
This test verifies the temperature reading from the sensor is below the yellow
temperature threshold. It is a non-disruptive test and can be run as a health
monitoring test.
DiagFanTest :
This test verifies all fan modules have been inserted and working properly on the
board
It is a non-disruptive test and can be run as a health monitoring test.
DiagPhyLoopbackTest :
The PHY Loopback test verifies the PHY level loopback
functionality. In this test, a packet is sent which loops back
at PHY level and is matched against the stored packet. It is a
disruptive test and cannot be run as a health monitoring test.
DiagScratchRegisterTest :
The Scratch Register test monitors the health of application-specific
integrated circuits (ASICs) by writing values into registers and reading
back the values from these registers. It is a non-disruptive test and can
be run as a health monitoring test.
DiagPoETest :
This test checks the PoE controller functionality. This is a disruptive test
and should not be performed during normal switch operation.
DiagStackCableTest :
This test verifies the stack ring loopback functionality
in the stacking environment. It is a disruptive test and
cannot be run as a health monitoring test.
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DiagMemoryTest :
This test runs the exhaustive ASIC memory test during normal switch operation
NG3K utilizes mbist for this test. Memory test is very disruptive
in nature and requires switch reboot after the test.
Device#

次に、ブートアップ レベルを表示する例を示します。
Device# show diagnostic bootup level
Current bootup diagnostic level: minimal
Device#

オンライン診断に関する追加情報
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

システム管理コマンド

System Management Command
Reference (Catalyst 3850 Switches)

プラットフォームに依存しないコマンド リファレンス

Configuration Fundamentals
Command Reference, Cisco IOS
XE Release 3S（Catalyst 3850
Switches）

プラットフォームに依存しない設定情報

Configuration Fundamentals
Configuration Guide, Cisco IOS
XE Release 3S（Catalyst 3850
Switches）

標準および RFC
標準/RFC

Title

なし

—
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MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

シスコのテクニカル サポート
Link

説明

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

オンライン診断設定の機能履歴と情報
リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
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コンフィギュレーション ファイルの管理
• コンフィギュレーション ファイルの管理の前提条件, 2381 ページ
• コンフィギュレーション ファイルの管理の制約事項, 2381 ページ
• コンフィギュレーション ファイルの管理について, 2382 ページ
• コンフィギュレーション ファイル情報の管理方法, 2389 ページ
• その他の参考資料, 2423 ページ

コンフィギュレーション ファイルの管理の前提条件
• ユーザには、少なくとも Cisco IOS 環境とコマンドライン インターフェイスに関する基本的
な知識が必要です。
• システムでは、少なくとも最小限の設定が実行されていることが必要です。基本設定ファイ
ルは、setup コマンドを使用して作成できます。

コンフィギュレーション ファイルの管理の制約事項
• このドキュメントで説明されている Cisco IOS コマンドの多くが使用可能であり機能するの
は、スイッチの特定のコンフィギュレーション モードでのみです。
• Cisco IOS コンフィギュレーション コマンドのいくつかは、特定のスイッチ プラットフォー
ムでのみ使用可能であり、コマンド構文はプラットフォームによって異なる可能性がありま
す。
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コンフィギュレーション ファイルの管理について
コンフィギュレーション ファイルのタイプ
コンフィギュレーション ファイルには、Cisco スイッチの機能をカスタマイズするための Cisco
IOS ソフトウェア コマンドが含まれています。コマンドは、システムを起動したとき（startup-config
ファイルから）、またはコンフィギュレーション モードで CLI にコマンドを入力したときに、
Cisco IOS ソフトウェアによって解析（変換および実行）されます。
スタートアップ コンフィギュレーション ファイル（startup-config）は、ソフトウェアを設定する
ためにシステムの起動時に使用されます。実行コンフィギュレーション ファイル（running-config）
には、ソフトウェアの現在の設定が含まれています。2 つのコンフィギュレーション ファイルは
別々の設定にできます。たとえば、コンフィギュレーションを永続的ではなく短期間で変更する
場合があります。このような場合、configure terminal EXEC コマンドを使用して実行コンフィギュ
レーションを変更しますが、copy running-config startup-config EXEC コマンドを使用して設定を
保存することはありません。
実行コンフィギュレーションを変更するには、コンフィギュレーション ファイルの変更（CLI）
の説明に従って、configure terminal コマンドを使用します。Cisco IOS コンフィギュレーション
モードの使用時には、通常コマンドはすぐに実行され、入力直後またはコンフィギュレーション
モードを終了した時点で実行コンフィギュレーション ファイルに保存されます。
スタートアップ コンフィギュレーション ファイルを変更するには、copy running-config
startup-config EXEC コマンドを使用してスタートアップ コンフィギュレーションに実行コンフィ
ギュレーション ファイルを保存するか、ファイル サーバからスタートアップ コンフィギュレー
ションにコンフィギュレーション ファイルをコピーします（詳細については、TFTP サーバから
スイッチへのコンフィギュレーション ファイルのコピー（CLI）を参照してください）。

コンフィギュレーション モードとコンフィギュレーション ソースの選択
スイッチ上でコンフィギュレーション モードを開始するには、特権 EXEC プロンプトで configure
コマンドを入力します。Cisco IOS ソフトウェアは次のプロンプトで応答し、端末、メモリ、また
はネットワーク サーバ（ネットワーク）上に格納されたファイルのいずれかを、コンフィギュ
レーション コマンドのソースとして指定するように要求されます。
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?

端末からの設定では、コマンドラインにコンフィギュレーション コマンドを入力できます（次の
項を参照してください）。 詳細については、スタートアップ コンフィギュレーション ファイル
でのコンフィギュレーション コマンドの再実行（CLI）の項を参照してください。
ネットワークからの設定では、ネットワーク経由でコンフィギュレーション コマンドをロードし
て実行できます。詳細については、TFTP サーバからスイッチへのコンフィギュレーション ファ
イルのコピー（CLI）の項を参照してください。
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CLI を使用したコンフィギュレーション ファイルの変更
Cisco IOS ソフトウェアは、1 行につき 1 つのコンフィギュレーション コマンドを受け入れます。
コンフィギュレーションコマンドは、必要なだけ入力できます。コンフィギュレーションファイ
ルには、入力したコマンドを説明するコメントを追加できます。コメントの先頭には、感嘆符（!）
を付けます。コメントは NVRAM にもコンフィギュレーション ファイルのアクティブ コピーに
も格納されないため、show running-config または more system:running-config EXEC コマンドでア
クティブな設定のリストを表示しても、コメントは表示されません。show startup-config または
more nvram:startup-config EXEC モード コマンドでスタートアップ コンフィギュレーションのリ
ストを表示しても、コメントは表示されません。コメントは、コンフィギュレーション ファイル
がスイッチにロードされたときにコンフィギュレーション ファイルから削除されます。ただし、
ファイル転送プロトコル（FTP）、リモート コピー プロトコル（RCP）、または Trivial File Transfer
Protocol（TFTP）サーバ上に格納されているコンフィギュレーション ファイルのコメントのリス
トは表示できます。CLI を使用してソフトウェアは設定するときは、ユーザの入力に従ってソフ
トウェアによりコマンドが実行されます。

コンフィギュレーション ファイルの場所
コンフィギュレーション ファイルは、次の場所に格納されます。
• 実行コンフィギュレーションは RAM に格納されます。
• クラス A フラッシュ ファイル システム プラットフォーム以外のすべてのプラットフォーム
上では、スタートアップ コンフィギュレーションは不揮発性 RAM（NVRAM）に格納され
ます。
• クラス A フラッシュ ファイル システム プラットフォーム上では、スタートアップ コンフィ
ギュレーションは CONFIG_FILE 環境変数で指定された場所に格納されます（詳細について
は、セクションクラス A フラッシュ ファイル システムでの CONFIG_FILE 環境変数の指定
（CLI）を参照してください）。CONFIG_FILE 変数は、デフォルトでは NVRAM になります
が、次のファイル システムのファイルも指定できます。
◦ nvram: （NVRAM）
◦ flash: （内部フラッシュ メモリ）
◦ usbflash0: （外部 usbflash ファイル システム）

ネットワーク サーバからスイッチへのコンフィギュレーション ファイルのコピー
TFTP、rcp、または FTP サーバからスイッチの実行コンフィギュレーションまたはスタートアッ
プコンフィギュレーションへコンフィギュレーションファイルをコピーできます。この機能は、
次のいずれかの理由により実行する場合があります。
• バックアップ コンフィギュレーション ファイルを復元するため。
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• 別のスイッチにコンフィギュレーション ファイルを使用するため。たとえば、別のスイッチ
をネットワークに追加して、そのコンフィギュレーションを元のスイッチと同様にする場合
です。新しいスイッチにファイルをコピーすることにより、ファイル全体を再作成するので
はなく、該当部分を変更できます。
• 同一のコンフィギュレーション コマンドをネットワーク内のすべてのスイッチにロードし
て、すべてのスイッチのコンフィギュレーションを同様にするため。
コマンドラインにコマンドを入力した場合と同様に、copy{ftp: | rcp: | tftp:system:running-config}
EXEC コマンドはスイッチにコンフィギュレーション ファイルをロードします。コマンドを追加
する前に、スイッチにより既存の実行コンフィギュレーションが消去されることはありません。
コピーされたコンフィギュレーション ファイル内のコマンドによって既存のコンフィギュレー
ション ファイル内のコマンドが置き換えられると、既存のコマンドは消去されます。たとえば、
コピーされたコンフィギュレーション ファイルに格納されている特定のコマンドの IP アドレス
が、既存のコンフィギュレーションに格納されている IP アドレスと異なる場合は、コピーされた
コンフィギュレーション内の IP アドレスが使用されます。ただし、既存のコンフィギュレーショ
ン内の一部のコマンドには、置き換えられたり無効になったりしないものもあります。このよう
なコマンドがある場合は、既存のコンフィギュレーション ファイルとコピーされたコンフィギュ
レーションファイルが組み合わされた（コピーされたコンフィギュレーションファイルが優先す
る）コンフィギュレーション ファイルが作成されます。
コンフィギュレーション ファイルをサーバ上に格納されているファイルの正確なコピーとして復
元するには、そのコンフィギュレーションファイルをスタートアップコンフィギュレーションに
直接コピーし（copy ftp:| rcp:| tftp:} nvram:startup-config コマンドを使用）、スイッチをリロード
する必要があります。
サーバからスイッチへコンフィギュレーション ファイルをコピーするには、次の項で説明する作
業を実行します。
使用するプロトコルは、使用中のサーバのタイプに応じて異なります。FTP および rcp のトラン
スポート メカニズムは、TFTP よりも高速でデータ配信の信頼性も優れています。これらの改善
は、FTP および rcp のトランスポート メカニズムがコネクション型の TCP/IP スタック上に構築さ
れており、これを使用しているために可能になりました。

Deviceから TFTP サーバへのコンフィギュレーション ファイルのコピー
一部の TFTP 実装では、TFTP サーバ上にダミー ファイルを作成し、読み取り、書き込み、および
実行を許可してから、ダミー ファイルを上書きする形でファイルをコピーする必要があります。
詳細については、ご使用の TFTP のマニュアルを参照してください。

スイッチから RCP サーバへのコンフィギュレーション ファイルのコピー
スイッチから RCP サーバへコンフィギュレーション ファイルをコピーできます。
ネットワークを UNIX コミュニティでリソースとして使用する最初の試みの 1 つは、リモート
シェル（RSH）およびリモート コピー（rcp）機能が含まれた、リモート シェル プロトコルの設
計および実装につながりました。rsh および rcp により、ユーザはリモートでコマンドを実行し、
ネットワーク上のリモート ホストまたはサーバにあるファイル システムからまたはファイル シ
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ステムへファイルをコピーすることが可能になります。シスコの rsh および rcp 実装は、標準実装
と相互運用できます。
rcp の copy コマンドは、リモート システム上の rsh サーバ（またはデーモン）に依存します。rcp
を使用してファイルをコピーするために、TFTP のようにファイル配布用のサーバを作成する必要
はありません。必要なのは、リモート シェル（rsh）をサポートするサーバへのアクセスだけです
（ほとんどの UNIX システムは rsh をサポートしています）。ファイルをある場所から別の場所
へコピーするため、コピー元ファイルに対する読み取り権限と、コピー先ファイルに対する書き
込み権限が必要です。コピー先ファイルが存在しない場合は、rcp により作成されます。
シスコの rcp 実装は UNIX の rcp 実装（ネットワーク上のシステム間でファイルをコピー）の関数
をエミュレートしたものですが、シスコのコマンド構文は UNIX の rcp コマンド構文とは異なり
ます。シスコの rcp サポートは、rcp をトランスポート メカニズムとして使用する一連の copy コ
マンドを提供しています。これらの rcp copy コマンドは、シスコの TFTP copy コマンドに類似し
ていますが、高速で信頼性の高いデータ配信を実現する代替方法を備えているという点が異なり
ます。これらの改善は、rcp のトランスポート メカニズムがコネクション型の TCP/IP スタック上
に構築されており、これを使用しているために可能になりました。rcp コマンドを使用して、ス
イッチからネットワークサーバ、またはその逆へシステム イメージおよびコンフィギュレーショ
ン ファイルをコピーできます。
また、rcp サポートをイネーブルにし、リモート システムのユーザがスイッチから、またはその
逆へファイルをコピーできるようにすることも可能です。
リモート ユーザによるスイッチとのファイルのコピーができるように Cisco IOS ソフトウェアを
設定するには、ip rcmd rcp-enable グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。
[Restrictions（機能制限）]
RCP プロトコルでは、クライアントは RCP 要求ごとにリモート ユーザ名をサーバに送信する必
要があります。RCP を使用してスイッチからサーバへコンフィギュレーション ファイルをコピー
する場合、Cisco IOS ソフトウェアによって、次の順番で最初に発見された有効なユーザ名が送信
されます。
1 copy EXEC コマンドで指定されたユーザ名（ユーザ名が指定されている場合）。
2 ip rcmd remote-username グローバル コンフィギュレーション コマンドで設定されたユーザ名
（コマンドが設定されている場合）。
3 現在の TTY（端末）プロセスに関連付けられているリモート ユーザ名。たとえば、ユーザが
Telnet を介してスイッチに接続されており、username コマンドを介して認証された場合は、
Telnet ユーザ名がリモート ユーザ名としてスイッチ ソフトウェアによって送信されます。
4 スイッチの管理ホスト名。
RCP コピー要求を正常に実行するためには、ネットワーク サーバ上にリモート ユーザ名のアカウ
ントを定義する必要があります。このサーバがディレクトリ構造をとっている場合、コンフィギュ
レーションファイルまたはイメージは、サーバ上のリモートユーザ名と関連付けられたディレク
トリに書き込まれるか、そのディレクトリからコピーされます。たとえば、システム イメージが
サーバ上のユーザのホームディレクトリにある場合は、そのユーザの名前をリモートユーザ名と
して指定できます。
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ip rcmd remote-username コマンドを使用して、すべてのコピーに対してユーザ名を指定します。
（rcmd は、スーパーユーザ レベルで使用される UNIX ルーチンで、予約されたポート番号に基づ
いた認証スキームを使用してリモートマシン上でコマンドを実行します。rcmdは「RemoteCommand
（リモート コマンド）」の略です）。特定のコピー操作にのみ使用するユーザ名を指定する場合
は、copy コマンド内でユーザ名を指定します。
サーバに書き込む場合、スイッチ上のユーザからの RCP 書き込み要求を受け入れるよう、RCP
サーバを適切に設定する必要があります。UNIX システムの場合は、RCP サーバ上のリモート ユー
ザ用の .rhosts ファイルにエントリを追加する必要があります。たとえば、スイッチに次の設定行
が含まれているとします。
hostname Device1
ip rcmd remote-username User0

スイッチの IP アドレスが スイッチ1.example.com に変換される場合、RCP サーバ上の User0 の
.rhosts ファイルには、次の行が含まれることになります。
Device1.example.com Device1

RCP ユーザ名に関する要件
RCP プロトコルでは、クライアントは RCP 要求ごとにリモート ユーザ名をサーバに送信する必
要があります。RCP を使用してスイッチからサーバへコンフィギュレーション ファイルをコピー
する場合、Cisco IOS ソフトウェアによって、次の順番で最初に発見された有効なユーザ名が送信
されます。
1 copy EXEC コマンドで指定されたユーザ名（ユーザ名が指定されている場合）。
2 ip rcmd remote-username グローバル コンフィギュレーション コマンドで設定されたユーザ名
（コマンドが設定されている場合）。
3 現在の TTY（端末）プロセスに関連付けられているリモート ユーザ名。たとえば、ユーザが
Telnet を介してスイッチに接続されており、username コマンドを介して認証された場合は、
Telnet ユーザ名がリモート ユーザ名としてスイッチ ソフトウェアによって送信されます。
4 スイッチの管理ホスト名。
RCP コピー要求を実行するためには、ネットワーク サーバ上にリモート ユーザ名のアカウントを
定義する必要があります。このサーバがディレクトリ構造をとっている場合、コンフィギュレー
ションファイルまたはイメージは、サーバ上のリモートユーザ名と関連付けられたディレクトリ
に書き込まれるか、そのディレクトリからコピーされます。たとえば、システム イメージがサー
バ上のユーザのホームディレクトリにある場合は、そのユーザの名前をリモートユーザ名として
指定します。
詳細については、ご使用の RCP サーバのマニュアルを参照してください。

スイッチから FTP サーバへのコンフィギュレーション ファイルのコピー
スイッチから FTP サーバへコンフィギュレーション ファイルをコピーできます。
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FTP ユーザ名およびパスワードの概要
FTP プロトコルでは、FTP 要求ごとにリモート ユーザ名およびパスワードを、クライアントがサー
バに送信する必要があります。FTP を使用してスイッチからサーバへコンフィギュレーション
ファイルをコピーする場合、Cisco IOS ソフトウェアは、次の順番で最初に発見した有効なユーザ
名を送信します。
1 copy EXEC コマンドで指定されたユーザ名（ユーザ名が指定されている場合）。
2 ip ftp username グローバル コンフィギュレーション コマンドで設定されたユーザ名（コマン
ドが設定されている場合）。
3 Anonymous
スイッチは次の順番で最初に発見した有効なパスワードを送信します。
1 copy コマンドで指定されたパスワード（パスワードが指定されている場合）。
2 ip ftp password コマンドで設定されたパスワード（コマンドが設定されている場合）。
3 スイッチは、username @スイッチname.domain というパスワードを生成します。変数 username
は現在のセッションと関連付けられたユーザ名、スイッチname は設定済みホスト名、domain
はスイッチのドメインです。
ユーザ名およびパスワードは、FTP サーバのアカウントに関連付けられている必要があります。
サーバに書き込む場合、スイッチ上のユーザからの FTP 書き込み要求を受け入れるよう、FTP サー
バを適切に設定する必要があります。
このサーバがディレクトリ構造をとっている場合、コンフィギュレーション ファイルまたはイ
メージは、サーバ上のユーザ名と関連付けられたディレクトリに書き込まれるか、そのディレク
トリからコピーされます。たとえば、システムイメージがサーバ上のユーザのホームディレクト
リにある場合は、そのユーザの名前をリモート ユーザ名として指定します。
詳細については、ご使用の FTP サーバのマニュアルを参照してください。
ip ftp username および ip ftp password グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、
すべてのコピーに対してユーザ名とパスワードを指定します。当該のコピー操作だけに対してユー
ザ名を指定する場合は、copy EXEC コマンドにユーザ名を含めます。

スイッチから別のスイッチへの設定ファイルのコピー
あるスイッチから別のスイッチに設定をコピーすることができます。これは 2 ステップ プロセス
です。スイッチから TFTP サーバに設定をコピーし、次に TFTP から別のスイッチに設定をコピー
します。
スイッチから現在の設定をコピーするには、copy startup-config tftp: コマンドを実行し、続く指示
に従います。設定が TFTP サーバにコピーされます。
次に、別のスイッチへログインし、copy tftp: startup-config コマンドを実行して、続く指示に従い
ます。これで、設定は別のスイッチにコピーされます。
設定をコピーした後、その設定を保存するには、write memory コマンドを使用し、その後スイッ
チをリロードするか、または copy startup-config running-config コマンドを実行します。
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詳細については、『Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference, Cisco IOS XE Release
16.1 (Catalyst 3850 Switches)』を参照してください。

NVRAM より大きいコンフィギュレーション ファイル
NVRAM より大きいコンフィギュレーション ファイルを維持管理するには、以降の項の情報を
知っておく必要があります。

コンフィギュレーション ファイルの圧縮
service compress-config グローバル コンフィギュレーション コマンドは、コンフィギュレーショ
ン ファイルを圧縮して NVRAM に格納することを指定します。コンフィギュレーション ファイ
ルが圧縮されると、スイッチは正常に機能します。システムの起動時に、システムはコンフィギュ
レーションファイルが圧縮されていることを認識し、圧縮されたコンフィギュレーションファイ
ルを展開して、正常に処理を進めます。more nvram:startup-config EXEC コマンドにより、コン
フィギュレーションが展開されてから表示されます。
コンフィギュレーション ファイルを圧縮する前に、適切なハードウェアのインストレーションお
よびメンテナンス マニュアルを参照してください。ご利用のシステムの ROM がファイル圧縮を
サポートしていることを確認します。サポートしていない場合、ファイル圧縮をサポートしてい
る新しい ROM をインストールできます。
コンフィギュレーションのサイズは、NVRAM のサイズの 3 倍を超えてはいけません。NVRAM
のサイズが 128 KB の場合、展開できる最大のコンフィギュレーション ファイルのサイズは 384
KB です。
service compress-config グローバル コンフィギュレーション コマンドは、Cisco IOS ソフトウェア
リリース 10.0 以降のブート ROM を使用している場合に限り実行できます。新しい ROM をイン
ストールするのは 1 回限りの操作で、ROM に Cisco IOS Release 10.0 がない場合だけ必要です。
ブート ROM が圧縮コンフィギュレーションを認識しない場合は、次のメッセージが表示されま
す。
Boot ROMs do not support NVRAM compression Config NOT written to NVRAM

コンフィギュレーションのクラス A フラッシュ ファイル システム上のフラッシュ メモリへの格納
クラス A フラッシュ ファイル システムのスイッチ上では、内部フラッシュ メモリのファイルま
たは PCMCIA スロットのフラッシュ メモリのファイルに CONFIG_FILE 環境変数を設定すること
により、スタートアップ コンフィギュレーションをフラッシュ メモリに格納できます。
詳細については、クラス A フラッシュ ファイル システムでの CONFIG_FILE 環境変数の指定
（CLI）を参照してください。
大きいコンフィギュレーションを編集または変更する場合は、注意する必要があります。フラッ
シュ メモリ領域は copy system:running-config nvram:startup-config EXEC コマンドが発行される
たびに使用されます。フラッシュ メモリのファイル管理（空き領域の最適化などの）は自動的に
は行われないため、利用可能なフラッシュ メモリに十分注意を払う必要があります。squeeze コ
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マンドを使用して、使用済み領域を再要求します。20 MB 以上の大容量フラッシュ カードを使用
することを推奨します。

ネットワークからのコンフィギュレーション コマンドのロード
コンフィギュレーションが大きい場合は、FTP、RCP、TFTP のいずれかのサーバに格納しておき、
システムの起動時にダウンロードすることもできます。ネットワーク サーバを大きいコンフィ
ギュレーションの保存に使用するためのコマンドの詳細については、セクションDeviceから TFTP
サーバへのコンフィギュレーション ファイルのコピー（CLI）およびコンフィギュレーション ファ
イルをダウンロードするスイッチの設定を参照してください。

コンフィギュレーション ファイルをダウンロードするスイッチの設定
システムの起動時に 1 つまたは 2 つのコンフィギュレーション ファイルをロードするようにス
イッチを設定できます。コンフィギュレーション ファイルは、コマンドラインにコマンドを入力
した場合と同様に、メモリにロードされ読み込まれます。そのため、スイッチのコンフィギュレー
ションは、元のスタートアップ コンフィギュレーションと 1 つまたは 2 つのダウンロードされた
コンフィギュレーション ファイルが混在したものになります。

ネットワークとホストのコンフィギュレーション ファイル
歴史的な理由から、スイッチが最初にダウンロードするファイルは、ネットワーク コンフィギュ
レーション ファイルと呼ばれます。スイッチが 2 番目にダウンロードするファイルは、ホスト コ
ンフィギュレーション ファイルと呼ばれます。2 つのコンフィギュレーション ファイルは、ネッ
トワーク上のすべてのスイッチが同一コマンドの多くを使用する場合に使用できます。ネットワー
クコンフィギュレーションファイルには、すべてのスイッチを設定するために使用される標準コ
マンドが含まれます。ホスト コンフィギュレーション ファイルには、特定の 1 つのホストに固有
のコマンドが含まれます。2 つのコンフィギュレーション ファイルをロードする場合、ホスト コ
ンフィギュレーション ファイルを、もう 1 つのファイルより優先させる必要があります。ネット
ワーク コンフィギュレーション ファイルとホスト コンフィギュレーション ファイルの両方とも、
TFTP、RCP、FTP のいずれかを介して到達可能なネットワーク サーバ上にあり、読み取り可能で
ある必要があります。

コンフィギュレーション ファイル情報の管理方法
コンフィギュレーション ファイル情報の表示（CLI）
コンフィギュレーション ファイルに関する情報を表示するには、このセクションの手順を実行し
ます。
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手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1

enable
例：

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

Device# show boot

BOOT 環境変数の内容（設定されている場合）、
CONFIG_FILE 環境変数によって指定されているコンフィ
ギュレーション ファイルの名前、および BOOTLDR 環境
変数の内容を示します。

more file-url

指定されたファイルの内容を表示します。

showboot
例：

ステップ 3

例：
Device# more 10.1.1.1

ステップ 4

showrunning-config
例：

実行コンフィギュレーション ファイルの内容を表示しま
す（more system:running-configコマンドのコマンド エイ
リアス）。

Device# show
running-config

ステップ 5

showstartup-config
例：
Device# show
startup-config

スタートアップ コンフィギュレーション ファイルの内容
を表示します。（more nvram:startup-config コマンドの
コマンド エイリアス）。
クラス A フラッシュ ファイル システム プラットフォー
ム以外のすべてのプラットフォーム上では、通常、デフォ
ルトの startup-config ファイルは NVRAM に格納されま
す。
クラス A フラッシュ ファイル システム プラットフォー
ム上では、CONFIG_FILE 環境変数はデフォルトの
startup-config ファイルを指定します。
CONFIG_FILE 変数のデフォルトは NVRAM になります。

コンフィギュレーション ファイルの変更（CLI）
Cisco IOS ソフトウェアは、1 行につき 1 つのコンフィギュレーション コマンドを受け入れます。
コンフィギュレーションコマンドは、必要なだけ入力できます。コンフィギュレーションファイ
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ルには、入力したコマンドを説明するコメントを追加できます。コメントの先頭には、感嘆符（!）
を付けます。コメントは NVRAM にもコンフィギュレーション ファイルのアクティブ コピーに
も格納されないため、show running-config または moresystem:running-config EXEC コマンドでア
クティブな設定のリストを表示しても、コメントは表示されません。また、show startup-config
または more nvram:startup-config EXEC モード コマンドでスタートアップ コンフィギュレーショ
ンのリストを表示しても、コメントは表示されません。コメントは、コンフィギュレーション
ファイルがスイッチにロードされたときにコンフィギュレーション ファイルから削除されます。
ただし、ファイル転送プロトコル（FTP）、リモート コピー プロトコル（RCP）、または Trivial
File Transfer Protocol（TFTP）サーバ上に格納されているコンフィギュレーション ファイルのコメ
ントのリストは表示できます。CLI を使用してソフトウェアは設定するときは、ユーザの入力に
従ってソフトウェアによりコマンドが実行されます。CLI を使用してソフトウェアを設定するに
は、特権 EXEC モードを開始して次のコマンドを使用します。

手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにしま
す。

例：
Device> enable

ステッ
プ2

configure terminal

• パスワードを入力します（要求さ
れた場合）。
グローバルコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステッ
プ3

configurationcommand
例：
Device(config)# configuration command

ステッ
プ4

次のいずれかを実行します。
• end
• ^Z

必要なコンフィギュレーション コマン
ドを入力します。Cisco IOS マニュアル
セットに、テクノロジー別に編成された
コンフィギュレーション コマンドが説
明されています。
コンフィギュレーション セッションを
終了し、EXEC モードに戻ります。
（注）

Ctrl キーと Z キーを同時に押
すと、画面に ^Z と表示されま
す。

例：
Device(config)# end
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コマンドまたはアクション
ステッ
プ5

目的

copysystem:running-confignvram:startup-config 実行コンフィギュレーション ファイル
をスタートアップコンフィギュレーショ
例：
ン ファイルとして保存します。
Device# copy system:running-config
nvram:startup-config

copy running-config startup-config コマ
ンド エイリアスも使用できますが、こ
のコマンドは精度が高くないため、注意
する必要があります。ほとんどのプラッ
トフォーム上では、このコマンドにより
コンフィギュレーションは NVRAM に
保存されます。クラス A フラッシュ ファ
イル システムのプラットフォーム上で
は、この手順によりコンフィギュレー
ションは CONFIG_FILE 環境変数によっ
て指定された場所に保存されます（デ
フォルトの CONFIG_FILE 変数では、
ファイルの保存先は NVRAM に指定さ
れています）。

例
次の例では、スイッチのスイッチプロンプト名が設定されています。感嘆符（!）で示されたコメ
ント行では、いずれのコマンドも実行されません。hostname コマンドは、スイッチから new_name
へスイッチ名を変更するために使用されます。Ctrl-Z（^Z）キーを押すか、end コマンドを入力す
ると、コンフィギュレーション モードが終了します。copy system:running-config
nvram:startup-config コマンドにより、現在のコンフィギュレーションがスタートアップ コンフィ
ギュレーションに保存されます。
Device# configure terminal
Device(config)# !The following command provides the switch host name.
Device(config)# hostname new_name
new_name(config)# end
new_name# copy system:running-config nvram:startup-config

スタートアップ コンフィギュレーションが NVRAM にある場合は、現在の設定情報がコンフィ
ギュレーション コマンドとしてテキスト形式で格納され、デフォルト以外の設定だけが記録され
ます。破損データから保護するために、メモリはチェックサム算出されます。

（注）

一部の特定のコマンドは、NVRAM に保存されない場合があります。これらのコマンドは、マ
シンをリブートしたときに再入力する必要があります。これらのコマンドは、マニュアルに記
載されています。リブート後にすばやくスイッチを再設定できるように、これらの設定のリス
トを保管しておくことを推奨します。
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Deviceから TFTP サーバへのコンフィギュレーション ファイルのコピー（CLI）
TFTP ネットワーク サーバ上の設定をコピーするには、以下の手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにしま
す。

例：
Device> enable

ステップ 2

• パスワードを入力します（要求さ
れた場合）。

copysystem:running-configtftp: [[[//location TFTP サーバへ実行コンフィギュレー
]/directory ]/filename ]
ション ファイルをコピーします。
例：
Device# copy system:running-config
tftp: //server1/topdir/file10

ステップ 3

copynvram:startup-configtftp: [[[//location TFTP サーバへスタートアップ コンフィ
]/directory ]/filename ]
ギュレーション ファイルをコピーしま
す。
例：
Device# copy nvram:startup-config tftp:
//server1/1stdir/file10

例
次に、スイッチから TFTP サーバへコンフィギュレーション ファイルをコピーする例を示します。
Device# copy system:running-config tftp://172.16.2.155/tokyo-confg
Write file tokyo-confg on host 172.16.2.155? [confirm] Y
Writing tokyo-confg!!! [OK]

次の作業
copy コマンドを発行した後、追加情報またはアクションの確認を求めるプロンプトが表示される
場合があります。表示されるプロンプトは、copy コマンドで入力した情報量および file prompt グ
ローバル コンフィギュレーション コマンドの現在の設定によって異なります。
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Deviceから RCP サーバへのコンフィギュレーション ファイルのコピー（CLI）
スイッチから RCP サーバへスタートアップ コンフィギュレーション ファイルまたは実行コンフィ
ギュレーション ファイルをコピーするには、特権 EXEC モードを開始して次のコマンドを使用し
ます。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにしま
す。

例：
Device> enable

ステップ 2

configure terminal

• パスワードを入力します（要求され
た場合）。
グローバルコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

iprcmdremote-username username

（任意）デフォルトのリモート ユーザ
名を変更します。

例：
Device(config)# ip rcmd remote-username
NetAdmin1

ステップ 4

（任意）グローバル コンフィギュレー
ション モードを終了します。

end
例：
Device(config)# end

ステップ 5

次のいずれかを実行します。
• copysystem:running-configrcp:
[[[//[username@]location ]/directory
]/filename ]
• copynvram:startup-config rcp:
[[[//[username@]location ]/directory
]/filename ]

• スイッチの実行コンフィギュレー
ション ファイルが RCP サーバ上に
格納されるように指定します。
または
• スイッチのスタートアップコンフィ
ギュレーション ファイルが RCP
サーバ上に格納されるように指定し
ます。

例：
Device# copy system:running-config rcp:
//NetAdmin1@example.com/dir-files/file1
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例
RCP サーバへの実行コンフィギュレーション ファイルの格納
次に、rtr2-confg という名前の実行コンフィギュレーション ファイルを IP アドレス 172.16.101.101
のリモート ホスト上の netadmin1 ディレクトリにコピーする例を示します。
Device# copy system:running-config rcp://netadmin1@172.16.101.101/runfile2-confg
Write file runfile2-confg on host 172.16.101.101?[confirm]
Building configuration...[OK]
Connected to 172.16.101.101
Device#

RCP サーバへのスタートアップ コンフィギュレーション ファイルの格納
次に、RCP を使用してファイルをコピーすることによって、サーバ上にスタートアップ コンフィ
ギュレーション ファイルを格納する例を示します。
Device# configure terminal
Device(config)# ip rcmd remote-username netadmin2
Device(config)# end
Device# copy nvram:startup-config rcp:
Remote host[]? 172.16.101.101
Name of configuration file to write [start-confg]?
Write file start-confg on host 172.16.101.101?[confirm]
![OK]

次の作業
copy EXEC コマンドを発行した後、追加情報またはアクションの確認を求めるプロンプトが表示
される場合があります。表示されるプロンプトは、copy コマンドで入力した情報量および file
prompt グローバル コンフィギュレーション コマンドの現在の設定によって異なります。

スイッチから FTP サーバへのコンフィギュレーション ファイルのコピー(CLI)
スイッチから FTP サーバへスタートアップ コンフィギュレーション ファイルまたは実行コンフィ
ギュレーション ファイルをコピーするには、以下の手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された
場合）。

Device> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

スイッチ上で、グローバル コンフィギュ
レーション モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ipftpusername username

（任意）デフォルトのリモート ユーザ名を
指定します。

例：
Device(config)# ip ftp username
NetAdmin1

ステップ 4

ipftppassword password

（任意）デフォルトのパスワードを指定し
ます。

例：
Device(config)# ip ftp password
adminpassword

ステップ 5

end
例：
Device(config)# end

ステップ 6

（任意）グローバル コンフィギュレーショ
ン モードを終了します。この手順は、デ
フォルトのリモート ユーザ名またはパス
ワードを上書きする場合にだけ必要です（ス
テップ 2 および 3 を参照）。

次のいずれかを実行します。

FTPサーバの指定された場所へ実行コンフィ
ギュレーションまたはスタートアップ コン
• copysystem:running-configftp:
フィギュレーション ファイルをコピーしま
[[[//[username [:password
]@]location]/directory ]/filename ] す。
または
• copynvram:startup-config ftp:
[[[//[username [:password
]@]location]/directory ]/filename ]

例：
Device# copy system:running-config
ftp:
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例
FTP サーバへの実行コンフィギュレーション ファイルの格納
次に、runfile-confg という名前の実行コンフィギュレーション ファイルを IP アドレス 172.16.101.101
のリモート ホスト上の netadmin1 ディレクトリにコピーする例を示します。
Device# copy system:running-config ftp://netadmin1:mypass@172.16.101.101/runfile-confg
Write file runfile-confg on host 172.16.101.101?[confirm]
Building configuration...[OK]
Connected to 172.16.101.101
Device#

FTP サーバへのスタートアップ コンフィギュレーション ファイルの格納
次に、FTP を使用してファイルをコピーすることによって、サーバ上にスタートアップ コンフィ
ギュレーション ファイルを格納する例を示します。
Device# configure terminal
Device(config)# ip ftp username netadmin2
Device(config)# ip ftp password mypass
Device(config)# end
Device# copy nvram:startup-config ftp:
Remote host[]? 172.16.101.101
Name of configuration file to write [start-confg]?
Write file start-confg on host 172.16.101.101?[confirm]
![OK]

次の作業
copy EXEC コマンドを発行した後、追加情報またはアクションの確認を求めるプロンプトが表示
される場合があります。表示されるプロンプトは、copy コマンドで入力した情報量および file
prompt グローバル コンフィギュレーション コマンドの現在の設定によって異なります。

TFTP サーバからスイッチへのコンフィギュレーション ファイルのコピー（CLI）
TFTP サーバからスイッチへコンフィギュレーション ファイルをコピーするには、以下の手順を
実行します。

手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイ
ネーブルにします。

例：
Device> enable

• パスワードを入力し
ます（要求された場
合）。
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コマンドまたはアクション

目的

ステッ
プ2

copytftp: [[[//location]/directory]/filename] system:running-config TFTP サーバから実行コ
ンフィギュレーションへ
例：
コンフィギュレーション
ファイルをコピーしま
Device# copy tftp://server1/dir10/datasource
system:running-config
す。

ステッ
プ3

copytftp: [[[//location]/directory]/filename] nvram:startup-config
例：
Device# copy tftp://server1/dir10/datasource
nvram:startup-config

ステッ
プ4

TFTP サーバからスター
トアップ コンフィギュ
レーションへコンフィ
ギュレーション ファイル
をコピーします。

copytftp:
TFTP サーバからスター
[[[//location]/directory]/filename]flash-[n]:/directory/startup-config トアップ コンフィギュ
レーションへコンフィ
例：
ギュレーション ファイル
をコピーします。
Device# copy tftp://server1/dir10/datasource
flash:startup-config

例
次に、IP アドレス 172.16.2.155 にある、tokyo-confgという名前のファイルからソフトウェアを設
定する例を示します。
Device# copy tftp://172.16.2.155/tokyo-confg system:running-config
Configure using tokyo-confg from 172.16.2.155? [confirm] Y
Booting tokyo-confg from 172.16.2.155:!!! [OK - 874/16000 bytes]

次の作業
copy EXEC コマンドを発行した後、追加情報またはアクションの確認を求めるプロンプトが表示
される場合があります。表示されるプロンプトは、copy コマンドで入力した情報量および file
prompt グローバル コンフィギュレーション コマンドの現在の設定によって異なります。

rcp サーバからスイッチへのコンフィギュレーション ファイルのコピー（CLI）
rcp サーバから実行コンフィギュレーションまたはスタートアップ コンフィギュレーションへコ
ンフィギュレーション ファイルをコピーするには、以下の手順を実行します。
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手順
コマンドまたはアクション
ステッ enable
プ1
例：
Device> enable

目的
特権 EXEC モードを
イネーブルにしま
す。
• パスワードを入
力します（要求
された場合）。

ステッ configureterminal
プ2
例：
Device# configure terminal

ステッ iprcmdremote-username username
プ3
例：

（任意）端末からコ
ンフィギュレーショ
ン モードを開始しま
す。この手順は、デ
フォルトのリモート
ユーザ名を上書きす
る場合にだけ必要で
す（ステップ 3 を参
照）。
（任意）リモート
ユーザ名を指定しま
す。

Device(config)# ip rcmd remote-username NetAdmin1

ステッ end
プ4
例：
Device(config)# end

（任意）グローバル
コンフィギュレー
ション モードを終了
します。この手順
は、デフォルトのリ
モート ユーザ名また
はパスワードを上書
きする場合にだけ必
要です（ステップ 2
を参照）。

ステッ 次のいずれかを実行します。
rcp サーバから実行コ
プ5
ンフィギュレーショ
• copy
rcp:[[[//[username@]location]/directory]/filename]system:running-config ンまたはスタート
アップ コンフィギュ
レーションへコン
• copy
rcp:[[[//[username@]location]/directory]/filename]nvram:startup-config フィギュレーション
ファイルをコピーし
ます。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

2399

コンフィギュレーション ファイル情報の管理方法

コマンドまたはアクション

目的

例：
Device# copy rcp://[user1@example.com/dir10/fileone]
nvram:startup-config

例
RCP の Running-Config のコピー
次に、host1-confg という名前のコンフィギュレーション ファイルを、IP アドレスが 172.16.101.101
のリモート サーバ上の netadmin1 ディレクトリからコピーし、スイッチでコマンドをロードし実
行する例を示します。
Device# copy rcp://netadmin1@172.16.101.101/host1-confg system:running-config
Configure using host1-confg from 172.16.101.101? [confirm]
Connected to 172.16.101.101
Loading 1112 byte file host1-confg:![OK]
Device#
%SYS-5-CONFIG: Configured from host1-config by rcp from 172.16.101.101

RCP の Startup-Config のコピー
次に、リモート ユーザ名 netadmin1 を指定する例を示します。次に host2-confg という名前のコン
フィギュレーション ファイルを、IP アドレスが 172.16.101.101 のリモート サーバ上の netadmin1
ディレクトリからスタートアップ コンフィギュレーションへコピーします。
Device# configure terminal
Device(config)# ip rcmd remote-username netadmin1
Device(config)# end
Device# copy rcp: nvram:startup-config
Address of remote host [255.255.255.255]? 172.16.101.101
Name of configuration file[rtr2-confg]? host2-confg
Configure using host2-confg from 172.16.101.101?[confirm]
Connected to 172.16.101.101
Loading 1112 byte file host2-confg:![OK]
[OK]
Device#
%SYS-5-CONFIG_NV:Non-volatile store configured from host2-config by rcp from 172.16.101.101

次の作業
copy EXEC コマンドを発行した後、追加情報またはアクションの確認を求めるプロンプトが表示
される場合があります。表示されるプロンプトは、copy コマンドで入力した情報量および file
prompt グローバル コンフィギュレーション コマンドの現在の設定によって異なります。

FTP サーバからスイッチへのコンフィギュレーション ファイルのコピー（CLI）
FTP サーバから実行コンフィギュレーションまたはスタートアップ コンフィギュレーションへコ
ンフィギュレーション ファイルをコピーするには、以下の手順を実行します。
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手順
コマンドまたはアクション
enable
ス
テッ
プ 1 例：
Device> enable

目的
特権 EXEC モード
をイネーブルにし
ます。
• パスワードを
入力します
（要求された
場合）。

configureterminal
ス
テッ
プ 2 例：
Device# configure terminal

ipftpusername username
ス
テッ
プ 3 例：
Device(config)# ip ftp username NetAdmin1

ipftppassword password
ス
テッ
プ 4 例：

（任意）グローバ
ル コンフィギュ
レーション モード
を開始できます。
この手順は、デ
フォルトのリモー
ト ユーザ名または
パスワードを上書
きする場合にだけ
必要です（ステッ
プ 3 および 4 を参
照）。
（任意）デフォル
トのリモート ユー
ザ名を指定しま
す。
（任意）デフォル
トのパスワードを
指定します。

Device(config)# ip ftp password adminpassword

end
ス
テッ
プ 5 例：
Device(config)# end

（任意）グローバ
ル コンフィギュ
レーション モード
を終了します。こ
の手順は、デフォ
ルトのリモート
ユーザ名またはパ
スワードを上書き
する場合にだけ必
要です（ステップ
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コマンドまたはアクション

目的
3 および 4 を参
照）。

ス
次のいずれかを実行します。
テッ
• copyftp: [[[//[username[:password]@]location] /directory
プ6
]/filename]system:running-config

FTP を使用して、
ネットワーク サー
バから実行メモリ
またはスタート
アップ コンフィ
• copyftp: [[[
//[username[:password]@]location]/directory]/filename]nvram:startup-config ギュレーションへ
コンフィギュレー
ション ファイルを
例：
コピーします。
Device# copy ftp:nvram:startup-config

例
FTP の Running-Config のコピー
次に、host1-confg という名前のコンフィギュレーション ファイルを、IP アドレスが 172.16.101.101
のリモート サーバ上の netadmin1 ディレクトリからコピーし、スイッチでコマンドをロードし実
行する例を示します。
Device# copy ftp://netadmin1:mypass@172.16.101.101/host1-confg system:running-config
Configure using host1-confg from 172.16.101.101? [confirm]
Connected to 172.16.101.101
Loading 1112 byte file host1-confg:![OK]
Device#
%SYS-5-CONFIG: Configured from host1-config by ftp from 172.16.101.101

FTP の Startup-Config のコピー
次に、リモート ユーザ名 netadmin1 を指定する例を示します。次に host2-confg という名前のコン
フィギュレーション ファイルを、IP アドレスが 172.16.101.101 のリモート サーバ上の netadmin1
ディレクトリからスタートアップ コンフィギュレーションへコピーします。
Device# configure terminal
Device(config)# ip ftp username netadmin1
Device(config)# ip ftp password mypass
Device(config)# end
Device# copy ftp: nvram:startup-config
Address of remote host [255.255.255.255]? 172.16.101.101
Name of configuration file[host1-confg]? host2-confg
Configure using host2-confg from 172.16.101.101?[confirm]
Connected to 172.16.101.101
Loading 1112 byte file host2-confg:![OK]
[OK]
Device#
%SYS-5-CONFIG_NV:Non-volatile store configured from host2-config by ftp from 172.16.101.101
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次の作業
copy EXEC コマンドを発行した後、追加情報またはアクションの確認を求めるプロンプトが表示
される場合があります。表示されるプロンプトは、copy コマンドで入力した情報量および file
prompt グローバル コンフィギュレーション コマンドの現在の設定によって異なります。

NVRAM より大きいコンフィギュレーション ファイルの保守
NVRAM のサイズを超えるコンフィギュレーション ファイルを保守するには、以降のセクション
で説明するタスクを実行します。

コンフィギュレーション ファイルの圧縮（CLI）
コンフィギュレーション ファイルを圧縮するには、このセクションの手順を実行してください。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにし
ます。

例：

• パスワードを入力します（要求

Device> enable

ステップ 2

configure terminal

された場合）。
グローバル コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

servicecompress-config

コンフィギュレーション ファイルを
圧縮することを指定します。

例：
Device(config)# service compress-config

ステップ 4

グローバル コンフィギュレーション
モードを終了します。

end
例：
Device(config)# end

ステップ 5

次のいずれかを実行します。
• 新しいコンフィギュレーションをコピー
するには、FTP、RCP、TFTP を使用しま
す。

新しいコンフィギュレーションを入
力します。
• NVRAM のサイズの 3 倍以上の
コンフィギュレーションをロー

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

2403

コンフィギュレーション ファイル情報の管理方法

コマンドまたはアクション

目的
ドしようとすると、次のエラー
メッセージが表示されます。

• configureterminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 6

「[buffer overflow - file-size /buffer-size
bytes]。」

copysystem:running-confignvram:startup-config 実行コンフィギュレーションの変更
が終わったら、新しいコンフィギュ
例：
レーションを保存します。
Device(config)# copy system:running-config
nvram:startup-config

例
次に、129 KB のコンフィギュレーション ファイルを 11 KB に圧縮する例を示します。
Device# configure terminal
Device(config)# service compress-config
Device(config)# end
Device# copy tftp://172.16.2.15/tokyo-confg system:running-config
Configure using tokyo-confg from 172.16.2.155? [confirm] y
Booting tokyo-confg from 172.16.2.155:!!! [OK - 874/16000 bytes]
Device# copy system:running-config nvram:startup-config
Building configuration...
Compressing configuration from 129648 bytes to 11077 bytes
[OK]

コンフィギュレーションのクラス A フラッシュ ファイル システム上のフラッシュ メモリへの格納（CLI）
スタートアップコンフィギュレーションをフラッシュメモリに格納するには、このセクションの
手順を実行してください。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにし
ます。

例：
Device> enable

• パスワードを入力します（要求
された場合）。
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

copynvram:startup-config
flash-filesystem:filename

新しい場所に現在のスタートアップ
コンフィギュレーションをコピーし
て、コンフィギュレーション ファイ
ルを作成します。

例：
Device# copy nvram:startup-config
usbflash0:switch-config

ステップ 3

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 4

bootconfigflash-filesystem: filename
例：
Device(config)# boot config
usbflash0:switch-config

ステップ 5

CONFIG_FILE 環境変数を設定する
ことにより、フラッシュ メモリにス
タートアップ コンフィギュレーショ
ン ファイルを格納することを指定し
ます。
グローバル コンフィギュレーション
モードを終了します。

end
例：
Device(config)# end

ステップ 6

次のいずれかを実行します。
• 新しいコンフィギュレーションをコピー

新しいコンフィギュレーションを入
力します。

するには、FTP、RCP、TFTP を使用しま
す。NVRAM サイズの 3 倍を超える大き
さのコンフィギュレーションをロードし
ようとすると、次のエラー メッセージが
表示されます。「[buffer overflow - file-size
/buffer-size bytes]」
• configureterminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 7

copysystem:running-confignvram:startup-config 実行コンフィギュレーションの変更
が終わったら、新しいコンフィギュ
例：
レーションを保存します。
Device(config)# copy system:running-config
nvram:startup-config

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

2405

コンフィギュレーション ファイル情報の管理方法

例
以下に、usbflash0: に格納したコンフィギュレーションの例を示します。
Device# copy nvram:startup-config usbflash0:switch-config
Device# configure terminal
Device(config)# boot config usbflash0:switch-config
Device(config)# end
Device# copy system:running-config nvram:startup-config

ネットワークからのコンフィギュレーション コマンドのロード（CLI）
ネットワーク サーバを使用して、大きなコンフィギュレーションを保存するには、このセクショ
ンの手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにし
ます。

例：
Device> enable

ステップ 2

copysystem:running-config {ftp: | rcp: | tftp:}
例：

• パスワードを入力します（要
求された場合）。
実行コンフィギュレーションを
FTP、RCP、TFTP のいずれかのサー
バに保存します。

Device# copy system:running-config ftp:

ステップ 3

configureterminal

グローバル コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 4

bootnetwork {ftp:[[[//[username [:password
起動時にスタートアップ コンフィ
]@]location ]/directory ]/filename ] |
ギュレーション ファイルをネット
rcp:[[[//[username@]location ]/directory ]/filename ワーク サーバからロードすること
] | tftp:[[[//location ]/directory ]/filename ]}
を指定します。
例：
Device(config)# boot network
ftp://user1:guessme@example.com/dir10/file1
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

serviceconfig

システムの起動時にコンフィギュ
レーション ファイルをダウンロー
ドするようにスイッチをイネーブル
にします。

例：
Device(config)# service config

ステップ 6

グローバル コンフィギュレーショ
ン モードを終了します。

end
例：
Device(config)# end

ステップ 7

copysystem:running-confignvram:startup-config 設定を保存します。
例：
Device# copy system:running-config
nvram:startup-config

フラッシュメモリからスタートアップまたは実行コンフィギュレーションへのコン
フィギュレーション ファイルのコピー（CLI）
フラッシュ メモリから現在の NVRAM にあるスタートアップ コンフィギュレーションまたは実
行コンフィギュレーションへコンフィギュレーション ファイルを直接コピーするには、ステップ
2 のいずれかのコマンドを入力します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された
場合）。

Device> enable

ステップ 2

次のいずれかを実行します。
• copy filesystem:
[partition-number:][filename ]
nvram:startup-config
• copy filesystem:
[partition-number:][filename ]
system:running-config

• NVRAM にコンフィギュレーション
ファイルを直接ロードする、または
• 現在の実行コンフィギュレーションに
コンフィギュレーション ファイルを
コピーします。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

2407

コンフィギュレーション ファイル情報の管理方法

コマンドまたはアクション

目的

例：
Device# copy usbflash0:4:ios-upgrade-1
nvram:startup-config

例
次に、usbflash0 にあるフラッシュ メモリ PC カードのパーティション 4 からスイッチのスタート
アップ コンフィギュレーションへ ios-upgrade-1 という名前のファイルをコピーする例を示しま
す。
Device# copy usbflash0:4:ios-upgrade-1 nvram:startup-config
Copy 'ios-upgrade-1' from flash device as 'startup-config' ? [yes/no] yes
[OK]

フラッシュ メモリ ファイル システム間でのコンフィギュレーション ファイルのコ
ピー（CLI）
複数のフラッシュ メモリ ファイル システムを備えたプラットフォーム上では、内部フラッシュ
メモリなどのフラッシュ メモリ ファイル システムから他のフラッシュ メモリ ファイル システム
へファイルをコピーできます。異なるフラッシュ メモリ ファイル システムへファイルをコピー
すると、使用中のコンフィギュレーションのバックアップ コピーを作成し、他のスイッチにコン
フィギュレーションを複製できます。フラッシュ メモリ ファイル システム間でコンフィギュレー
ション ファイルをコピーするには、EXEC モードで次のコマンドを使用します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された
場合）。

Device> enable

ステップ 2

show source-filesystem:

フラッシュ メモリのレイアウトと内容を表
示して、ファイル名を確認します。

例：
Device# show flash:
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コマンドまたはアクション
ステップ 3

目的

copy source-filesystem:
フラッシュ メモリ デバイス間でコンフィ
[partition-number:][filename ]
ギュレーション ファイルをコピーします。
dest-filesystem:[partition-number:][filename
• コピー元デバイスとコピー先デバイス
]
は同じにはできません。例えば、copy
usbflash0: usbflash0: コマンドは無効
例：
です。
Device# copy flash: usbflash0:

例
次に、内部フラッシュ メモリのパーティション 1 からスイッチ上の usbflash0 のパーティション 1
へ running-config という名前のファイルをコピーする例を示します。この例では、コピー元のパー
ティションが指定されていないため、スイッチからパーティション番号を要求されます。
Device# copy flash: usbflash0:
System flash
Partition
Size
Used
Free
Bank-Size State
Copy Mode
1
4096K
3070K
1025K
4096K
Read/Write
Direct
2
16384K
1671K
14712K
8192K
Read/Write
Direct
[Type ?<no> for partition directory; ? for full directory; q to abort]
Which partition? [default = 1]
System flash directory, partition 1:
File Length
Name/status
1
3142748 dirt/network/mars-test/c3600-j-mz.latest
2
850
running-config
[3143728 bytes used, 1050576 available, 4194304 total]
usbflash0 flash directory:
File Length
Name/status
1
1711088 dirt/gate/c3600-i-mz
2
850
running-config
[1712068 bytes used, 2482236 available, 4194304 total]
Source file name? running-config
Destination file name [running-config]?
Verifying checksum for 'running-config' (file # 2)... OK
Erase flash device before writing? [confirm]
Flash contains files. Are you sure you want to erase? [confirm]
Copy 'running-config' from flash: device
as 'running-config' into usbflash0: device WITH erase? [yes/no] yes
Erasing device... eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ...erased!
[OK - 850/4194304 bytes]
Flash device copy took 00:00:30 [hh:mm:ss]
Verifying checksum... OK (0x16)

FTP サーバからフラッシュ メモリ デバイスへのコンフィギュレーション ファイルの
コピー（CLI）
FTP サーバからフラッシュ メモリ デバイスへコンフィギュレーション ファイルをコピーするに
は、以下の手順を実行します。
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手順
コマンドまたはアクション
enable
ス
テッ
プ 1 例：
Device> enable

目的
特権
EXEC
モードを
イネーブ
ルにしま
す。
• パス
ワー
ドを
入力
しま
す
（要
求さ
れた
場
合）。

configureterminal
ス
テッ
プ 2 例：
Device# configure terminal

（任意）
グローバ
ル コン
フィギュ
レーショ
ン モード
を開始し
ます。こ
の手順
は、デ
フォルト
のリモー
ト ユーザ
名または
パスワー
ドを上書
きする場
合にだけ
必要です
（ステッ
プ 3 およ
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コマンドまたはアクション

目的
び 4 を参
照）。

ipftpusername username
ス
テッ
プ 3 例：
Device(config)# ip ftp username Admin01

ipftppassword password
ス
テッ
プ 4 例：
Device(config)# ip ftp password adminpassword

end
ス
テッ
プ 5 例：
Device(config)# end

copyftp: [[//location]/directory ]/bundle_nameflash:
ス
テッ
プ 6 例：
Device>copy
ftp:/cat3k_caa-universalk9.SSA.03.12.02.EZP.150-12.02.EZP.150-12.02.EZP.bin
flash:

（任意）
リモート
ユーザ名
を指定し
ます。
（任意）
リモート
パスワー
ドを指定
します。
（任意）
コンフィ
ギュレー
ション
モードを
終了しま
す。この
ステップ
が必要に
なるの
は、デ
フォルト
のリモー
ト ユーザ
名を上書
きする場
合のみで
す（ス
テップ 3
および 4
を参
照）。
FTP を使
用して
ネット
ワーク
サーバか
らフラッ
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コマンドまたはアクション

目的
シュ メモ
リ デバイ
スへコン
フィギュ
レーショ
ン ファイ
ルをコ
ピーしま
す。

次の作業
copy EXEC コマンドを発行した後、追加情報またはアクションの確認を求めるプロンプトが表示
される場合があります。表示されるプロンプトは、copy コマンドで入力した情報量および file
prompt グローバル コンフィギュレーション コマンドの現在の設定によって異なります。

RCP サーバからフラッシュ メモリ デバイスへのコンフィギュレーション ファイル
のコピー（CLI）
RCP サーバからフラッシュ メモリ デバイスへコンフィギュレーション ファイルをコピーするに
は、以下の手順を実行します。

手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 enable
例：

目的
特権 EXEC モードをイネーブルにします。
• パスワードを入力します（要求された
場合）。

Device> enable

ステップ 2 configureterminal
例：
Device# configure terminal

（任意）グローバル コンフィギュレーショ
ンモードを開始します。この手順は、デフォ
ルトのリモート ユーザ名またはパスワード
を上書きする場合にのみ必要です（ステップ
3 を参照）。
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コマンドまたはアクション
ステップ 3 iprcmdremote-username username

目的
（任意）リモート ユーザ名を指定します。

例：
Device(config)# ip rcmd
remote-username Admin01

ステップ 4 end
例：
Device(config)# end

ステップ 5 copyrcp: [[[//[username@]location
]/directory] /bundle_name]flash:
例：
Device# copy
rcp://netadmin@172.16.101.101/bundle1
flash:

（任意）コンフィギュレーション モードを
終了します。この手順は、デフォルトのリ
モート ユーザ名またはパスワードを上書き
する場合にのみ必要です（ステップ 3 を参
照）。
RCP を使用してネットワーク サーバからフ
ラッシュメモリデバイスへコンフィギュレー
ション ファイルをコピーします。追加情報
または確認を要求するスイッチからのプロン
プトに対し応答します。このプロンプトは、
copy コマンドで入力した情報量および
fileprompt コマンドの現在の設定によって異
なります。

TFTP サーバからフラッシュ メモリ デバイスへのコンフィギュレーション ファイル
のコピー（CLI）
TFTP サーバからフラッシュ メモリ デバイスへコンフィギュレーション ファイルをコピーするに
は、以下の手順を実行します。

手順
コマンドまたはアクション
enable
ス
テッ
プ 1 例：
Device> enable

目的
特権
EXEC
モード
をイ
ネーブ
ルにし
ます。
•パ
ス
ワー
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コマンドまたはアクション

目的
ド
を
入
力
し
ま
す
（要
求
さ
れ
た
場
合）。

copytftp: [[[//location ]/directory ]/bundle_nameflash:
ス
テッ
プ 2 例：
Device#
copy
tftp:/cat3k_caa-universalk9.SSA.03.12.02.EZP.150-12.02.EZP.150-12.02.EZP.bin
flash:

TFTP
サーバ
からフ
ラッ
シュ メ
モリ デ
バイス
へファ
イルを
コピー
しま
す。追
加情報
または
確認を
要求す
るス
イッチ
からの
プロン
プトに
対し応
答しま
す。こ
のプロ
ンプト
は、
copy コ
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コマンドまたはアクション

目的
マンド
で入力
した情
報量お
よび file
prompt
コマン
ドの現
在の設
定に
よって
異なり
ます。

例
次に、TFTP サーバから usbflash0 に挿入されているフラッシュ メモリ カードへ、switch-config と
いう名前のコンフィギュレーション ファイルをコピーする例を示します。コピーされたファイル
の名前は new-config に変更されます。
Device#
copy tftp:switch-config usbflash0:new-config

スタートアップ コンフィギュレーション ファイルでのコンフィギュレーション コ
マンドの再実行（CLI）
スタートアップコンフィギュレーションファイルのコマンドを再実行するには、このセクション
の手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場
合）。

Device> enable

ステップ 2

configurememory
例：

スタートアップ コンフィギュレーション ファイ
ルでコンフィギュレーション コマンドを再実行
します。

Device# configure memory
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スタートアップ コンフィギュレーションのクリア（CLI）
スタートアップ コンフィギュレーションから設定情報を消去できます。スイッチをスタートアッ
プ コンフィギュレーションなしで再起動した場合は、スイッチを最初から設定できるように、ス
イッチは、Setup コマンド ファシリティに移行します。スタートアップ コンフィギュレーション
の内容をクリアするには、次の手順を実行します。

手順

ステッ
プ1

コマンドまたは
アクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステッ
プ2

erasenvram
例：
Device# erase
nvram

スタートアップ コンフィギュレーションの内容をクリアします。
（注）

クラス A フラッシュ ファイル システムのプラットフォー
ム以外のすべてのプラットフォームでは、このコマンドに
より NVRAM が消去されます。スタートアップ コンフィ
ギュレーション ファイルは、いったん削除すると復元でき
ません。クラス A フラッシュ ファイル システムのプラッ
トフォーム上では、erase startup-config EXEC コマンドを
使用すると、スイッチが CONFIG_FILE 環境変数により指
定されたコンフィギュレーションを消去または削除しま
す。この変数が NVRAM を指定している場合は、スイッチ
により NVRAM が消去されます。CONFIG_FILE 環境変数
がフラッシュ メモリ デバイスとコンフィギュレーション
ファイル名を指定している場合は、スイッチによりコン
フィギュレーション ファイルが削除されます。つまり、そ
のコンフィギュレーション ファイルは、スイッチにより消
去されるのではなく、「削除済み」としてマークされま
す。この機能では、削除されたファイルを回復できます。

指定されたコンフィギュレーション ファイルの削除（CLI）
特定のフラッシュ デバイスの指定された設定を削除するには、このセクションの手順を実行しま
す。
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手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアク
ション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステッ
プ2

delete
特定のフラッシュ デバイス上の指定されたコンフィギュレー
flash-filesystem:filename ション ファイルを削除します。
例：

（注）

Device# delete
usbflash0:myconfig

クラス A および B フラッシュ ファイル システムで
は、フラッシュ メモリ内の特定のファイルを削除する
と、そのファイルは削除済みとしてシステムにより
マークされます。これにより、undelete EXEC コマン
ドを使用して、削除したファイルを後で回復できるよ
うになります。消去されたファイルは回復できませ
ん。コンフィギュレーション ファイルを完全に消去す
るには、squeeze EXEC コマンドを使用します。クラ
ス C フラッシュ ファイル システムでは、削除された
ファイルは回復できません。CONFIG_FILE 環境変数
で指定されたコンフィギュレーション ファイルを消去
または削除しようとした場合、システムにより削除の
確認を求めるプロンプトが表示されます。

クラス A フラッシュ ファイル システムでの CONFIG_FILE 環境変数の指定（CLI）
クラス A フラッシュ ファイル システムでは、CONFIG_FILE 環境変数で指定されたスタートアッ
プ コンフィギュレーション ファイルをロードするように Cisco IOS ソフトウェアを設定できます。
CONFIG_FILE 変数のデフォルトは NVRAM になります。CONFIG_FILE 環境変数を変更するに
は、このセクションの手順を実行してください。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにし
ます。

例：
Device> enable

• パスワードを入力します（要求
された場合）。
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

copy [flash-url | ftp-url | rcp-url | tftp-url |
system:running-config | nvram:startup-config]
dest-flash-url

フラッシュ ファイル システムにコ
ンフィギュレーション ファイルをコ
ピーします。再起動時には、ここか
らスイッチにファイルがロードされ
ます。

例：
Device# copy system:running-config
nvram:startup-config

ステップ 3

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 4

bootconfig dest-flash-url
例：
Device(config)# boot config 172.16.1.1

ステップ 5

end

CONFIG_FILE 環境変数を設定しま
す。この手順により、実行時の
CONFIG_FILE 環境変数が変更され
ます。
グローバル コンフィギュレーション
モードを終了します。

例：
Device(config)# end

ステップ 6

copysystem:running-confignvram:startup-config スタートアップ コンフィギュレー
ションにステップ 3 で実行されたコ
例：
ンフィギュレーションを保存しま
す。
Device# copy system:running-config
nvram:startup-config

ステップ 7

showboot

（任意）CONFIG_FILE 環境変数の
内容を確認できます。

例：
Device# show boot

例
次の例は、実行コンフィギュレーション ファイルをスイッチにコピーします。その後、システム
が再起動されるとこのコンフィギュレーションがスタートアップ コンフィギュレーションとして
使用されます。
Device# copy system:running-config usbflash0:config2
Device# configure terminal
Device(config)# boot config usbflash0:config2
Device(config)# end
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Device# copy system:running-config nvram:startup-config
[ok]
Device# show boot
BOOT variable = usbflash0:rsp-boot-m
CONFIG_FILE variable = nvram:
Current CONFIG_FILE variable = usbflash0:config2
Configuration register is 0x010F

次の作業
スタートアップ コンフィギュレーション ファイルの場所を指定すると、nvram:startup-config コ
マンドは、スタートアップコンフィギュレーションファイルの新しい場所のエイリアスとなりま
す。more nvram:startup-config EXEC コマンドにより、スタートアップ コンフィギュレーション
が、その場所に関係なく表示されます。erase nvram:startup-config EXEC コマンドにより、NVRAM
の内容が消去され、CONFIG_FILE 環境変数で指定されたファイルが削除されます。
copy system:running-config nvram:startup-config コマンドを使用して設定を保存した場合、スイッ
チにより、コンフィギュレーション ファイルの完全バージョンは CONFIG_FILE 環境変数で指定
した場所に保存され、抽出バージョンは NVRAM に保存されます。抽出バージョンとは、アクセ
ス リスト情報を含まないバージョンです。NVRAM に完全バージョンのコンフィギュレーション
ファイルが含まれている場合、スイッチは、完全バージョンを抽出バージョンで上書きすること
を確認するプロンプトを表示します。NVRAM に抽出コンフィギュレーションが含まれている場
合、スイッチは確認のプロンプトを表示しないで NVRAM にある既存の抽出バージョンのコン
フィギュレーション ファイルを上書きする処理を続行します。

（注）

フラッシュ デバイスにあるファイルを CONFIG_FILE 環境変数として指定した場合、copy
system:running-config nvram:startup-config コマンドでコンフィギュレーション ファイルを保
存するたびに、古いコンフィギュレーション ファイルは「deleted」とマークされ、新しいコン
フィギュレーション ファイルがそのデバイスに保存されます。それでも古いコンフィギュレー
ション ファイルがメモリを使用するため、最終的にフラッシュ メモリは一杯になります。
squeeze EXEC コマンドを使用して、古いコンフィギュレーション ファイルを完全に削除して
から、領域を再要求してください。

コンフィギュレーション ファイルをダウンロードするスイッチの設定
ネットワーク コンフィギュレーションおよびホスト コンフィギュレーション ファイル名の順序
付きリストを指定できます。Cisco IOS XE ソフトウェアは、適切なネットワークまたはホスト コ
ンフィギュレーション ファイルをロードするまで、このリストをスキャンします。
システムの起動時にコンフィギュレーション ファイルをダウンロードするようにスイッチを設定
するには、次の項で説明する作業を少なくとも 1 つ実行します。
• ネットワーク コンフィギュレーション ファイルをダウンロードするスイッチの設定（CLI）
• ホスト コンフィギュレーション ファイルをダウンロードするスイッチの設定（CLI）
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起動中にコンフィギュレーション ファイルをロードできなかった場合、要求されたファイルがホ
ストから提供されるまで、スイッチは10分ごと（デフォルト設定）に再試行します。試行が失敗
するごとに、スイッチにより以下のメッセージがコンソール端末に表示されます。
Booting host-confg... [timed out]

スタートアップコンフィギュレーションファイルになんらかの問題がある場合、またはコンフィ
ギュレーション レジスタが NVRAM を無視するように設定されている場合は、スイッチは Setup
コマンド ファシリティに移行します。

ネットワーク コンフィギュレーション ファイルをダウンロードするスイッチの設定（CLI）
起動時にサーバからネットワーク コンフィギュレーション ファイルをダウンロードするように
Cisco IOS ソフトウェアを設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

bootnetwork {ftp:[[[//[username 起動時にダウンロードするネットワーク コンフィ
[:password ]@]location ]/directory ギュレーション ファイルおよび使用されるプロト
]/filename ] |
コル（TFTP、RCP、または FTP）を指定します。
rcp:[[[//[username@]location
• ネットワーク コンフィギュレーション ファイ
]/directory ]/filename ] |
tftp:[[[//location ]/directory
ル名を指定しない場合、Cisco IOS ソフトウェ
]/filename ]}
アはデフォルトのファイル名の network-confg
を使用します。アドレスを省略した場合、ス
例：
イッチはブロードキャスト アドレスを使用し
ます。
Device(config)# boot network
tftp:hostfile1

• 複数のネットワーク コンフィギュレーション
ファイルを指定できます。ソフトウェアは、
ネットワーク コンフィギュレーション ファイ
ルをロードできるまで、入力された順に試行し
ます。この手順は、異なる設定情報を持つ、
ネットワーク サーバ上にロードされるファイ
ルを複数保持する場合に役立ちます。
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

serviceconfig

再起動時にネットワーク ファイルを自動的にロー
ドするようにシステムをイネーブルにします。

例：
Device(config)# service
config

ステップ 5

end

グローバル コンフィギュレーション モードを終了
します。

例：
Device(config)# end

ステップ 6

copy system:running-config
nvram:startup-config

実行コンフィギュレーションをスタートアップ コ
ンフィギュレーション ファイルに保存します。

例：
Device# copy
system:running-config
nvram:startup-config

ホスト コンフィギュレーション ファイルをダウンロードするスイッチの設定（CLI）
起動時にサーバからホスト コンフィギュレーション ファイルをダウンロードするように Cisco IOS
ソフトウェアを設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにしま
す。

例：
Device> enable

ステッ
プ2

configureterminal

• パスワードを入力します（要求され
た場合）。
グローバルコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステッ
プ3

boothost {ftp:[[[//[username [:password
起動時にダウンロードするホスト コン
]@]location ]/directory ]/filename ] |
フィギュレーション ファイルおよび使
rcp:[[[//[username@]location ]/directory ]/filename
] | tftp:[[[//location ]/directory ]/filename ] }
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コマンドまたはアクション

目的

例：

用されるプロトコル（FTP、RCP、また
は TFTP）を指定します。

Device(config)# boot host tftp:hostfile1

• ホスト コンフィギュレーション
ファイルの名前を指定しない場合、
スイッチは、それ自身の名前を使用
してホスト コンフィギュレーショ
ン ファイル名を形成します。この
とき、その名前はすべて小文字に変
換され、すべてのドメイン情報は削
除され、「-config」が追加されま
す。ホスト名の情報を利用できない
場合は、ソフトウェアはデフォルト
のホスト コンフィギュレーション
ファイル名の スイッチ -confg を使
用します。アドレスを省略した場
合、スイッチ はブロードキャスト
アドレスを使用します。
• 複数のホストコンフィギュレーショ
ン ファイルを指定できます。Cisco
IOS ソフトウェアは、ホスト コン
フィギュレーションファイルをロー
ドできるまで、入力された順に試行
します。この手順は、異なる設定情
報を持つ、ネットワーク サーバ上
にロードされるファイルを複数保持
する場合に役立ちます。

ステッ
プ4

serviceconfig
例：

再起動時にホスト ファイルを自動的に
ロードするようにシステムをイネーブル
にします。

Device(config)# service config

ステッ
プ5

end

グローバルコンフィギュレーションモー
ドを終了します。

例：
Device(config)# end

ステッ
プ6

copysystem:running-confignvram:startup-config 実行コンフィギュレーションをスタート
アップ コンフィギュレーション ファイ
例：
ルに保存します。
Device# copy system:running-config
nvram:startup-config
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例
次に、hostfile1 という名前のホスト コンフィギュレーション ファイルおよび networkfile1 という
名前のネットワークコンフィギュレーションファイルをダウンロードするようにスイッチを設定
する例を示します。スイッチは TFTP およびブロードキャスト アドレスを使用してファイルを取
得します。
Device# configure terminal
Device(config)# boot host tftp:hostfile1
Device(config)# boot network tftp:networkfile1
Device(config)# service config
Device(config)# end
Device# copy system:running-config nvram:startup-config

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Commands List, All Releases』

Cisco IOS コンフィギュレーション コマンド

『Cisco IOS Configuration Fundamentals Command
Reference』

エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi

標準
規格

Title

この機能がサポートする新しい規格または変更 -された規格はありません。また、この機能によ
る既存規格のサポートに変更はありません。
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その他の参考資料

MIB
MIB

MIB のリンク
選択したプラットフォーム、Cisco ソフトウェ
ア リリース、およびフィーチャ セットの MIB
ポートされていません。また、既存のMIB
を検索してダウンロードする場合は、次の URL
に対するサポートに変更はありません。
にある Cisco MIB Locator を使用します。

• 新しい MIB または変更された MIB はサ

http://www.cisco.com/go/mibs

RFC
RFC

Title

新しい RFC または変更された RFC はサポート -されていません。また、既存の RFC に対する
サポートに変更はありません。

シスコのテクニカル サポート
説明

Link

★枠で囲まれた Technical Assistance の場合★右 http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
の URL にアクセスして、シスコのテクニカル
サポートを最大限に活用してください。これら
のリソースは、ソフトウェアをインストールし
て設定したり、シスコの製品やテクノロジーに
関する技術的問題を解決したりするために使用
してください。この Web サイト上のツールに
アクセスする際は、Cisco.com のログイン ID お
よびパスワードが必要です。
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• コンフィギュレーションの置換とロールバックの前提条件, 2425 ページ
• コンフィギュレーションの置換とロールバックの制約事項, 2426 ページ
• コンフィギュレーションの置換とロールバックについて, 2426 ページ
• コンフィギュレーションの置換とロールバックの使用方法, 2429 ページ
• コンフィギュレーションの置換とロールバックの設定例, 2435 ページ
• その他の参考資料, 2438 ページ

コンフィギュレーションの置換とロールバックの前提条件
コンフィギュレーションの置換とロールバックの機能に対する入力となるコンフィギュレーショ
ン ファイルの形式は、標準の Cisco ソフトウェア コンフィギュレーション ファイルの、次に示す
インデント規則に準拠している必要があります。
• 新しい行のすべてのコマンドは、コマンドがコンフィギュレーション サブモードにない限
り、インデントなしで開始します。
• レベル 1 コンフィギュレーション サブモード内のコマンドは、スペース 1 個分インデントし
ます。
• レベル 2 コンフィギュレーション サブモード内のコマンドは、スペース 2 個分インデントし
ます。
• 以下、続くサブモード内のコマンドは、同じようにインデントします。
これらのインデント規則には、ソフトウェアが show running-config や copy running-config
destination-url などのコマンドのコンフィギュレーション ファイルを作成する方法が記述されてい
ます。シスコデバイスで生成されるコンフィギュレーションファイルは、いずれもこうした規則
に従います。
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2 つのコンフィギュレーション ファイル（現在の実行コンフィギュレーションと、保存された置
換用コンフィギュレーション）を合わせたサイズより大きな空きメモリが必要です。

コンフィギュレーションの置換とロールバックの制約事項
デバイスに、2 つのコンフィギュレーション ファイル（現在の実行コンフィギュレーションと、
保存された置換用コンフィギュレーション）を合わせたサイズより大きな空きメモリがない場合、
コンフィギュレーション置換操作は実行されません。
ネットワーク デバイスの物理コンポーネント（物理インターフェイスなど）に関連する特定の
Cisco コンフィギュレーション コマンドは、実行コンフィギュレーションについて追加または削
除することはできません。たとえば、コンフィギュレーション置換操作を行っても、そのインター
フェイスがデバイス上に物理的に存在する場合、現在の実行コンフィギュレーションから interface
ethernet 0 コマンド行を削除することはできません。同様に、interface ethernet 1 コマンド行は、
そのようなインターフェイスがデバイス上に物理的に存在しない場合、実行コンフィギュレーショ
ンに追加することはできません。コンフィギュレーション置換操作でこのタイプの変更を試行す
ると、その特定のコマンド行が失敗したことを示すエラー メッセージが表示されます。
非常にまれなケースですが、ルータをリロードしないと特定の Cisco コンフィギュレーション コ
マンドを実行コンフィギュレーションから削除できないことがあります。コンフィギュレーショ
ン置換操作でこのタイプのコマンドの削除を試行すると、その特定のコマンド行が失敗したこと
を示すエラー メッセージが表示されます。

コンフィギュレーションの置換とロールバックについて
Configuration Archive
Cisco IOS コンフィギュレーション アーカイブは、configure replace コマンドを使用するコンフィ
ギュレーションのロールバック機能を強化するために、Cisco IOS コンフィギュレーション ファイ
ルのアーカイブの保存、編成、管理を行うことを目的とした機能です。この機能の導入前にも、
実行コンフィギュレーションのコピーを copy running-config destination-url コマンドを使用して保
存し、ローカルやリモートに置換ファイルを保管できました。ただし、この方法ではファイルの
自動管理を行うことはできませんでした。一方、コンフィギュレーションの置換とロールバック
機能では、実行コンフィギュレーション ファイルを自動的に Cisco IOS コンフィギュレーション
アーカイブに保存できます。アーカイブされたファイルはコンフィギュレーションのチェックポ
イントとして参照することができ、configure replace コマンドを使用して以前のコンフィギュレー
ション状態に戻すために利用できます。
archive config コマンドを使用すると、Cisco IOS コンフィギュレーションをコンフィギュレーショ
ン アーカイブに保存できます。その場合、標準のディレクトリとファイル名のプレフィクスが使
用され、バージョン番号（およびオプションでタイムスタンプ）が自動的に付加されます。バー
ジョン番号は連続したファイルを保存するごとに、1 つずつ大きくなります。この機能により、
保存した Cisco IOS コンフィギュレーション ファイルを一貫して識別できます。アーカイブに保
存する実行コンフィギュレーションの数は指定することができます。アーカイブ内のファイル数
が上限値に達すると、次に最新のファイルが保存されるときに、最も古いファイルが自動的に消
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去されます。show archive コマンドを使用すると、Cisco IOS コンフィギュレーション アーカイブ
に保存されているすべてのコンフィギュレーション ファイルに関する情報が表示されます。
コンフィギュレーション ファイルを保存する Cisco IOS コンフィギュレーション アーカイブは、
configure replace コマンドで使用することによって、FTP、HTTP、RCP、TFTP のファイル システ
ム上に配置できます。

コンフィギュレーションの置換
configure replace 特権 EXEC コマンドにより、現在の実行コンフィギュレーションを、保存して
おいた Cisco IOS コンフィギュレーション ファイルで置換することができます。この機能は、コ
ンフィギュレーションを保存しておいた状態へ戻すために使用することができ、そのコンフィギュ
レーション状態が保存された後にどのような変更が加えられても、効果的にロールバックさせる
ことができます。
configure replace コマンドを使用するときは、現在の実行コンフィギュレーションと置換するため
の、保存された Cisco IOS コンフィギュレーション ファイルを指定する必要があります。置換ファ
イルは、Cisco IOS デバイスによって作成された完全なコンフィギュレーション（ copy running-config
destination-url コマンドによって作成されたものなど）であることが必要です。置換ファイルを外
部的に作成する場合は、Cisco IOS デバイスが作成するファイル形式に完全に準拠していなければ
なりません。configure replace コマンドを入力すると、現在の実行コンフィギュレーションが指定
された置換コンフィギュレーションと比較され、一連の diff が生成されます。2 つのファイルの比
較に使用されるアルゴリズムは、show archive config differences コマンドで使用されるものと同じ
です。置換コンフィギュレーションの状態になるよう、diff の結果が Cisco IOS パーサーによって
適用されます。diff のみが適用されるため、現在の実行コンフィギュレーション上にすでに存在し
ていた設定コマンドを再適用することにより生じる、潜在的なサービスの中断を避けられます。
このアルゴリズムでは、順序に依存するコマンド（アクセス リストなど）へのコンフィギュレー
ション変更を、複数のパス プロセスを通して効果的に実行します。通常の環境では、コンフィ
ギュレーション置換操作の完了に必要なパスは 3 つまでであり、ループ動作を防ぐためのパスは
最大 5 つまでに制限されます。
copy source-url running-config 特権 EXEC コマンドは、保存された Cisco IOS コンフィギュレーショ
ン ファイルを実行コンフィギュレーションへコピーするためによく使用されます。copy source-url
running-config コマンドを configure replace target-url 特権 EXEC コマンドの代わりに使用する場
合、主な相違点として次の点に注意が必要です。
• copy source-url running-config コマンドはマージ動作であり、ソース ファイルと現在の実行
コンフィギュレーションの両方のコマンドがすべて保持されます。このコマンドでは、現在
の実行コンフィギュレーションにのみ含まれ、ソース ファイルには存在しないコマンドが削
除されることはありません。これに対し、configure replace target-url コマンドでは、置換ファ
イルに存在しないコマンドは現在の実行コンフィギュレーションから削除され、現在の実行
コンフィギュレーションに追加が必要なコマンドが追加されます。
• copy source-url running-config コマンドでは、現在の実行コンフィギュレーションにすでに存
在しているかどうかにかかわらず、ソース ファイル中のすべてのコマンドが適用されます。
このアルゴリズムは効率的でない上、場合によってはサービスの停止が発生します。これに
対し、configure replace target-url コマンドでは適用が必要なコマンドのみを適用し、現在の
実行コンフィギュレーションに存在しているコマンドは再適用されません。
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• copy source-url running-config コマンドでは部分的なコンフィギュレーション ファイルもコ
ピー元として使用できますが、configure replace target-url コマンドの置換ファイルとして使
用できるのは、完全な Cisco IOS コンフィギュレーション ファイルのみです。
コンフィギュレーション置換操作にロック機能が導入されました。configure replace コマンドが使
用されると、コンフィギュレーション置換中、デフォルトで実行コンフィギュレーション ファイ
ルがロックされます。このロック メカニズムによって、置換動作の実行中に他のユーザが実行コ
ンフィギュレーションを変更しようとしたために、置換動作の不正終了が発生することを防止で
きます。no lock キーワードを configure replace コマンドの実行時に使用すると、実行コンフィ
ギュレーションのロックをディセーブルにできます。
実行コンフィギュレーションのロックは、コンフィギュレーションの置換動作終了時に自動的に
クリアされます。show configuration lock コマンドを使用すると、現在実行コンフィギュレーショ
ンに適用されているロックをすべて表示できます。

コンフィギュレーション ロールバック
ロールバックの概念は、データベースの操作ではトランザクション プロセス モデルに由来しま
す。データベース トランザクションでは、あるデータベースのテーブルに一連の変更を加えるこ
とがあります。その後、変更を実行する（変更を恒久的に適用する）か、変更をロールバックす
る（変更を破棄してテーブルを以前の状態に戻す）かを選択することになります。ここでロール
バックが意味するのは、変更のログを含んだジャーナル ファイルが破棄され、何の変更も加えら
れないということです。ロールバック操作の結果として、加えた変更が適用される前の状態に戻
ります。
configure replace コマンドを使用することで、以前のコンフィギュレーション状態へ戻ることが可
能になり、コンフィギュレーション状態の保存後に加えた変更を効率的にロールバックさせるこ
とができます。Cisco IOS コンフィギュレーション ロールバックは、適用された一連の変更をもと
にロールバック動作を行うのではなく、保存された Cisco コンフィギュレーション ファイルに基
づいた特定のコンフィギュレーション状態へ戻るというコンセプトを採用しています。このコン
セプトは、チェックポイント（データベースの保存されたバージョン）に特定の状態を保存して
おくという、データベースの考え方に類似しています。
コンフィギュレーションのロールバック機能が必要な場合、コンフィギュレーションの変更に先
立って Cisco IOS 実行コンフィギュレーションを保存する必要があります。そして、コンフィギュ
レーションへの変更を入力した後に、保存しておいたコンフィギュレーション ファイルを変更の
ロールバックに使用できます（ configure replace target-url コマンドを使用）。保存された Cisco
IOS コンフィギュレーション ファイルならどれでも置換コンフィギュレーションとして指定でき
るため、一部のロールバック モデルのように、ロールバックの数が制限されることもありませ
ん。

コンフィギュレーション ロールバック変更確認
コンフィギュレーション ロールバック変更確認機能により、コンフィギュレーション変更の実行
に際して確認を要求するようオプションで設定できます。この確認が受信できない場合、コンフィ
ギュレーションは変更が適用される前の状態に戻されます。このメカニズムは、ネットワーク デ
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バイスとユーザまたは管理アプリケーションとの接続において、コンフィギュレーション変更に
起因する切断を防止するものです。

コンフィギュレーションの置換およびロールバックの利点
• コンフィギュレーションの変更を効率的にロールバックさせて、以前のコンフィギュレー
ション状態へ戻ることが可能。
• スイッチをリロードしたり、CLI で実行コンフィギュレーション ファイルに加えた変更を手
動で元に戻したりすることなく、現在の実行コンフィギュレーション ファイルをスタート
アップ コンフィギュレーション ファイルと置換できるため、システムのダウンタイムが減
少。
• 保存しておいたどの Cisco IOS コンフィギュレーション状態に戻すことも可能。
• 追加や削除が必要なコマンドだけが影響を受ける場合、スイッチに完全なコンフィギュレー
ション ファイルを適用することができるため、コンフィギュレーションの変更が簡素化。
• configurereplace コマンドを copy source-urlrunning-config コマンドの代用として使用する場
合、現在の実行コンフィギュレーションに存在しているコマンドを再度適用することがない
ため、効率が向上し、かつサービス停止のリスクを回避。

コンフィギュレーションの置換とロールバックの使用方法
コンフィギュレーション アーカイブの作成（CLI）
configure replace コマンドを使用するために、前提条件となる設定はありません。configure replace
コマンドと Cisco IOS コンフィギュレーション アーカイブおよび archive config コマンドとの併用
は任意ですが、コンフィギュレーション ロールバックの使用にあたっては大きな利点がありま
す。archive config コマンドを使用する前に、コンフィギュレーション アーカイブを設定しておく
必要があります。コンフィギュレーション アーカイブの特性を設定するには、次の作業を実行し
ます。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアク
ション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアク
ション

目的

configureterminal

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。

例：
Device# configure
terminal

ステップ 3

archive

アーカイブコンフィギュレーションモードを開始します。

例：
Device(config)# archive

ステップ 4

path url
例：

Cisco IOS コンフィギュレーション アーカイブの場所と、
ファイル名のプレフィックスを指定します。
（注）

Device(config-archive)#
path
flash:myconfiguration

ステップ 5

maximum number
例：
Device(config-archive)#
maximum 14

（任意）Cisco IOS コンフィギュレーション アーカイブに
保存される実行コンフィギュレーションのアーカイブファ
イル数の上限値を設定します。
• number 引数は、Cisco IOS コンフィギュレーション
アーカイブに保存される実行コンフィギュレーショ
ンのアーカイブ ファイル数の上限値を示します。有
効な値は 1 ～ 14 で、デフォルトは 10 です。
（注）

ステップ 6

time-period 分
例：
Device(config-archive)#
time-period 1440

パスのところでファイルの代わりにディレクト
リを指定する場合、ディレクトリ名は path
flash:/directory/ のように後ろにスラッシュを付け
る必要があります。このスラッシュはファイル
名の後ろでは必要ありません。ディレクトリを
指定する場合にだけ使います。

このコマンドを使用する前に、path コマンドを
設定して Cisco IOS コンフィギュレーション アー
カイブの位置とファイル名プレフィックスを指
定しておく必要があります。

（任意）Cisco IOS コンフィギュレーション アーカイブに
実行コンフィギュレーションのアーカイブ ファイルを自
動保存する間隔を設定します。
• Cisco IOS コンフィギュレーション アーカイブに現在
の実行コンフィギュレーションのアーカイブ ファイ
ルをどれほどの頻度で自動保存するかを、minutes 引
数により分単位で指定します。
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コマンドまたはアク
ション

目的
（注）

ステップ 7

このコマンドを使用する前に、path コマンドを
設定して Cisco IOS コンフィギュレーション アー
カイブの位置とファイル名プレフィックスを指
定しておく必要があります。

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Device(config-archive)#
end

ステップ 8

現在の実行コンフィギュレーション ファイルをコンフィ
ギュレーション アーカイブに保存します。

archiveconfig
例：

（注）

Device# archive config

このコマンドを使用する前に、path コマンドを
設定する必要があります。

コンフィギュレーションの置換またはロールバックの実行（CLI）
保存された Cisco IOS コンフィギュレーション ファイルで現在の実行コンフィギュレーション ファ
イルを置換するには、次の作業を実行します。

（注）

この手順の前に、コンフィギュレーション アーカイブを作成しておく必要があります。詳細
については、コンフィギュレーション アーカイブの作成（CLI）を参照してください。次に、
現在の実行コンフィギュレーションで問題が生じた場合に、アーカイブしておいたコンフィ
ギュレーションに戻す手順の詳細を示します。

手順
コマンドまたはアク 目的
ション
ステッ
プ1

enable
例：

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステッ
プ2

configurereplace
target-url [nolock]
[list] [force] [ignore

保存しておいた Cisco IOS コンフィギュレーション ファイルで現
在の実行コンフィギュレーション ファイルを置換します。
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コマンドまたはアク 目的
ション
case] [revert trigger
[error ][timer minutes]
| time minutes] ]
例：
Device# configure
replace flash:
startup-config time
120

• target - url 引数は、archive config コマンドで作成されたコン
フィギュレーションファイルなど、現在の実行コンフィギュ
レーションと置換する、保存された Cisco IOS コンフィギュ
レーション ファイルの URL です（Cisco IOS ファイル シス
テムでアクセス可能なもの）。
• list キーワードは、コンフィギュレーション置換動作のパス
ごとに、Cisco IOS ソフトウェア パーサーによって適用され
るコマンド ラインのリストを表示します。実行されたパス
の総数も表示されます。
• force キーワードは、現在の実行コンフィギュレーションか
ら指定した Cisco IOS コンフィギュレーション ファイルへの
置換を、確認プロンプトを出さずに実行します。
• timeminutes キーワードおよび引数は、現在の実行コンフィ
ギュレーション ファイルの置換確認のために configure
confirm コマンドを入力する制限時間（分単位）を指定しま
す。configure confirm コマンドが指定の制限時間内に入力さ
れない場合、コンフィギュレーション置換操作は自動的に戻
されます（つまり、現在の実行コンフィギュレーションファ
イルが configure replace コマンド入力以前のコンフィギュ
レーション状態へと回復されます）。
• nolock キーワードは、コンフィギュレーション置換操作中
に他のユーザが実行コンフィギュレーションを変更しないよ
うに実行コンフィギュレーション ファイルをロックする機
能をオフにします。
• revert trigger キーワードは、元のコンフィギュレーション
へ戻すトリガーを次の内容から設定します。
• error ：エラー時に元のコンフィギュレーションに戻し
ます。
• timerminutes：指定した時間が過ぎると元のコンフィ
ギュレーションに戻します。
• ignore case キーワードで、コンフィギュレーションに確認コ
マンドの大文字と小文字の区別を無視させることができま
す。

ステッ
プ3

configurerevert {now （任意）時間指定ロールバックをキャンセルしてロールバックを
|timer{minutes | idle 即時トリガーする、または時間指定ロールバックのパラメータを
minutes} }
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コマンドまたはアク 目的
ション
例：
Device# configure
revert now

リセットするには、特権 EXEC モードで configure revert コマン
ドを使用します。
• now ：ロールバックをただちにトリガーします。
• timer ：コンフィギュレーションを元に戻すタイマーをリ
セットします。
• 元に戻す時間を分単位で新たに指定するには、minutes
引数を timer キーワードとともに使用します。
• 保存されたコンフィギュレーションに戻すまでに、操
作が行われないアイドル時間を最大どれほど長く許容
できるかを設定するには、分単位の時間とともに idle
キーワードを使用します。

ステッ
プ4

configureconfirm
例：

ステッ
プ5

（任意）保存しておいた Cisco IOS コンフィギュレーション ファ
イルの現在の実行コンフィギュレーション ファイルへの置換を
確認します。
このコマンドは、time seconds キーワードと configure
replace コマンドの引数が指定されているときのみ使用
します。

Device# configure
confirm

（注）

exit

ユーザ EXEC モードに戻ります。

例：
Device# exit

機能のモニタリングおよびトラブルシューティング（CLI）
コンフィギュレーションの置換とロールバック機能をモニタおよびトラブルシューティングする
には、この手順を実行します。

手順
ステップ 1

enable
このコマンドを使用して、特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワードを入力します（要
求された場合）。
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例：
Device> enable
Device#

ステップ 2

showarchive
Cisco IOS コンフィギュレーション アーカイブに保存されているファイルに関する情報を表示する
には、次のコマンドを使用します。
例：
Device# show archive
There are currently 1 archive configurations saved.
The next archive file will be named flash:myconfiguration-2
Archive # Name
0
1
flash:myconfiguration-1 <- Most Recent
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

次に、実行コンフィギュレーションのアーカイブ ファイルをいくつか保存した状態で showarchive
コマンドを使用した場合の出力例を示します。この例では、保存されるアーカイブ ファイルの最
大数が 3 に設定されています。
例：
Device# show archive
There are currently 3 archive configurations saved.
The next archive file will be named flash:myconfiguration-8
Archive # Name
0
1
:Deleted
2
:Deleted
3
:Deleted
4
:Deleted
5
flash:myconfiguration-5
6
flash:myconfiguration-6
7
flash:myconfiguration-7 <- Most Recent
8
9
10
11
12
13
14

ステップ 3

debugarchiveversioning
このコマンドを使用して、Cisco IOS コンフィギュレーション アーカイブのアクティビティのデ
バッグを有効にして、コンフィギュレーションの置換とロールバックをモニタおよびトラブル
シューティングします。
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例：
Device# debug archive versioning
Jan 9 06:46:28.419:backup_running_config
Jan 9 06:46:28.419:Current = 7
Jan 9 06:46:28.443:Writing backup file flash:myconfiguration-7
Jan 9 06:46:29.547: backup worked

ステップ 4

debugarchiveconfigtimestamp
このコマンドを使用して、コンフィギュレーション置換操作の各必須段階の処理時間、および操
作中のコンフィギュレーション ファイルのサイズのデバッグをイネーブルにします。
例：
Device# debug archive config timestamp
Device# configure replace flash:myconfiguration force
Timing Debug Statistics for IOS Config Replace operation:
Time to read file usbflash0:sample_2.cfg = 0 msec (0 sec)
Number of lines read:55
Size of file
:1054
Starting Pass 1
Time to read file system:running-config = 0 msec (0 sec)
Number of lines read:93
Size of file
:2539
Time taken for positive rollback pass = 320 msec (0 sec)
Time taken for negative rollback pass = 0 msec (0 sec)
Time taken for negative incremental diffs pass = 59 msec (0 sec)
Time taken by PI to apply changes = 0 msec (0 sec)
Time taken for Pass 1 = 380 msec (0 sec)
Starting Pass 2
Time to read file system:running-config = 0 msec (0 sec)
Number of lines read:55
Size of file
:1054
Time taken for positive rollback pass = 0 msec (0 sec)
Time taken for negative rollback pass = 0 msec (0 sec)
Time taken for Pass 2 = 0 msec (0 sec)
Total number of passes:1
Rollback Done

ステップ 5

exit
このコマンドを使用して、ユーザ EXEC モードに戻ります。
例：
Device# exit
Device>

コンフィギュレーションの置換とロールバックの設定例
コンフィギュレーション アーカイブの作成
次の例は、Cisco IOS コンフィギュレーション アーカイブの初期設定を実行する方法を示していま
す。この例では、flash:myconfiguration がコンフィギュレーション アーカイブの保存位置および
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ファイル名のプレフィックスとして設定され、保存するアーカイブ ファイルが最大 10 個に設定
されます。
configure terminal
!
archive
path flash:myconfiguration
maximum 10
end

現在の実行コンフィギュレーションを保存された Cisco IOS コンフィギュレーション
ファイルで置換する
次の例では、flash:myconfiguration という名前で保存された Cisco IOS コンフィギュレーション ファ
イルで現在の実行コンフィギュレーションを置換する方法を示します。configure replace コマンド
では、確認プロンプトでインタラクティブに操作を進めます。
Device# configure replace flash:myconfiguration
This will apply all necessary additions and deletions
to replace the current running configuration with the
contents of the specified configuration file, which is
assumed to be a complete configuration, not a partial
configuration. Enter Y if you are sure you want to proceed. ? [no]: Y
Total number of passes: 1
Rollback Done

次の例では、コンフィギュレーション置換操作中に適用されるコマンド ラインを表示するため
に、list キーワードを指定しています。
Device# configure replace flash:myconfiguration list
This will apply all necessary additions and deletions
to replace the current running configuration with the
contents of the specified configuration file, which is
assumed to be a complete configuration, not a partial
configuration. Enter Y if you are sure you want to proceed. ? [no]: Y
!Pass 1
!List of Commands:
no snmp-server community public ro
snmp-server community mystring ro
end
Total number of passes: 1
Rollback Done

スタートアップ コンフィギュレーション ファイルへの復帰
次の例に、configure replace コマンドを使用して Cisco IOS スタートアップ コンフィギュレーショ
ン ファイルへ復帰する方法を示します。この例は、オプションの force キーワードを使用して、
インタラクティブ ユーザ プロンプトをオーバーライドする方法を示しています:
Device# configure replace flash:startup-config force
Total number of passes: 1
Rollback Done
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configure confirm コマンドを使用したコンフィギュレーション置換操作の実行
次に、configure replace コマンドを time minutes キーワードおよび引数と共に使用する例を示しま
す。現在実行中のコンフィギュレーション ファイルの置換を実行するには、指定の制限時間内に
configure confirm コマンドを入力する必要があります。configure confirm コマンドが指定の制限
時間内に入力されない場合、コンフィギュレーション置換操作は自動的に戻されます（つまり、
現在実行中のコンフィギュレーション ファイルが configure replace コマンド入力以前のコンフィ
ギュレーション状態へと回復されます）。
Device# configure replace flash:startup-config time 120
This will apply all necessary additions and deletions
to replace the current running configuration with the
contents of the specified configuration file, which is
assumed to be a complete configuration, not a partial
configuration. Enter Y if you are sure you want to proceed. ? [no]: Y
Total number of passes: 1
Rollback Done
Device# configure confirm

次に、configure revert コマンドを timer キーワードとともに使用する例を示します。時間指定ロー
ルバックをキャンセルしてロールバックを即時トリガーする、または時間指定ロールバックのパ
ラメータをリセットするには、configure revert コマンドを入力する必要があります。
Device# configure revert timer 100

コンフィギュレーション ロールバック操作の実行
次の例は、現在実行中のコンフィギュレーションへの変更を行い、その変更をロールバックする
方法を示しています。コンフィギュレーション ロールバック操作の一部として、ファイルに変更
を加える前に現在の実行コンフィギュレーションを保存する必要があります。この例では、現在
実行中のコンフィギュレーションの保存に archive config コマンドが使用されています。configure
replace コマンドで生成された出力は、ロールバック操作を完了するために 1 つのパスのみが実行
されたことを示します。

（注）

archive config コマンドを使用する前に、path コマンドで Cisco IOS コンフィギュレーション
アーカイブのファイルの位置とファイル名のプレフィックスを指定する必要があります。
次のように、設定アーカイブの現在実行中のコンフィギュレーションを保存します。
archive config

それから、次の例に示すようにコンフィギュレーションの変更を入力します。
configure terminal
!
user netops2 password rain
user netops3 password snow
exit
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実行コンフィギュレーション ファイルに変更を加えた後、それらの変更をロールバックさせて、
変更前のコンフィギュレーションに戻したくなったとします。show archive コマンドは、交換ファ
イルとして使用される設定のバージョンを確認するために使用されます。次の例に示すように、
configure replace コマンドは交換コンフィギュレーション ファイルへ戻すために使用されます。
Device# show archive
There are currently 1 archive configurations saved.
The next archive file will be named flash:myconfiguration-2
Archive # Name
0
1
flash:myconfiguration-1 <- Most Recent
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Device# configure replace flash:myconfiguration-1
Total number of passes: 1
Rollback Done

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

設定ロック

『Exclusive Configuration Change Access and Access
Session Locking』

コンフィギュレーション ファイルを管理するた 『Cisco IOS Configuration Fundamentals Command
Reference』
めのコマンド
コンフィギュレーション ファイルの管理につい コンフィギュレーション ファイルの管理
ての情報

エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi
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標準
Title

標準

この機能でサポートされる新規の標準または変 -更された標準はありません。また、既存の標準
のサポートは変更されていません。

MIB
MIB

MIB のリンク

この機能によってサポートされる新しい MIB
または変更された MIB はありません。またこ
の機能による既存 MIB のサポートに変更はあ
りません。

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

RFC
RFC

Title

この機能によりサポートされた新規 RFC また
は改訂 RFC はありません。またこの機能によ
る既存 RFC のサポートに変更はありません。

--

シスコのテクニカル サポート
Link

説明

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。
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フラッシュ ファイル システムの操作
• フラッシュ ファイル システムについて, 2441 ページ
• 使用可能なファイル システムの表示, 2442 ページ
• デフォルト ファイル システムの設定, 2444 ページ
• ファイル システムのファイルに関する情報の表示, 2445 ページ
• ディレクトリの変更および作業ディレクトリの表示（CLI）, 2445 ページ
• ディレクトリの作成（CLI）, 2446 ページ
• ファイルのコピー, 2447 ページ
• ファイルの作成、表示および抽出（CLI）, 2450 ページ
• その他の参考資料, 2452 ページ

フラッシュ ファイル システムについて
フラッシュ ファイル システムは、ファイルを格納できる単一のフラッシュ デバイスです。ソフ
トウェアバンドルおよびコンフィギュレーションファイルの管理に役立つ複数のコマンドも備え
ています。スイッチのデフォルトのフラッシュ ファイル システムは flash: です。
アクティブなスイッチまたは任意のスタック メンバから参照できる flash: は、ローカル フラッ
シュデバイスを指します。これは、ファイルシステムが参照されているのと同じスイッチに接続
されているデバイスです。スイッチ スタックでは、さまざまなスタック メンバからの各フラッ
シュ デバイスを、アクティブなスイッチから参照できます。これらのフラッシュ ファイル シス
テムの名前には、対応するスイッチ メンバ番号が含まれています。たとえば、アクティブなス
イッチから参照できる flash-3: は、スタック メンバ 3 にある flash: と同じファイル システムを指
します。スイッチ スタックにあるフラッシュ ファイル システムを含むすべてのファイル システ
ムのリストを表示するには、show file systems 特権 EXEC コマンドを使用します。
スイッチ スタックでは、一度に 1 人のユーザのみが、ソフトウェア のバンドルおよび設定ファイ
ルを管理できます。
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使用可能なファイル システムの表示
スイッチ で使用可能なファイル システムを表示するには、show file systems 特権 EXEC コマンド
を使用します（次のスタンドアロン スイッチ の例を参照）。
Device# show file systems
File Systems:
Size(b)
Free(b)
*
15998976
5135872
524288
520138
-

Type
flash
opaque
opaque
nvram
network
opaque
opaque
opaque
opaque

Flags
rw
rw
rw
rw
rw
rw
rw
ro
ro

Prefixes
flash:
bs:
vb:
nvram:
tftp:
null:
system:
xmodem:
ymodem:

次の例では、スイッチ スタックを示します。この例では、アクティブな スイッチ がスタック メ
ンバ 1 です。スタック メンバ 2 のファイル システムはフラッシュ 2 として表示されます。スタッ
ク メンバ 3 のファイル システムはフラッシュ 3 として表示されます。同様にして、スタック メ
ンバ 9 まで、スタック メンバ 9 はフラッシュ 9、。また、この例では、次のように、crashinfo ディ
レクトリと、アクティブな スイッチ に接続された USB フラッシュ ドライブも示します。
Device# show file
File Systems:
Size(b)
145898496
248512512
146014208
146014208
146014208
248512512
146014208
146276352
146276352
*
741621760
1622147072
729546752
729546752
729546752
1622147072
729546752
1749549056
1749549056
0
0
2097152
2097152

systems
Free(b)
5479424
85983232
17301504
0
1572864
30932992
6291456
15728640
73400320
481730560
1360527360
469762048
469762048
469762048
1340604416
469762048
1487929344
1487929344
0
0
2055643
2055643

Type
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
opaque
opaque
nvram
nvram
opaque
opaque
network
nvram

Flags
rw
rw
rw
rw
rw
rw
rw
rw
rw
rw
rw
rw
rw
rw
rw
rw
rw
rw
rw
rw
rw
rw
rw
rw
rw
rw
rw
rw
ro
rw
rw
rw
rw
rw
ro
rw
rw

Prefixes
crashinfo:crashinfo-1:
crashinfo-2:stby-crashinfo:
crashinfo-3:
crashinfo-4:
crashinfo-5:
crashinfo-6:
crashinfo-7:
crashinfo-8:
crashinfo-9:
flash:flash-1:
flash-2:stby-flash:
flash-3:
flash-4:
flash-5:
flash-6:
flash-7:
flash-8:
flash-9:
unix:
usbflash0:usbflash0-1:
usbflash0-2: stby-usbflash0:
usbflash0-3:
usbflash0-4:
usbflash0-5:
usbflash0-6:
usbflash0-7:
usbflash0-8:
usbflash0-9:
webui:
system:
tmpsys:
stby-nvram:
stby-rcsf:
null:
tar:
tftp:
nvram:
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-

-

opaque
network
network
network
network
network
opaque
opaque

wo
rw
rw
rw
rw
rw
ro
rw

syslog:
rcp:
http:
ftp:
scp:
https:
cns:
revrcsf:

表 189：show file systems のフィールドの説明

フィールド

値

Size(b)

ファイル システムのメモリ サイズ（バイト単位）です。

Free(b)

ファイル システムの空きメモリ サイズ（バイト単位）です。

タイプ

ファイル システムのタイプです。
disk：ファイル システムは、フラッシュ メモリ デバイス、
USB フラッシュ、crashinfo ファイル用です。
network：ファイル システムは、FTP サーバや HTTP サーバ
などのネットワーク デバイス用です。
nvram：ファイル システムは NVRAM（不揮発性 RAM）デバ
イス用です。
opaque：ファイル システムは、ローカルに生成された pseudo
ファイル システム（system など）、またはダウンロード イン
ターフェイス（brimux など）です。
unknown：ファイル システムのタイプは不明です。

Flags

ファイル システムの権限です。
ro：読み取り専用です。
rw：読み取りおよび書き込みです。
wo：書き込み専用です。
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フィールド

値

Prefixes

ファイル システムのエイリアスです。
crashinfo：crashinfo ファイルです。
flash: ：フラッシュ ファイル システムです。
ftp：FTP サーバです。
http：HTTP サーバです。
https：セキュア HTTP サーバです。
nvram: ：NVRAM です。
null: ：コピーのヌル宛先です。リモート ファイルをヌルへコ
ピーして、サイズを判別できます。
rcp：Remote Copy Protocol（RCP）サーバです。
scp：Session Control Protocol（SCP）サーバです。
system: ：実行コンフィギュレーションを含むシステム メモ
リが格納されています。
tftp: ：TFTP ネットワーク サーバです。
usbflash0：USB フラッシュ メモリです。
xmodem: ：XMODEM プロトコルを使用して、ネットワーク
マシンからファイルを取得します。
ymodem: ：YMODEM プロトコルを使用して、ネットワーク
マシンからファイルを取得します。

デフォルト ファイル システムの設定
デフォルトのファイルシステムとして使用されるファイルシステムまたはディレクトリを指定す
るには、cd filesystem: 特権 EXEC コマンドを使用します。デフォルト ファイル システムを設定す
ると、関連するコマンドを実行するときに filesystem: 引数を省略できます。たとえば、オプショ
ンの filesystem: 引数を持つすべての特権 EXEC コマンドでは、cd コマンドで指定されたファイル
システムが使用されます。
デフォルトでは、デフォルト ファイル システムは flash: です。
cd コマンドで指定された現在のデフォルトのファイル システムを表示するには、pwd 特権 EXEC
コマンドを使用します。
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ファイル システムのファイルに関する情報の表示
ファイル システムの内容を操作する前に、そのリストを表示できます。たとえば、新しいコン
フィギュレーション ファイルをフラッシュ メモリにコピーする前に、ファイル システムに同じ
名前のコンフィギュレーション ファイルが格納されていないことを確認できます。同様に、フ
ラッシュ コンフィギュレーション ファイルを別の場所にコピーする前に、ファイル名を確認し
て、その名前を別のコマンドで使用できます。ファイル システムのファイルに関する情報を表示
するには、次の表に記載する特権 EXEC コマンドのいずれかを使用します。
表 190：ファイルに関する情報を表示するためのコマンド

コマンド

説明

dir [/all]
[filesystem:filename]

ファイル システムのファイル リストを表示します。

show file systems

ファイル システムのファイルごとの詳細を表示します。

show file information
file-url

特定のファイルに関する情報を表示します。

show file descriptors

開いているファイルの記述子のリストを表示します。ファイル記述子は
開いているファイルの内部表現です。このコマンドを使用して、別の
ユーザによってファイルが開かれているかどうかを調べることができま
す。

たとえば、ファイル システムのすべてのファイルのリストを表示するには、次のように dir 特権
EXEC コマンドを使用します。
スイッチ# dir flash:
Directory of flash:/
7386 -rwx
2097152 Jan 23 2013 14:06:49 +00:00 nvram_config
7378 drwx
4096 Jan 23 2013 09:35:11 +00:00 mnt
7385 -rw221775876 Jan 23 2013 14:15:13 +00:00
cat3k_caa-universalk9.SSA.03.12.02.EZP.150-12.02.EZP.150-12.02.EZP.bin
7389 -rwx
556 Jan 21 2013 20:47:30 +00:00 vlan.dat
712413184 bytes total (445063168 bytes free)
スイッチ#

ディレクトリの変更および作業ディレクトリの表示（CLI）
ディレクトリを変更し、作業ディレクトリを表示するには、次の手順を実行します。
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手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

dir filesystem:
例：
Device# dir flash:

指定されたファイル システムのディレクトリを表示
します。
filesystem: には、システム ボードのフラッシュ デバ
イスの flash: を使用します。
スタックのスイッチメンバのフラッシュパーティショ
ンにアクセスするには、flash-n を使用します。n は、
スタック メンバ番号を表します。例えば、flash-4。

ステップ 3

cd directory_name

指定されたディレクトリへ移動します。

例：

コマンド例では、new_configs という名前のディレク
トリに移動する方法を示します。

Device# cd new_configs

ステップ 4

pwd

作業ディレクトリを表示します。

例：
Device# pwd

ステップ 5

cd

デフォルト ディレクトリに移動します。

例：
Device# cd

ディレクトリの作成（CLI）
特権 EXEC モードを開始して、ディレクトリを作成するには次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

dir filesystem:

指定されたファイル システムのディレクトリを表示
します。

例：
Device# dir flash:

ステップ 2

mkdir directory_name
例：
Device# mkdir new_configs

ステップ 3

dir filesystem:

filesystem: には、システム ボードのフラッシュ デバ
イスの flash: を使用します。
新しいディレクトリを作成します。スラッシュ (/)
間に指定できるディレクトリ名は最大 45 文字で、
大文字と小文字の区別があります。ディレクトリ名
には制御文字、スペース、スラッシュ、引用符、セ
ミコロン、またはコロンは使用できません。
入力を確認します。

例：
Device# dir flash:

ディレクトリの削除
ディレクトリを、その内部のすべてのファイルおよびサブディレクトリとともに削除するには、
delete /force /recursivedelete /force /recursivefilesystem:/file-url 特権 EXEC コマンドを使用します。
名前で指定されたディレクトリを、その内部のすべてのサブディレクトリおよびファイルととも
に削除するには、/recursive キーワードを使用します。ディレクトリ内のファイルごとに表示され
る、削除を確認するためのプロンプトを省略するには、/force キーワードを使用します。この削除
プロセスを実行すると、最初に 1 度だけプロンプトが表示されます。
filesystem でシステム ボードのフラッシュ デバイスを指定する場合は、flash: を使用します。file-url
には、削除するディレクトリの名前を入力します。ディレクトリ内のすべてのファイルおよびディ
レクトリが削除されます。

注意

ディレクトリが削除された場合、その内容は回復できません。

ファイルのコピー
送信元から宛先にファイルをコピーするには、copy source-url destination-url 特権 EXEC コマンド
を使用します。送信元および宛先の URL には、running-config および startup-config キーワード
ショートカットを使用できます。たとえば、copy running-config startup-config コマンドを実行す
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ると、現在の実行コンフィギュレーション ファイルがフラッシュ メモリの NVRAM セクション
に保存され、システム初期化中のコンフィギュレーションとして使用されます。
XMODEM または YMODEM プロトコルを使用するネットワーク マシンのファイルに対する送信
元として特殊なファイル システム（xmodem:、ymodem:）を指定し、そこからコピーすることも
できます。
ネットワーク ファイル システムの URL には、ftp: 、rcp: 、tftp などがあり、構文は次のとおりで
す。
• FTP：ftp:[[//username [:password]@location]/directory]/filename
• RCP：rcp:[[//username@location]/directory]/filename
• TFTP：tftp:[[//location]/directory]/filename
ローカルにある書き込み可能なファイル システムには flash: などがあります。
送信元および宛先の組み合わせによっては、無効な場合があります。特に、次に示す組み合わせ
の場合は、コピーできません。
• 実行コンフィギュレーションから実行コンフィギュレーションへ
• スタートアップ コンフィギュレーションからスタートアップ コンフィギュレーションへ
• デバイスから同じ名前のデバイスへ（たとえば、copy flash: flash: コマンドは無効）

スタック内のDeviceから同じスタックの別のDeviceにファイルをコピーする
スタック内のあるスイッチから同じスタック内の別のスイッチにファイルをコピーするには、
flash-X: 表記を使用します。X はスイッチ番号です。
スタック内のすべてのスイッチを表示するには、9 メンバー スイッチ スタックの例のように、特
権 EXEC モードで show switch コマンドを使用します。
Device# show switch
Switch/Stack Mac Address : 0006.f6b9.b580 - Local Mac Address Mac persistency wait time:
Indefinite
H/W
Current
Switch#
Role
Mac Address
Priority Version State
-----------------------------------------------------------*1
Active
0006.f6b9.b580
15
P3B
Ready
2
Standby 0006.f6ba.0c80
14
P3B
Ready
3
Member
0006.f6ba.3300
7
P3B
Ready
4
Member
0006.f6b9.df80
6
P3B
Ready
5
Member
0006.f6ba.3880
13
P1A
Ready
6
Member
1ce6.c7b6.ef00
4
PP
Ready
7
Member
2037.06ce.2580
3
P2A
Ready
8
Member
2037.0653.7e00
2
P5A
Ready
9
Member
2037.0653.9280
1
P5B
Ready

特定のスイッチのコピー可能なすべてのファイル システムを表示するには、次に示す 5 メンバー
スタックの例のように、copy コマンドを使用します。
Device# copy flash: ?
crashinfo-1:
Copy to crashinfo-1: file system
crashinfo-2:
Copy to crashinfo-2: file system
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crashinfo-3:
crashinfo-4:
crashinfo-5:
crashinfo:
flash-1:
flash-2:
flash-3:
flash-4:
flash-5:
flash:
ftp:
http:
https:
null:
nvram:
rcp:
revrcsf:
running-config
scp:
startup-config
stby-crashinfo:
stby-flash:
stby-nvram:
stby-rcsf:
stby-usbflash0:
syslog:
system:
tftp:
tmpsys:
usbflash0-1:
usbflash0-2:
usbflash0-3:
usbflash0-4:
usbflash0-5:
usbflash0:

Copy to crashinfo-3: file system
Copy to crashinfo-4: file system
Copy to crashinfo-5: file system
Copy to crashinfo: file system
Copy to flash-1: file system
Copy to flash-2: file system
Copy to flash-3: file system
Copy to flash-4: file system
Copy to flash-5: file system
Copy to flash: file system
Copy to ftp: file system
Copy to http: file system
Copy to https: file system
Copy to null: file system
Copy to nvram: file system
Copy to rcp: file system
Copy to revrcsf: file system
Update (merge with) current system configuration
Copy to scp: file system
Copy to startup configuration
Copy to stby-crashinfo: file system
Copy to stby-flash: file system
Copy to stby-nvram: file system
Copy to stby-rcsf: file system
Copy to stby-usbflash0: file system
Copy to syslog: file system
Copy to system: file system
Copy to tftp: file system
Copy to tmpsys: file system
Copy to usbflash0-1: file system
Copy to usbflash0-2: file system
Copy to usbflash0-3: file system
Copy to usbflash0-4: file system
Copy to usbflash0-5: file system
Copy to usbflash0: file system

Device#

次の例では、スイッチ 2 のフラッシュ パーティションに保存されているコンフィギュレーション
ファイルを スイッチ 4 のフラッシュ パーティションにコピーする方法を示しています。スイッチ
2 とスイッチ 4 が同じスタック内にあるとします。
Device# copy flash-2:config.txt flash-4:config.txt

ファイルの削除
フラッシュメモリデバイスのファイルが不要になった場合は、そのファイルを永久に削除できま
す。指定されたフラッシュ デバイスからファイルまたはディレクトリを削除するには、delete
[/force] [/recursive] [filesystem:]/file-url 特権 EXEC コマンドを使用します。
ディレクトリを、その内部のすべてのサブディレクトリやファイルとともに削除するには、/recursive
キーワードを使用します。ディレクトリ内のファイルごとに表示される、削除を確認するための
プロンプトを省略するには、 /force キーワードを使用します。この削除プロセスを実行すると、
最初に 1 度だけプロンプトが表示されます。/force キーワードおよび /recursive キーワードを使用
して、archive download-sw コマンドを使用してインストールされ、不要になった古いソフトウェ
ア イメージを削除します。
filesystem: オプションを省略すると、スイッチは cd コマンドで指定したデフォルトのデバイスを
使用します。file-url には、削除するファイルのパス（ディレクトリ）および名前を指定します。
ファイルを削除しようとすると、削除の確認を求めるプロンプトが表示されます。
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注意

ファイルが削除された場合、その内容は回復できません。
ここでは、デフォルトのフラッシュ メモリ デバイスからファイル myconfig を削除する例を示しま
す。
Device# delete myconfig

ファイルの作成、表示および抽出（CLI）
ファイルを作成してそこにファイルを書き込んだり、ファイル内のファイルをリスト表示したり、
ファイルからファイルを抽出したりできます（次の項を参照）。
ファイルの作成、内容の表示、およびファイルの抽出を行うには、特権 EXEC コマンドで次の手
順を実行します。

手順
コマンドまたはアクショ
ン
ステッ
プ1

目的

archive tar /create
ファイルを作成し、そこにファイルを追加します。
destination-urlflash: /file-url
destination-url には、ローカルまたはネットワーク ファイル
システムの宛先 URL のエイリアス、および作成するファイ
例：
ルの名前を指定します。
スイッチ# archive tar
/create
tftp:172.20.10.30/saved.

• ローカル フラッシュ ファイル システム構文
flash:

flash:/new-configs

• FTP 構文
ftp:[[//username[:password]@location]/directory]/-filename.
• RCP 構文
rcp:[[//username@location]/directory]/-filename.
• TFTP 構文
tftp:[[//location]/directory]/-filename.
flash:/file-url には、ローカル フラッシュ ファイル システム
上の、新しいファイルが作成される場所を指定します。送信
元ディレクトリ内に格納されている任意のファイルまたは
ディレクトリの一覧を指定して、新しいファイルに追加する
こともできます。何も指定しないと、このレベルにおけるす
べてのファイルおよびディレクトリが、新規に作成された
ファイルに書き込まれます。
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コマンドまたはアクショ
ン
ステッ
プ2

目的

archive tar /table source-url ファイルの内容を表示します。
例：
スイッチ# archive tar
/table
flash: /new_configs

source-url には、ローカル ファイル システムまたはネット
ワーク ファイル システムの送信元 URL エイリアスを指定し
ます。-filename. は、表示するファイルです。次のオプション
がサポートされています。
• ローカル フラッシュ ファイル システム構文
flash:
• FTP 構文
ftp:[[//username[:password]@location]/directory]/-filename.
• RCP 構文
rcp:[[//username@location]/directory]/-filename.
• TFTP 構文
tftp:[[//location]/directory]/-filename.
ファイルのあとにファイルまたはディレクトリのリストを指
定して、ファイルの表示を制限することもできます。指定し
たファイルだけが表示されます。何も指定しないと、すべて
のファイルおよびディレクトリが表示されます。

ステッ
プ3

archive tar /xtract
source-url flash:/file-url
[dir/file...]
例：
スイッチ# archive tar
/xtract
tftp:/172.20.10.30/saved.
flash:/new-configs

ファイルをフラッシュ ファイル システム上のディレクトリ
に抽出します。
source-url には、ローカル ファイル システムの送信元 URL
のエイリアスを指定します。-filename. は、ファイルの抽出元
のファイルです。次のオプションがサポートされています。
• ローカル フラッシュ ファイル システム構文
flash:
• FTP 構文
ftp:[[//username[:password]@location]/directory]/-filename.
• RCP 構文
rcp:[[//username@location]/directory]/-filename.
• TFTP 構文
tftp:[[//location]/directory]/-filename.
flash:/file-url [dir/file...] には、ファイルの抽出元にするローカ
ル フラッシュ ファイル システム上の場所を指定します。抽
出対象のファイル内のファイルまたはディレクトリのリスト
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ン

目的
を指定するには、dir/file... オプションを使用します。何も指
定されないと、すべてのファイルとディレクトリが抽出され
ます。

ステッ
プ4

more [ /ascii | /binary |
/ebcdic] /file-url

リモート ファイル システム上のファイルを含めて、読み取
り可能なファイルの内容を表示します。

例：
スイッチ# more
flash:/new-configs

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

flash: ファイル システムの管理コマンド

『Cisco IOS Configuration Fundamentals Command
Reference』

エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi

標準
標準

Title

この機能でサポートされる新規の標準または変 -更された標準はありません。また、既存の標準
のサポートは変更されていません。
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MIB
MIB

MIB のリンク

この機能によってサポートされる新しい MIB
または変更された MIB はありません。またこ
の機能による既存 MIB のサポートに変更はあ
りません。

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

RFC
RFC

Title

この機能によりサポートされた新規 RFC また
は改訂 RFC はありません。またこの機能によ
る既存 RFC のサポートに変更はありません。

--

シスコのテクニカル サポート
Link

説明

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。
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Cisco IOS XE ソフトウェア バンドルの操作
• ソフトウェアのバンドルとパッケージについて, 2455 ページ
• スイッチでのバンドルおよびパッケージ ファイルの場所, 2455 ページ
• Cisco IOS XE ソフトウェアのアップグレード, 2456 ページ
• その他の参考資料, 2465 ページ

ソフトウェアのバンドルとパッケージについて
Cisco IOS XE ソフトウェア バンドルには一連の Cisco IOS XE パッケージ（.pkg）ファイルが含ま
れています。スイッチにパッケージファイルをインストールできます。また、IOS XE バンドルか
らスイッチを起動することもできます。
Cisco IOS XE バンドル（.bin ファイル）の内容に関する情報を表示するには、特権 EXEC モード
で show software package コマンドを使用します。IOS XE パッケージ（.pkg ファイル）に関する
情報を表示する場合も、このコマンドを使用します。

スイッチでのバンドルおよびパッケージ ファイルの場所
スイッチがインストール モードで実行されると、Cisco IOS XE パッケージ（.pkg）ファイルとプ
ロビジョニング ファイル（packages.conf）は、システム ボードのフラッシュ メモリ（flash:）に保
存されます。スイッチがバンドル モードで実行されると、ブートした Cisco IOS XE ソフトウェア
バンドル（.bin）ファイルは、システム ボードのフラッシュ メモリ（flash:）または USB フラッ
シュ メモリ（usbflash0:）に保存されます。
現在スイッチ上で実行中のプロビジョニング ソフトウェアに関する情報を表示するには、show
version 特権 EXEC コマンドを使用します。ディスプレイでは、以下から始まる行をチェックしま
す。
System bundle file is....

スイッチがインストール モードで実行されると、この行には、ブートした Cisco IOS XE プロビ
ジョニング ファイルの名前と場所（通常 flash:packages.conf）が表示されます。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

2455

Cisco IOS XE ソフトウェアのアップグレード

スイッチがバンドル モードで実行されると、この行にはブートした Cisco IOS XE バンドル ファ
イルの名前と場所が表示されます。
スイッチで実行中の Cisco IOS XE パッケージ ファイルに関する情報を表示するには、 show version
running 特権 EXEC コマンドを使用します。
スイッチがインストール モードで実行されると、このコマンドではブートしたプロビジョニング
ファイルに含まれる一連のパッケージ ファイルに関する情報を表示します。
スイッチがバンドル モードで実行されると、このコマンドではブートした Cisco IOS XE ソフト
ウェア バンドルに含まれる一連のパッケージ ファイルに関する情報を表示します。

（注）

Usbflash0: の場合、デフォルトのフォーマットは FAT16 ですが、FAT32 フォーマットもサポー
トされます。
Device# format usbflash0: ?
FAT16
FAT16 filesystem type
FAT32
FAT32 filesystem type

Cisco IOS XE ソフトウェアのアップグレード
Cisco IOS XE ソフトウェアをアップグレードするために使用する方法は、スイッチが動作してい
るのがインストール モードかバンドル モードかによって異なります。

Cisco IOS XE ソフトウェアのアップグレード：インストール モード
スイッチがインストール モードで実行されているときに Cisco IOS XE ソフトウェアをアップグ
レードするには、software install 特権 EXEC コマンドを使用して、新しいソフトウェア バンドル
ファイルからパッケージをインストールします。ソフトウェア バンドルは、ローカルのストレー
ジ メディアからインストールすることも、TFTP または FTP を使用してネットワーク経由でイン
ストールすることもできます。
software install コマンドは指定された送信元バンドル ファイルからパッケージ ファイルを展開
し、ローカルの flash: ストレージ デバイスにコピーします。送信元バンドルが tftp: または ftp: URL
として指定されている場合、バンドル ファイルが最初にスイッチのメモリ（RAM）にダウンロー
ドされます。バンドル ファイルはローカルのストレージ メディアにはコピーされません。
パッケージ ファイルが展開され flash: にコピーされたら、実行されているプロビジョニング ファ
イル（flash:packages.conf）が新規インストール パッケージを反映するよう更新され、スイッチで
はリロードのプロンプトが表示されます。

（注）

software install コマンドは、スイッチがバンドル モードで動作している場合はサポートされま
せん。software expand 特権 EXEC コマンドを使用して、スイッチをバンドル モードからイン
ストール モードに変換します。
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Cisco IOS XE ソフトウェアのアップグレード：インストール モードの例
この例では、software install file コマンドを使用して TFTP サーバにある Cisco IOS XE バンドルか
らパッケージを展開およびコピーし、新しいイメージにアップグレードする方法を示しています。
Device#
software install file
tftp://172.19.211.47/cat3k_caa-universalk9.SSA.03.12.02.EZP.150-12.02.EZP.150-12.02.EZP.bin
Preparing install operation ...
[1]: Downloading file
tftp://172.19.211.47/cat3k_caa-universalk9.SSA.03.12.02.EZP.150-12.02.EZP.150-12.02.EZP.bin
to active switch 1
[1]: Finished downloading file
tftp://172.19.211.47/cat3k_caa-universalk9.SSA.03.12.02.EZP.150-12.02.EZP.150-12.02.EZP.bin
to active switch 1
[1]: Starting install operation
[1]: Expanding bundle cat3k_caa-universalk9.SSA.03.12.02.EZP.150-12.02.EZP.150-12.02.EZP.bin
[1]: Copying package files
[1]: Package files copied
[1]: Finished expanding bundle
cat3k_caa-universalk9.SSA.03.12.02.EZP.150-12.02.EZP.150-12.02.EZP.bin
[1]: Verifying and copying expanded package files to flash:
[1]: Verified and copied expanded package files to flash:
[1]: Starting compatibility checks
[1]: Finished compatibility checks
[1]: Starting application pre-installation processing
[1]: Finished application pre-installation processing
[1]: Old files list:
Removed cat3k_caa-base.SSA.03.09.17.EMP.pkg
Removed cat3k_caa-drivers.SSA.03.09.17.EMP.pkg
Removed cat3k_caa-infra.SSA.03.09.17.EMP.pkg
Removed cat3k_caa-iosd-universalk9.SSA.150-9.17.EMP.pkg
Removed cat3k_caa-platform.SSA.03.09.17.EMP.pkg
Removed cat3k_caa-wcm.SSA.03.09.17.EMP.pkg
[1]: New files list:
Added cat3k_caa-base.SPA.03.02.00.SE.pkg
Added cat3k_caa-drivers.SPA.03.02.00.SE.pkg
Added cat3k_caa-infra.SPA.03.02.00SE.pkg
Added cat3k_caa-iosd-universalk9.SPA.150-1.EX.pkg
Added cat3k_caa-platform.SPA.03.02.00.SE.pkg
Added cat3k_caa-wcm.SPA.03.02.00.SE.pkg
[1]: Creating pending provisioning file
[1]: Finished installing software. New software will load on reboot.
[1]: Setting rollback timer to 45 minutes
[1]: Do you want to proceed with reload? [yes/no]:

Cisco IOS XE ソフトウェアのアップグレード：バンドル モード
スイッチがバンドル モードで動作しているときに Cisco IOS XE ソフトウェアをアップグレードす
るには、次の手順を実行します。
1 バンドル ファイルをローカルのストレージ メディアにダウンロードします。
2 boot system グローバル コンフィギュレーション コマンドを、バンドル ファイルを指すよう設
定します。
3 スイッチをリロードします。
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Cisco IOS XE ソフトウェア バンドル モードのアップグレード例
この例では、バンドル モードで実行中のスイッチの Cisco IOS XE ソフトウェアをアップグレード
する手順を示します。これはバンドル ファイルをフラッシュにコピーするために copy コマンド
を使用する方法を示します。バンドル ファイルを指示するようにブートシステム変数を設定し、
実行コンフィギュレーションのコピーを保存し、最後に、スイッチをリロードします。
Device#
copy
tftp://172.19.211.47/cat3k_caa-universalk9.SSA.03.12.02.EZP.150-12.02.EZP.150-12.02.EZP.bin
flash:
Destination filename [cat3k_caa-universalk9.SSA.03.12.02.EZP.150-12.02.EZP.150-12.02.EZP.bin]?
Accessing
tftp://172.19.211.47/cat3k_caa-universalk9.SSA.03.12.02.EZP.150-12.02.EZP.150-12.02.EZP.bin...Loading
/tftpboot/cstohs/cat3k_caa-universalk9.SSA.03.12.02.EZP.150-12.02.EZP.150-12.02.EZP.bin
from 172.19.211.47 (via GigabitEthernet0/0):
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [OK - 220766688 bytes]
220766688 bytes copied in 124.330 secs (1775651 bytes/sec)
Device#
Device#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# boot system switch all
flash:cat3k_caa-universalk9.SSA.03.12.02.EZP.150-12.02.EZP.150-12.02.EZP.bin
Device(config)# end
Device#
*Nov 19 14:02:42.441: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Device#
Device# write memory
Building configuration...
Compressed configuration from 4941 bytes to 2236 bytes[OK]
Device# reload
Reload command is being issued on Active unit, this will reload the whole stack
Proceed with reload? [confirm]

バンドル実行モードからインストール実行モードに変換
バンドル モードからインストール モードにスイッチの実行モードを切り替えるには、software
expand running 特権 EXEC コマンドを使用します。このコマンドは、起動された IOS XE ソフト
ウェア バンドルからのパッケージを展開し、指定されている宛先にそれらおよびプロビジョニン
グ ファイルをコピーします。
スイッチをバンドル モードからインストール モードに変換するために software expand running
コマンドを使用する場合、to 宛先を flash: に指定します。コマンドを実行した後、展開されたプ
ロビジョニング ファイル（flash:packages.conf）を指定するために boot system コマンドを設定し、
その後インストール モードで起動するようにスイッチをリロードします。

（注）

スイッチがインストール モードで動作しているときは、software expand running コマンドは
サポートされません。
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バンドル実行モードからインストール実行モードへの変換例
この例では、software expand running to コマンドを使用して、スイッチ スタック内のアクティブ
なスイッチをバンドル実行モードからインストール実行モードに変換します。
Device# dir flash:
Directory of flash:/
7386 -rwx
2097152 Jan 23 2013 14:06:49 +00:00 nvram_config
7378 drwx
4096 Jan 23 2013 09:35:11 +00:00 mnt
7385 -rw221775876 Jan 23 2013 14:15:13 +00:00
cat3k_caa-universalk9.SSA.03.12.02.EZP.150-12.02.EZP.150-12.02.EZP.bin
7389 -rwx
556 Jan 21 2013 20:47:30 +00:00 vlan.dat
712413184 bytes total (445063168 bytes free)
Device#
Device# software expand running to flash:
Preparing expand operation ...
[2]: Expanding the running bundle
[2]: Copying package files
[2]: Package files copied
[2]: Finished expanding the running bundle
Device#
Device# dir flash:
Directory of flash:/
7386 -rwx
2097152 Jan 23 2013 14:06:49 +00:00 nvram_config
7378 drwx
4096 Jan 23 2013 09:35:11 +00:00 mnt
7385 -rw221775876 Jan 23 2013 14:15:13 +00:00
cat3k_caa-universalk9.SSA.03.12.02.EZP.150-12.02.EZP.150-12.02.EZP.bin
7391 -rw74410468 Jan 23 2013 14:16:57 +00:00 cat3k_caa-base.SPA.03.02.00SE.pkg
7392 -rw2773680 Jan 23 2013 14:16:57 +00:00 cat3k_caa-drivers.SPA.03.02.00.SE.pkg
7393 -rw32478044 Jan 23 2013 14:16:57 +00:00 cat3k_caa-infra.SPA.03.02.00SE.pkg
7394 -rw30393116 Jan 23 2013 14:16:57 +00:00 cat3k_caa-iosd-universalk9.SPA.150-1.EX.pkg
7389 -rwx
556 Jan 21 2013 20:47:30 +00:00
7395 -rw18313952 Jan 23 2013 14:16:57 +00:00
7396 -rw63402700 Jan 23 2013 14:16:57 +00:00
7388 -rw1218 Jan 23 2013 14:17:43 +00:00
712413184 bytes total (223019008 bytes free)

vlan.dat
cat3k_caa-platform.SPA.03.02.00.SE.pkg
cat3k_caa-wcm.SPA.10.0.100.0.pkg
packages.conf

Device#
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# boot system switch all flash:packages.conf
Device(config)# end
Device#
*Jan 23 14:28:47.722: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Device# write memory
Building configuration...
Compressed configuration from 4851 bytes to 2187 bytes[OK]
Device#
Device# reload
Reload command is being issued on Active unit, this will reload the whole stack
Proceed with reload? [confirm]

1 台のスタック メンバから他のスタック メンバへの IOS XE パッケージおよびバンド
ル ファイルのコピー
スイッチ スタックがインストール モードで実行されている場合、software install source switch 特
権 EXEC コマンドを使用して、別の（互換性のある）ソフトウェア パッケージを実行中の、他の
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1 台以上のスタック メンバへ、既存のスタック メンバから実行中のソフトウェア パッケージをイ
ンストールします。

1 つのスタック メンバから別のスタック メンバに IOS XE パッケージおよびバンドル ファイルをコピーする
例
この例では、それぞれのスイッチが、異なる（しかし互換性のある）ソフトウェアパッケージを
実行する 2 メンバー スタックを示しています。software install source switch コマンドは、スタン
バイ スイッチ（スイッチ1）で実行中のパッケージを、アクティブなスイッチ（スイッチ2）にイ
ンストールする場合に使用します。
Device# show version running
Package: Base, version: 03.02.00SE, status: active
File: cat3k_caa-base.SPA.03.02.00SE.pkg, on: Switch1
Built: Wed Jan 09 21:59:52 PST 2013, by: gereddy
Package: Drivers, version: 03.02.00.SE, status: active
File: cat3k_caa-drivers.SPA.03.02.00.SE.pkg, on: Switch1
Built: Wed Jan 09 22:03:41 PST 2013, by: gereddy
Package: Infra, version: 03.02.00SE, status: active
File: cat3k_caa-infra.SPA.03.02.00SE.pkg, on: Switch1
Built: Wed Jan 09 22:00:56 PST 2013, by: gereddy
Package: IOS, version: 150-1.EX, status: active
File: cat3k_caa-iosd-universalk9.SPA.150-1.EX.pkg, on: Switch1
Built: Wed Jan 09 22:02:23 PST 2013, by: gereddy
Package: Platform, version: 03.02.00.SE, status: active
File: cat3k_caa-platform.SPA.03.02.00.SE.pkg, on: Switch1
Built: Wed Jan 09 22:01:46 PST 2013, by: gereddy
Package: WCM, version: 10.0.100.0, status: active
File: cat3k_caa-wcm.SPA.10.0.100.0.pkg, on: Switch1
Built: Wed Jan 09 22:03:05 PST 2013, by: gereddy
Device#
Device# software install source switch 1
Preparing install operation ...
[2]: Copying software from source switch 1 to switch 2
[2]: Finished copying software to switch 2
[2]: Starting install operation
[2]: Starting compatibility checks
[2]: Finished compatibility checks
[2]: Starting application pre-installation processing
[2]: Finished application pre-installation processing
[2]: Old files list:
Removed cat3k_caa-base.SSA.03.09.17.EMP.pkg
Removed cat3k_caa-drivers.SSA.03.09.17.EMP.pkg
Removed cat3k_caa-infra.SSA.03.09.17.EMP.pkg
Removed cat3k_caa-iosd-universalk9.SSA.150-9.17.EMP.pkg
Removed cat3k_caa-platform.SSA.03.09.17.EMP.pkg
Removed cat3k_caa-wcm.SSA.03.09.17.EMP.pkg
[2]: New files list:
Added cat3k_caa-base.SPA.03.02.00.SE.pkg
Added cat3k_caa-drivers.SPA.03.02.00.SE.pkg
Added cat3k_caa-infra.SPA.03.02.00.SE.pkg
Added cat3k_caa-iosd-universalk9.SPA.150-1.EX.pkg
Added cat3k_caa-platform.SPA.03.02.00.SE.pkg
Added cat3k_caa-wcm.SPA.10.0.100.0.pkg
[2]: Creating pending provisioning file
[2]: Finished installing software. New software will load on reboot.
[2]: Committing provisioning file
[2]: Do you want to proceed with reload? [yes/no]:
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バンドル モードで動作するスイッチ スタックの場合、1 つのスタック メンバーーから別のスタッ
ク メンバーへバンドル ファイルをコピーするには、次の手順を実行します。
1 実行中のバンドルを、スタック中のスイッチから別のスイッチへコピーするには、copy 特権
EXEC コマンドを使用します。
2 バンドル ファイルを指示するように boot system グローバル コンフィギュレーション コマン
ドを設定します。
3 スイッチをリロードします。
次の例では、それぞれのスイッチが、異なる（しかし互換性のある）ソフトウェア パッケージを
実行する 2 メンバー スタックを示しています。
Device# copy flash:cat3k_caa-universalk9.SSA.03.12.02.EZP.150-12.02.EZP.150-12.02.EZP.bin
flash-1:
Destination filename [cat3k_caa-universalk9.SSA.03.12.02.EZP.150-12.02.EZP.150-12.02.EZP.bin]?
Copy in progress...
...
220766688 bytes copied in 181.700 secs (1215007 bytes/sec)
Device#
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# boot system switch 1
flash:cat3k_caa-universalk9.SSA.03.12.02.EZP.150-12.02.EZP.150-12.02.EZP.bin
Device(config)# end
Device#

互換性のないソフトウェアを実行しているDeviceのアップグレード
インストールモードで実行されているスイッチを、スイッチスタック（これもインストールモー
ドで実行されている）との互換性がないソフトウェア パッケージでアップグレードするには、
software auto-upgrade 特権 EXEC コマンドを使用して、既存のスタック メンバから、互換性のな
いソフトウェアを実行しているスタックメンバへ、ソフトウェアパッケージをインストールしま
す。自動アップグレードのインストールが完了したら、互換性のないスイッチが自動的にリロー
ドされ、、完全に機能するメンバとしてスタックに参加します。

（注）

グローバル software auto-upgrade enable コマンドを設定すると、互換性のないソフトウェア
がインストール モードで動作しているスイッチがインストール モードで動作しているスタッ
クに参加するときに、自動アップグレード機能が自動的に開始します。詳細については、『Cisco
IOS Configuration Fundamentals Command Reference, Cisco IOS XE Release 3SE (Catalyst 3850
Switches)』を参照してください。

互換性のないソフトウェアを実行している Device のアップグレード例
次に、2 つのメンバスイッチスタックの例を示します。スイッチ 2 はアクティブなスイッチで、
スイッチ 1 は互換性のないソフトウェアを実行しています。
Device# show switch
Switch/Stack Mac Address : 6400.f125.1100 - Local Mac Address
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Mac persistency wait time: Indefinite
H/W Current
Switch# Role Mac Address Priority Version State
-----------------------------------------------------------1 Member 6400.f125.1a00 1 0 V-Mismatch
*2 Active 6400.f125.1100 1 V01 Ready
Device#
Device# software auto-upgrade
% Auto upgrade has been initiated for the following incompatible switches: 1
INFO level system messages will be generated to provide status information during
the auto upgrade process
Device#
*Oct 19 06:59:14.521: %INSTALLER-6-AUTO_UPGRADE_SW_INITIATED: 2 installer: Auto upgrade
initiated for switch 1
*Oct 19 06:59:14.522: %INSTALLER-6-AUTO_UPGRADE_SW: 2 installer: Searching stack for software
to upgrade switch 1
*Oct 19 06:59:14.523: %INSTALLER-6-AUTO_UPGRADE_SW: 2 installer: Found donor switch 2 to
auto upgrade switch 1
*Oct 19 06:59:14.523: %INSTALLER-6-AUTO_UPGRADE_SW: 2 installer: Upgrading switch 1 with
software from switch 2
*Oct 19 07:00:47.829: %INSTALLER-6-AUTO_UPGRADE_SW: 2 installer: Finished installing software
on switch 1
*Oct 19 07:00:47.829: %INSTALLER-6-AUTO_UPGRADE_SW: 2 installer: Reloading switch 1 to
complete the auto upgrade

スイッチスタック（バンドル モードで実行中）と互換性のないソフトウェア バンドルを使用し
て、バンドルモードで実行中のスイッチをアップグレードするには、次の手順を実行します。
1 実行中のバンドルをスタック内のあるスイッチから別へコピーするには、copy 特権 EXEC コ
マンドを使用します。
2 boot system グローバル コンフィギュレーション コマンドを設定して、バンドル ファイルを指
します。
3 スイッチをリロードします。
次に、バンドル モードで実行する 2 つのメンバスイッチスタックの例を示します。スイッチ 2 は
アクティブなスイッチで、スイッチ 1 は互換性のないバンドルを実行しています。
Device# show switch
Switch/Stack Mac Address : 6400.f125.1100 - Local Mac Address
Mac persistency wait time: Indefinite
H/W Current
Switch# Role Mac Address Priority Version State
-----------------------------------------------------------1 Member 6400.f125.1a00 1 0 V-Mismatch
*2 Active 6400.f125.1100 1 V01 Ready
Device#
Device# copy flash:cat3k_caa-universalk9.SSA.03.12.02.EZP.150-12.02.EZP.150-12.02.EZP.bin
flash-1:
Destination filename [cat3k_caa-universalk9.SSA.03.12.02.EZP.150-12.02.EZP.150-12.02.EZP.bin]?
Copy in progress...
...
220766688 bytes copied in 181.700 secs (1215007 bytes/sec)
Device#
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# boot system switch 1
flash:cat3k_caa-universalk9.SSA.03.12.02.EZP.150-12.02.EZP.150-12.02.EZP.bin
Device(config)# end
Device#
*Nov 19 16:08:14.857: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Device# reload slot 1
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Stack is in Half ring setup; Reloading a switch might cause stack split
Proceed with reload? [confirm]

互換性のない実行モードで実行中のスイッチのアップグレード
バンドルモードで動作しているスイッチが、インストールモードでスタック動作に接続しようと
する場合は、software auto-upgrade 特権 EXEC コマンドを、互換性のないスイッチの実行パッケー
ジをインストールし、スイッチをインストール モードへ移行するために使用します。自動アップ
グレード実行変換が完了した後、互換性のないスイッチが自動的にリロードし、インストール
モードのスタックに参加を試みます。

（注）

グローバル software auto-upgrade enable コマンドを設定すると、自動アップグレード機能が、
スイッチとインストール モードで動作している互換性がないソフトウェアが、インストール
モードで動作するスタックに追加されたときに自動的に開始されます。詳細については、『Cisco
IOS Configuration Fundamentals Command Reference, Cisco IOS XE Release 3SE (Catalyst 3850
Switches)』を参照してください。

互換性のない実行モードで実行されている Device のアップグレード例
この例では、インストール モードで実行中の 2 メンバー スイッチ スタックを示しています。ス
イッチ 2 はアクティブ スイッチであり、スイッチ 1 はバンドル モードで実行中です。
Device# show switch
Switch/Stack Mac Address : 6400.f125.1100 - Local Mac Address
Mac persistency wait time: Indefinite
H/W Current
Switch# Role Mac Address Priority Version State
-----------------------------------------------------------1 Member 6400.f125.1a00 1 0 V-Mismatch
*2 Active 6400.f125.1100 1 V01 Ready
Device#
Device# software auto-upgrade
% Auto upgrade has been initiated for the following incompatible switches: 1
INFO level system messages will be generated to provide status information during the auto
upgrade process
Device#
*Oct 19 07:17:16.694: %INSTALLER-6-AUTO_UPGRADE_SW_INITIATED: 2 installer: Auto upgrade
initiated for switch 1
*Oct 19 07:17:16.694: %INSTALLER-6-AUTO_UPGRADE_SW: 2 installer: Converting switch 1 to
installed mode by
*Oct 19 07:17:16.694: %INSTALLER-6-AUTO_UPGRADE_SW: 2 installer: installing its running
software
*Oct 19 07:18:50.488: %INSTALLER-6-AUTO_UPGRADE_SW: 2 installer: Setting the boot var on
switch 1
*Oct 19 07:18:51.553: %INSTALLER-6-AUTO_UPGRADE_SW: 2 installer: Finished installing the
running software on switch 1
*Oct 19 07:18:51.553: %INSTALLER-6-AUTO_UPGRADE_SW: 2 installer: Reloading switch 1 to boot
in installed mode
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（注）

互換性のない スイッチをインストール モードに変換するために software auto-upgrade コマン
ドを使用すると、コマンドは、互換性がない スイッチ の実行バンドルからパッケージをイン
ストールします。互換性のないスイッチがインストール モードでブートおよびリロードされ
た後に、スイッチのインストールされたパッケージがスタックと互換性がないことが確認され
た場合、software auto-upgrade コマンドを再度使用します。詳細については、『Cisco IOS
Configuration Fundamentals Command Reference, Cisco IOS XE Release 3SE (Catalyst 3850 Switches)』
を参照してください。
インストールモードで実行中でバンドルモードで動作しているスタックに加わっているスイッチ
を変換するには、次のステップを実行します。
1 実行中のバンドルを、スタック中のスイッチから別のスイッチへコピーするには、copy 特権
EXEC コマンドを使用します。
2 boot system グローバル コンフィギュレーション コマンドを設定して、バンドル ファイルを指
します。
3 スイッチをリロードします。
リロードの後、互換性のないスイッチはバンドル モードでブートし、完全に機能するメンバーと
してスタックに加わります。
この例では、バンドル モードで実行中の 2 メンバー スイッチ スタックを示しています。スイッ
チ 2 はアクティブ スイッチであり、スイッチ 1 はインストール モードで実行中です。
Device#
Device# copy flash:cat3k_caa-universalk9.SSA.03.12.02.EZP.150-12.02.EZP.150-12.02.EZP.bin
flash-1:
Destination filename [cat3k_caa-universalk9.SSA.03.12.02.EZP.150-12.02.EZP.150-12.02.EZP.bin]?
Copy in progress...
....
220766688 bytes copied in 181.700 secs (1215007 bytes/sec)
Device#
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# boot system switch 1
flash:cat3k_caa-universalk9.SSA.03.12.02.EZP.150-12.02.EZP.150-12.02.EZP.bin
Device(config)# end
Device#
*Nov 19 16:08:14.857: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Device# reload slot 1
Stack is in Half ring setup; Reloading a switch might cause stack split
Proceed with reload? [confirm]
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関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

ソフトウェアバンドルとパッケージを管理する 『Cisco IOS Configuration Fundamentals Command
Reference』
コマンド

エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi

標準
Title

標準

この機能でサポートされる新規の標準または変 -更された標準はありません。また、既存の標準
のサポートは変更されていません。

MIB
MIB

MIB のリンク

この機能によってサポートされる新しい MIB
または変更された MIB はありません。またこ
の機能による既存 MIB のサポートに変更はあ
りません。

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs
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RFC
RFC

Title

この機能によりサポートされた新規 RFC また
は改訂 RFC はありません。またこの機能によ
る既存 RFC のサポートに変更はありません。

--

シスコのテクニカル サポート
説明

Link

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。
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章

ソフトウェア設定のトラブルシューティン
グ
この章では、スイッチが稼働する Cisco IOS ソフトウェアに関連する問題を特定し、解決する方
法について説明します。問題の性質に応じて、コマンドライン インターフェイス（CLI）、デバ
イス マネージャ、または Network Assistant を使用して、問題を特定し解決できます。
LED の説明など、トラブルシューティングの詳細については、ハードウェア インストレーショ
ン ガイドを参照してください。
• 機能情報の確認, 2467 ページ
• ソフトウェア設定のトラブルシューティングに関する情報, 2468 ページ
• ソフトウェア設定のトラブルシューティング方法, 2477 ページ
• ソフトウェア設定のトラブルシューティングの確認, 2490 ページ
• ソフトウェア設定のトラブルシューティングのシナリオ, 2493 ページ
• ソフトウェアのトラブルシューティングの設定例, 2497 ページ
• ソフトウェア設定のトラブルシューティングに関する追加情報, 2500 ページ
• ソフトウェア設定のトラブルシューティングの機能履歴と情報, 2501 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
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プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

ソフトウェア設定のトラブルシューティングに関する情報
スイッチのソフトウェア障害
スイッチ ソフトウェアがアップグレード中に破損する原因として、誤ったファイルがスイッチに
ダウンロードされた場合やイメージ ファイルが削除された場合があります。いずれの場合にも、
スイッチは電源投入時自己診断テスト（POST）に失敗し、接続できなくなります。
関連トピック
ソフトウェア障害からの回復, （2477 ページ）

のパスワードを紛失したか忘れた場合 スイッチ
スイッチのデフォルト設定では、スイッチに物理的にアクセスしているエンドエンド ユーザは、
スイッチの電源投入中に起動プロセスを中断して新しいパスワードを入力することにより、パス
ワードを紛失した状態から回復できます。ここで紹介する回復手順を実行するには、スイッチに
物理的にアクセスする必要があります。

（注）

これらのスイッチでは、システム管理者は、デフォルト設定に戻すことに同意した場合に限
り、エンド ユーザによるパスワードのリセットを許可することによって、この機能の一部を
ディセーブルにできます。パスワード回復がディセーブルになっている場合に、エンド ユー
ザがパスワードをリセットしようとすると、ステータス メッセージで回復プロセスの間はデ
フォルトの設定に戻すように指示されます。

（注）

Cisco WLC の設定を複数の Cisco WLC 間でコピーすると、暗号化パスワード キーを回復でき
なくなります（RMA の場合）。

関連トピック
パスワードを忘れた場合の回復, （2479 ページ）

Power over Ethernet（PoE）ポート
Power over Ethernet（PoE）スイッチ ポートでは、回路に電力が供給されていないことをスイッチ
が検知した場合、接続している次のデバイスに電力が自動的に供給されます。
• シスコ先行標準受電デバイス（Cisco IP Phone および Cisco Aironet アクセス ポイントなど）
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• IEEE 802.3af 準拠の受電装置
• IEEE 802.3at 準拠の受電装置
受電デバイスが PoE スイッチ ポートおよび AC 電源に接続されている場合、冗長電力として利用
できます。受電装置が PoE ポートにだけ接続されている場合、受電装置には冗長電力は供給され
ません。
受電デバイスを検出すると、スイッチは受電デバイスの電力要件を判断し、受電デバイスへの電
力供給を許可または拒否します。また、スイッチは消費電力をモニタリングおよびポリシングす
ることで、装置の電力の消費をリアルタイムに検知できます。
詳細については、『』（Catalyst 9300 スイッチ）の「Configuring PoE」の章を参照してください
Interface and Hardware Component Configuration Guide（Catalyst 3850 Switches） 。
関連トピック
Power over Ethernet（PoE）に関するトラブルシューティングのシナリオ, （2493 ページ）

電力消失によるポートの障害
PoE スイッチ ポートに接続され、AC 電源から電力が供給されている受電デバイス（Cisco IP Phone
7910 など）に AC 電源から電力が供給されない場合、そのデバイスは errdisable ステートになるこ
とがあります。error-disabled ステートから回復するには、shutdown インターフェイス コンフィ
ギュレーション コマンドを入力してから、no shutdown インターフェイス コマンドを入力しま
す。スイッチで自動回復を設定し、error-disabled ステートから回復することもできます。
スイッチの場合、errdisable recovery cause loopback および errdisable recovery interval seconds グ
ローバル コンフィギュレーション コマンドは、指定した期間が経過したあと自動的にインター
フェイスを error-disabled ステートから復帰させます。

不正リンク アップによるポート障害
シスコ受電デバイスをポートに接続し、power inline never インターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを使用してポートを設定した場合は、不正リンク アップが発生し、ポートが
errdisable ステートになることがあります。ポートを error-disabled ステートから回復するには、
shutdown および no shutdown インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力します。
power inline never コマンドで設定したポートにシスコ受電デバイスを接続しないでください。

ping
スイッチは IP の ping をサポートしており、これを使ってリモート ホストへの接続をテストでき
ます。ping はアドレスにエコー要求パケットを送信し、応答を待ちます。ping は次のいずれかの
応答を返します。
• 正常な応答：正常な応答（hostname が存在する）は、ネットワーク トラフィックにもよりま
すが、1 ～ 10 秒以内で発生します。
• 宛先の応答なし：ホストが応答しない場合、no-answer メッセージが返されます。
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• 不明なホスト：ホストが存在しない場合、unknown host メッセージが返されます。
• 宛先到達不能：デフォルト ゲートウェイが指定されたネットワークに到達できない場合、
destination-unreachable メッセージが返されます。
• ネットワークまたはホストへの到達不能：ルート テーブルにホストまたはネットワークのエ
ントリがない場合、network or host unreachable メッセージが返されます。
関連トピック
ping の実行, （2486 ページ）
例：IP ホストの ping, （2497 ページ）

レイヤ 2 Traceroute
レイヤ 2 traceroute 機能により、パケットが通過する、送信元デバイスから宛先デバイスへの物理
パスを識別できます。レイヤ 2 traceroute は、ユニキャストの送信元および宛先 MAC アドレスだ
けをサポートします。transroute は、パス内にあるスイッチの MAC アドレス テーブルを使用して
パスを識別します。スイッチがパス内でレイヤ 2 traceroute をサポートしていないデバイスを検知
した場合、スイッチはレイヤ 2 trace クエリーを送信し続け、タイムアウトにします。
スイッチは、送信元デバイスから宛先デバイスへのパスのみを識別できます。パケットが通過す
る、送信元ホストから送信元デバイスまで、または宛先デバイスから宛先ホストまでのパスは識
別できません。

レイヤ 2 の traceroute のガイドライン
• ネットワーク内のすべてのデバイスで、Cisco Discovery Protocol（CDP）をイネーブルにする
必要があります。レイヤ 2 traceroute が適切に動作するために、CDP をディセーブルにしない
でください。
物理パス内のデバイスが CDP に対して透過的な場合、スイッチはこれらのデバイスを通過す
るパスを識別できません。
• ping 特権 EXEC コマンドを使用して接続をテストできれば、このスイッチは別のスイッチか
ら到達可能といえます。物理パス内のすべてのスイッチは、他のスイッチから相互に到達可
能でなければなりません。
• パス内で識別可能な最大ホップ数は 10 です。
• 送信元デバイスと宛先デバイスの間の物理パス内にないスイッチで、traceroute mac または
traceroute mac ip の特権 EXEC コマンドを実行できます。パス内のすべてのスイッチは、こ
のスイッチから到達可能でなければなりません。
• traceroute mac コマンドの出力結果としてレイヤ 2 パスが表示されるのは、指定の送信元お
よび宛先 MAC アドレスが、同一の VLAN に属している場合だけです。指定した送信元およ
び宛先 MAC アドレスが、それぞれ異なる VLAN に属している場合は、レイヤ 2 パスは識別
されず、エラー メッセージが表示されます。
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• マルチキャストの送信元または宛先 MAC アドレスを指定すると、パスは識別されず、エラー
メッセージが表示されます。
• 送信元または宛先 MAC アドレスが複数の VLAN に属する場合は、送信元および宛先 MAC
アドレスの両方が属している VLAN を指定する必要があります。VLAN を指定しないと、パ
スは識別されず、エラー メッセージが表示されます。
• 指定した送信元および宛先の IP アドレスが同一サブネットに属する場合、traceroute mac ip
コマンド出力にレイヤ2パスが表示されます。IPアドレスを指定した場合、スイッチはAddress
Resolution Protocol（ARP）を使用し、IP アドレスとそれに対応する MAC アドレスおよび
VLAN ID を関連付けます。
◦ 指定の IP アドレスに ARP のエントリが存在している場合、スイッチは関連する MAC
アドレスを使用して、物理パスを識別します。
◦ ARP のエントリが存在しない場合、スイッチは ARP クエリを送信し、IP アドレスの解
決を試みます。IP アドレスが解決されない場合は、パスは識別されず、エラー メッセー
ジが表示されます。
• 複数のデバイスがハブを介して 1 つのポートに接続されている場合（たとえば複数の CDP ネ
イバーがポートで検出された場合）、レイヤ 2 traceroute 機能はサポートされません。複数の
CDP ネイバーが 1 つのポートで検出された場合、レイヤ 2 パスは特定されず、エラー メッ
セージが表示されます。
• この機能は、トークンリング VLAN ではサポートされません。

IP Traceroute
IP traceroute を使用すると、ネットワーク上でパケットが通過するパスをホップバイホップで識別
できます。このコマンドを実行すると、トラフィックが宛先に到達するまでに通過するルータな
どのすべてのネットワーク層（レイヤ 3）デバイスが表示されます。
スイッチは、traceroute 特権 EXEC コマンドの送信元または宛先として指定できます。また、ス
イッチはtracerouteコマンドの出力でホップとして表示される場合があります。スイッチをtraceroute
の宛先とすると、スイッチは、traceroute の出力で最終の宛先として表示されます。中間スイッチ
が同じ VLAN 内でポート間のパケットのブリッジングだけを行う場合、traceroute の出力に中間ス
イッチは表示されません。ただし、中間スイッチが、特定のパケットをルーティングするマルチ
レイヤ スイッチの場合、中間スイッチは traceroute の出力にホップとして表示されます。
traceroute 特権 EXEC コマンドは、IP ヘッダーの存続可能時間（TTL）フィールドを使用して、
ルータおよびサーバで特定のリターン メッセージが生成されるようにします。traceroute の実行
は、ユーザ データグラム プロトコル（UDP）データグラムを、TTL フィールドが 1 に設定されて
いる宛先ホストへ送信することから始まります。ルータで TTL 値が 1 または 0 であることを検出
すると、データグラムをドロップし、インターネット制御メッセージ プロトコル（ICMP）
time-to-live-exceeded メッセージを送信元に送信します。traceroute は、ICMP time-to-live-exceeded
メッセージの送信元アドレス フィールドを調べて、最初のホップのアドレスを判別します。
ネクスト ホップを識別するために、traceroute は TTL 値が 2 の UDP パケットを送信します。1 番
めのルータは、TTL フィールドの値から 1 を差し引いて次のルータにデータグラムを送信します。
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2 番めのルータは、TTL 値が 1 であることを確認すると、このデータグラムを廃棄し、
time-to-live-exceeded メッセージを送信元へ返します。このように、データグラムが宛先ホストに
到達するまで（または TTL の最大値に達するまで）TTL の値は増分され、処理が続けられます。
データグラムが宛先に到達したことを学習するために、traceroute は、データグラムの UDP 宛先
ポート番号を、宛先ホストが使用する可能性のない大きな値に設定します。ホストが、ローカル
で使用されない宛先ポート番号を持つ自分自身宛てのデータグラムを受信すると、送信元に ICMP
ポート到達不能エラーを送信します。ポート到達不能エラーを除くすべてのエラーは中間ホップ
から送信されるため、ポート到達不能エラーを受信するということは、このメッセージが宛先ポー
トから送信されたことを意味します。
関連トピック
IP traceroute の実行, （2487 ページ）
例：IP ホストに対する traceroute の実行, （2498 ページ）

Time Domain Reflector ガイドライン
Time Domain Reflector（TDR）機能を使用すると、ケーブル配線の問題を診断して解決できます。
TDR稼働時、ローカル デバイスはケーブルを介して信号を送信して、最初に送信した信号と反射
された信号を比べます。
TDR は、10/100/1000 銅線イーサネット ポートと、マルチギガビット イーサネット
（100Mbps/1/2.5/5/10 Gbps）ポートでサポートされます。SFP モジュール ポートではサポートされ
ません。
TDR は次のケーブル障害を検出します。
• ツイストペア ケーブルの導線のオープン、損傷、切断：導線がリモート デバイスからの導
線に接続されていない状態。
• ツイストペア ケーブルの導線のショート：導線が互いに接触している状態、またはリモート
デバイスからの導線に接触している状態。たとえば、ツイスト ペア ケーブルの一方の導線
が、もう一方の導線にはんだ付けされている場合、ツイストペア ケーブルのショートが発生
します。
ツイストペアの導線の一方がオープンになっている場合、TDR はオープンになっている導線
の長さを検出できます。

（注）

マルチギガビット イーサネット ポートでこの機能を使用する場合は、オープン条件または
ショート条件が検出された場合にのみケーブル長が表示されます。
次の状況で TDR を使用して、ケーブル障害を診断および解決してください。
• スイッチの交換
• 配線クローゼットの設定

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
2472

OL-30686-01-J

ソフトウェア設定のトラブルシューティングに関する情報

• リンクが確立できない、または適切に動作していない場合における、2 つのデバイス間の接
続のトラブルシューティング
TDR の実行時、次の場合にスイッチは正確な情報をレポートします。
• ギガビット リンク用のケーブルが単線コア ケーブル
• オープンエンド ケーブルが未終端
TDR の実行時、次の場合にスイッチは正確な情報をレポートしません。
• ギガビット リンク用のケーブルがツイストペア ケーブルまたは連続接続された単線コア ケー
ブル
• リンクが 10 Mb または 100 Mb
• より線ケーブル
• リンク パートナーが Cisco IP Phone
• リンク パートナーが IEEE 802.3 に準拠していない

debug コマンド
注意

デバッグ出力は CPU プロセスで高プライオリティが割り当てられているため、デバッグ出力
を行うとシステムが使用できなくなることがあります。したがって、debug コマンドを使用す
るのは、特定の問題のトラブルシューティング時、またはシスコのテクニカル サポート担当
者とともにトラブルシューティングを行う場合に限定してください。ネットワーク トラフィッ
ク量やユーザ数が少ない期間に debug コマンドを使用することをお勧めします。デバッギング
をこのような時間帯に行うと、debug コマンド処理のオーバーヘッドの増加によりシステムの
使用に影響が及ぶ可能性が少なくなります。
debug コマンドはすべて特権 EXEC モードで実行します。ほとんどの debug コマンドは引数を取
りません。
関連トピック
デバッグおよびエラー メッセージ出力のリダイレクト, （2488 ページ）
例：すべてのシステム診断をイネーブルにする, （2499 ページ）

crashinfo ファイル
crashinfo ファイルには、シスコのテクニカル サポート担当者が Cisco IOS イメージの障害（クラッ
シュ）が原因で起きた問題をデバッグするときに使用する情報が保存されています。スイッチは
障害発生時に 2 個のファイル（fullcore および crashinfo）を生成します。
この crashinfo ファイルに保存される情報は、障害が発生した Cisco IOS イメージの名前、バージョ
ン、プロセッサ レジスタのリスト、およびスタック トレースです。この情報は、show tech-support
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特権 EXEC コマンドを使用することによって、シスコのテクニカル サポート担当者に提出できま
す。
ファイル名は次の形式になります。
[fullcore | crashinfo]_[process that crashed]_[date]-[timestamp]-UTC

IOS から、次のコマンドを使用して、各スイッチの crashinfo ファイルを確認できます。
Device# dir crashinfo?
crashinfo-1: crashinfo-2: crashinfo-3: crashinfo:
Device#

たとえば、スイッチ 1 の crashinfo ディレクトリにアクセスするには、次のように入力します。
Device dir crashinfo-1

ROMMON プロンプトで、dir コマンドを使用して crashinfo ファイルを確認できます。
Device: dir sda1

次は crashinfo ファイルの出力例を示します。
Device# dir crashinfo:
Directory of crashinfo:/
12 -rwx
15 -rwx
16 -rwx

2768 Dec 31 1969 16:00:15 -08:00 koops.dat
0 Jan 12 2000 22:53:40 -08:00 deleted_crash_files
4246576 Jan 12 2000 22:53:40 -08:00 crashinfo_stack-mgr_20000113-065250-UTC

17 -rwx
26 -rwx
18 -rwx

50
Oct 2 2012 03:18:42 -08:00 last_crashinfo
39 Jan 22 2013 14:14:14 -08:00 last_systemreport
2866565 Jan 12 2000 22:53:41 -08:00 fullcore_stack-mgr_20000113-065250-UTC

20

4391796

-rwx

21 -rwx
34817 -rw18434 -rw18435 -rw34821 -rw6147 -rw34824 -rwx
6155 -rwx

2920325
1050209
1016913
1136167
1094631

Feb 1 2000 17:50:44 -08:00
Feb 1
Jan 10
Jan 11
Jan 22
Jan 2

2000
2013
2013
2013
2013

17:50:45
20:26:23
10:35:28
14:14:11
17:59:23

-08:00
-08:00
-08:00
-08:00
-08:00

crashinfo_stack-mgr_20000202-014954-UTC
fullcore_stack-mgr_20000202-014954-UTC
system-report_1_20130111-042535-UTC.gz
system-report_1_20130111-183440-UTC.gz
system-report_1_20130122-221322-UTC.gz
system-report_1_20130103-015835-UTC.gz

967429
Jan 3 2013 10:32:44 -08:00 system-report_1_20130103-183156-UTC.gz
50 Jan 22 2013 14:14:14 -08:00 deleted_sysreport_files
373 Jan 22 2013 14:14:13 -08:00 last_systemreport_log

145898496 bytes total (18569216 bytes free)
stack3#
The file name of the most recent crashinfo file is stored in last_crashinfo.
The file name of the most recent system report is stored in last_systemreport.
Device#

システム レポート
スイッチ のクラッシュが発生すると、スイッチ スタックの各スイッチについて、システム レポー
トが自動的に生成されます。システム レポート ファイルは、すべてのトレース バッファ、およ
びスイッチ上にあるその他のシステム全体のログをキャプチャします。システム レポートは、次
の形式で crashinfo ディレクトリにあります。
system-report_[switch number]_[date]-[timestamp]-UTC.gz
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スイッチのクラッシュの後には、システムレポートファイルが生成されているかどうか確認する
必要があります。最後に生成されたシステム レポート ファイルは、crashinfo ディレクトリの下に
last_systemreport というファイル名で保存されます。問題のトラブルシューティングを行う場合に
は、システム レポートおよび crashinfo ファイルが TAC の役に立ちます。

スイッチのオンボード障害ロギング
オンボード障害ロギング（OBFL）機能を使用すれば、スイッチに関する情報を収集できます。こ
の情報には稼働時間、温度、電圧などの情報が含まれており、シスコのテクニカル サポート担当
者がスイッチの問題をトラブルシューティングする際に役立ちます。OBFL はイネーブルにして
おき、フラッシュ メモリに保存されたデータは消さないようにすることを推奨します。
OBFL は、デフォルトでイネーブルになっています。スイッチおよび Small Form-Factor Pluggable
（SFP）モジュールに関する情報が収集されます。スイッチは、次の情報をフラッシュ メモリに
保存します。
• CLI コマンド：スタンドアロン スイッチまたはスイッチ スタック メンバに入力された OBFL
CLI コマンドの記録
• 環境データ：スタンドアロン スイッチまたはスタックメンバおよび接続されているすべての
FRU デバイスの一意のデバイス ID（UDI）情報、製品 ID（PID）、バージョン ID（VID）、
およびシリアル番号
• メッセージ：スタンドアロン スイッチまたはスタック メンバにより生成されたハードウェ
ア関連のシステム メッセージの記録
• イーサネット経由の電源供給（PoE）：スタンドアロン スイッチまたはスイッチ スタック メ
ンバの PoE ポートの消費電力の記録
• 温度：スタンドアロン スイッチまたはスタック メンバの温度
• 稼働時間：スタンドアロン スイッチまたはスタック メンバが起動されたときの時刻、スイッ
チが再起動された理由、およびスイッチが最後に再起動されて以来の稼働時間
• 電圧：スタンドアロン スイッチまたはスタック メンバのシステム電圧
システム時計は、手動で時刻を設定するか、またはネットワーク タイム プロトコル（NTP）を使
用するように設定します。
スイッチの稼働中には、show logging onboard 特権 EXEC コマンドを使用することにより、OBFL
データを取得できます。スイッチに障害が発生した場合のデータの取得方法については、お客様
担当のシスコ テクニカル サポート担当者にお問い合わせください。
OBFL がイネーブルになっているスイッチが再起動された場合、新しいデータの記録が開始する
までに 10 分間の遅延があります。
関連トピック
OBFL の設定, （2489 ページ）
OBFL 情報の表示, （2490 ページ）
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ファン障害
デフォルトでは、この機能はディセーブルです。現場交換可能ユニット（FRU）または電源装置
の複数のファンが故障した場合、スイッチはシャットダウンせず、次のようなエラー メッセージ
が表示されます。
Multiple fan(FRU/PS) failure detected. System may get overheated. Change fan quickly.

スイッチが過熱状態となり、シャットダウンすることもあります。
ファン障害機能をイネーブルにするには、system env fan-fail-action shut 特権 EXEC コマンドを入
力します。スイッチ内の複数のファンに障害が発生した場合、スイッチは自動的にシャットダウ
ンし、次のようなエラー メッセージが表示されます。
Faulty (FRU/PS) fans detected, shutting down system!

最初のファンの停止後、スイッチが 2 つめのファンの障害を検知すると、スイッチは 20 秒待機し
てからシャットダウンします。
スイッチを再起動するには、電源をオフにしてから再度オンにする必要があります。

CPU 使用率が高い場合に起こりうる症状
CPU 使用率が高すぎることで次の症状が発生する可能性がありますが、他の原因で発生する場合
もあります。

（注）

Cisco Catalyst 4500E Supervisor Engine 8-E をワイヤレス モードで使用すると、システムのメモ
リ使用率が上がることがあります。
• スパニングツリー トポロジの変更
• 通信が切断されたために EtherChannel リンクがダウンした
• 管理要求（ICMP ping、SNMP のタイムアウト、低速な Telnet または SSH セッション）に応
答できない
• UDLD フラッピング
• SLA の応答が許容可能なしきい値を超えたことによる IP SLA の失敗
• スイッチが要求を転送しない、または要求に応答しない場合の DHCP または IEEE 802.1x の
処理の失敗
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ソフトウェア設定のトラブルシューティング方法
ソフトウェア障害からの回復
はじめる前に
ここで紹介する回復手順を実行するには、スイッチを直接操作する必要があります。
ここで紹介する手順では、破損したイメージファイルまたは不適切なイメージファイルの回復に
boot loader コマンドおよび TFTP を使用します。

手順
ステップ 1

PC 上で、Cisco.com からソフトウェア イメージ ファイル（image.bin）をダウンロードします。

ステップ 2

TFTP サーバにソフトウェア イメージをロードします。

ステップ 3

PC をスイッチのイーサネット管理ポートに接続します。

ステップ 4

スイッチの電源コードを取り外します。

ステップ 5

[Mode]Modeボタンを押しながら、電源コードを再度スイッチに接続します。

ステップ 6

ブートローダ（ROMMON）プロンプトで、TFTP サーバに ping を実行できることを確認します。
a) 次のコマンドを実行して、IP アドレス を設定します。switch: set IP_ADDRESS ip_address
subnet_mask
例：
switch: set IP_ADDRESS 192.0.2.123/255.255.255.0

b) 次のコマンドを実行して、デフォルト ルータ IP アドレスを設定します。switch: set
DEFAULT_ROUTER ip_address
例：
switch: set DEFAULT_ROUTER 192.0.2.1

c) 次のコマンドを実行して、TFTP サーバに ping を実行できることを確認します。switch: ping
ip_address_of_TFTP_server
例：
switch: ping 192.0.2.15
ping 192.0.2.1 with 32 bytes of data...
Host 192.0.2.1 is alive.
switch:

ステップ 7

回復パーティション（sda9:）に回復イメージが存在することを確認します。
この回復イメージは、emergency-install 機能を使用して回復を実施する場合に必要となります。
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例：
switch: dir sda9:
Directory of sda9:/
2
2
11

drwx
drwx
-rw-

1024
1024
18923068

.
..
c3850-recovery.bin

36939776 bytes available (20830208 bytes used)
switch:

ステップ 8

ブートローダ（ROMMON）プロンプトで、emergency-install 機能を開始します。この機能を使用
すると、スイッチでソフトウェア イメージを容易に回復できます。
警告：emergency-install コマンドを実行すると、ブート ブラッシュ全体が消去されます。
例：
Switch#
emergency-install
tftp://192.0.2.47/cat3k_caa-universalk9.SSA.03.12.02.EZP.150-12.02.EZP.150-12.02.EZP.bin
The bootflash will be erased during install operation, continue (y/n)?y
Starting emergency recovery
(tftp://192.0.2.47/cat3k/cat3k_caa-universalk9.SPA.03.02.00.SE.150-1.EX.bin)...
Reading full image into memory......................done
Nova Bundle Image
-------------------------------------Kernel Address : 0x6042e5cc
Kernel Size : 0x318261/3244641
Initramfs Address : 0x60746830
Initramfs Size : 0xdb0fb9/14356409
Compression Format: .mzip
Bootable image at @ ram:0x6042e5cc
Bootable image segment 0 address range [0x81100000, 0x81b80000] is in range [0x80180000,
0x90000000].
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
File "sda9:c3850-recovery.bin" uncompressed and installed, entry point: 0x811060f0
Loading Linux kernel with entry point 0x811060f0 ...
Bootloader: Done loading app on core_mask: 0xf
### Launching Linux Kernel (flags = 0x5)

Initiating Emergency Installation of bundle
tftp://192.0.2.47/cat3k/cat3k_caa-universalk9.SSA.03.12.02.EZP.150-12.02.EZP.150-12.02.EZP.bin
Downloading bundle
tftp://192.0.2.47/cat3k/cat3k_caa-universalk9.SSA.03.12.02.EZP.150-12.02.EZP.150-12.02.EZP.bin...
Validating bundle
tftp://192.0.2.47/cat3k/cat3k_caa-universalk9.SSA.03.12.02.EZP.150-12.02.EZP.150-12.02.EZP.bin...
Installing bundle
tftp://192.0.2.47/cat3k/cat3k_caa-universalk9.SSA.03.12.02.EZP.150-12.02.EZP.150-12.02.EZP.bin...
Verifying bundle
tftp://192.0.2.47/cat3k/cat3k_caa-universalk9.SSA.03.12.02.EZP.150-12.02.EZP.150-12.02.EZP.bin...
Package cat3k_caa-base..pkg is Digitally Signed
Package cat3k_caa-drivers.SPA.03.02.00.SE.pkg is Digitally Signed
Package cat3k_caa-infra.SPA.03.02.00.SE.pkg is Digitally Signed
Package cat3k_caa-iosd-universalk9.SPA.03.02.00.SE.pkg is Digitally Signed
Package cat3k_caa-platform.SPA.03.02.00.SE.pkg is Digitally Signed
Package cat3k_caa-wcm.SPA.03.02.00.SE.pkg is Digitally Signed
Preparing flash...
Syncing device...
Emergency Install successful... Rebooting
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Restarting system.

Booting...(use DDR clock 667 MHz)Initializing and Testing RAM +++@@@@####...++@@++@@++@@++@

関連トピック
スイッチのソフトウェア障害, （2468 ページ）

パスワードを忘れた場合の回復
スイッチのデフォルト設定では、スイッチを直接操作するエンド ユーザが、スイッチの電源投入
時に起動プロセスを中断して新しいパスワードを入力することにより、パスワードを紛失した状
態から回復できます。ここで紹介する回復手順を実行するには、スイッチを直接操作してくださ
い。

（注）

これらのスイッチでは、システム管理者はデフォルト設定に戻す場合に限りエンド ユーザに
よるパスワードのリセットを許可することによって、この機能の一部をディセーブルにできま
す。パスワード回復がディセーブルになっている場合に、エンド ユーザがパスワードをリセッ
トしようとすると、回復プロセスの間、ステータス メッセージにその旨が表示されます。

手順
ステップ 1

端末または PC をスイッチに接続します。
• 端末または端末エミュレーション ソフトウェアが稼働している PC をスイッチのコンソール
ポートに接続します。
• PC をイーサネット管理ポートに接続します。

ステップ 2

エミュレーション ソフトウェアの回線速度を 9600 ボーに設定します。

ステップ 3

スタンドアロン スイッチまたはスイッチ スタック全体の電源を切断します。

ステップ 4

電源コードまたはアクティブ スイッチを再度接続します。15 秒以内に [Mode] ボタンを押します。
このときシステム LED はグリーンに点滅しています。Mode ボタンを長押しして、プロンプトが
表示されたら Mode ボタンから手を離します。

Switch:
Xmodem file system is available.
Base ethernet MAC Address: 20:37:06:4d:e9:80
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Verifying bootloader digital signature.

The system has been interrupted prior to loading the operating
system software, console will be reset to 9600 baud rate.

「パスワード回復がイネーブルになっている場合の手順」セクションに記載されている手順を実
行します。
ステップ 5

パスワードの回復後、スイッチまたは アクティブ スイッチ をリロードします。
スイッチの場合
Switch> reload
Proceed with reload? [confirm] y

関連トピック
のパスワードを紛失したか忘れた場合 スイッチ, （2468 ページ）

パスワード回復がイネーブルになっている場合の手順
パスワード回復動作がイネーブルになっている場合は、次のメッセージが表示されます。

手順
ステップ 1

フラッシュ ファイル システムを初期化します。
Switch: flash_init

ステップ 2

次のコマンドを使用して、スタートアップ コンフィギュレーションを無視します。
Switch: SWITCH_IGNORE_STARTUP_CFG=1

ステップ 3

packages.conf ファイルでスイッチをフラッシュからブートします。
Switch: boot flash:packages.conf

ステップ 4

No と応答して初期設定ダイアログを終了します。
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: No

ステップ 5

スイッチ プロンプトで、特権 EXEC モードを開始します。
Switch> enable

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
2480

OL-30686-01-J

ソフトウェア設定のトラブルシューティング方法

Switch#

ステップ 6

スタートアップ コンフィギュレーションを実行コンフィギュレーションにコピーします。
Switch# copy startup-config running-config Destination filename [running-config]?

確認を求めるプロンプトに、Return を押して応答します。これで、コンフィギュレーション ファ
イルがリロードされ、パスワードを変更できます。
ステップ 7

グローバル コンフィギュレーション モードを開始して、イネーブル パスワードを変更します。
Switch# configure terminal
Switch(config)#

ステップ 8

実行コンフィギュレーションをスタートアップ コンフィギュレーション ファイルに書き込みま
す。
Switch(config)# copy running-config startup-config

ステップ 9

手動ブート モードがイネーブルになっていることを確認します。
Switch# show boot
BOOT variable = flash:packages.conf;
Manual Boot = yes
Enable Break = yes

ステップ 10

スイッチをリロードします。
Switch# reload

ステップ 11

（ステップ 2 と 3 で変更した）ブートローダ パラメータを元の値に戻します。

switch: SWITCH_IGNORE_STARTUP_CFG=0

ステップ 12

フラッシュからのスイッチ packages.conf を起動します。
Switch: boot flash:packages.conf

ステップ 13

スイッチ のブート後に、スイッチ で手動ブートをディセーブルにします。
Switch(config)# no boot manual
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パスワード回復がディセーブルになっている場合の手順
パスワード回復メカニズムがディセーブルの場合、次のメッセージが表示されます。
The password-recovery mechanism has been triggered, but
is currently disabled. Access to the boot loader prompt
through the password-recovery mechanism is disallowed at
this point. However, if you agree to let the system be
reset back to the default system configuration, access
to the boot loader prompt can still be allowed.
Would you like to reset the system back to the default configuration (y/n)?

注意

スイッチをデフォルト設定に戻すと、既存の設定がすべて失われます。システム管理者に問い
合わせて、バックアップ スイッチと VLAN（仮想 LAN）コンフィギュレーション ファイルが
あるかどうかを確認してください。
• n（no）を入力すると、Mode ボタンを押さなかった場合と同様に、通常のブート プロセスが
継続されます。ブートローダ プロンプトにはアクセスできません。したがって、新しいパス
ワードを入力できません。次のメッセージが表示されます。
Press Enter to continue........

• y（yes）を入力すると、フラッシュメモリ内のコンフィギュレーションファイルおよびVLAN
データベース ファイルが削除されます。デフォルト設定がロードされるときに、パスワード
をリセットできます。

手順
ステップ 1

パスワード回復手順の継続を選択すると、既存の設定が失われます。
Would you like to reset the system back to the default configuration (y/n)? Y

ステップ 2

フラッシュ メモリの内容を表示します。
Device: dir flash:

スイッチのファイル システムが表示されます。

Directory of flash:/
.
.
.i'
15494 drwx
4096
15508 -rw258065648

Jan 1 2000 00:20:20 +00:00
Sep 4 2013 14:19:03 +00:00

kirch
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cat3k_caa-universalk9.SSA.03.12.02.EZP.150-12.02.EZP.150-12.02.EZP.bin
162196684

ステップ 3

システムを起動します。
Device: boot

セットアップ プログラムを起動するように求められます。パスワード回復手順を継続するには、
プロンプトに N を入力します。
Continue with the configuration dialog? [yes/no]: N

ステップ 4

スイッチ プロンプトで、特権 EXEC モードを開始します。
Device> enable

ステップ 5

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
Device# configure terminal

ステップ 6

パスワードを変更します。
Device(config)# enable secret password

シークレット パスワードは 1 ～ 25 文字の英数字です。数字で始めることができます。大文字と
小文字が区別され、スペースを使用できますが、先行スペースは無視されます。
ステップ 7

特権 EXEC モードに戻ります。
Device(config)# exit
Device#

（注）

ステップ 8

ステップ 9 に進む前に、接続されているすべてのスタック メンバの電源を入れ、それ
らが完全に初期化されるまで待ちます。

実行コンフィギュレーションをスタートアップ コンフィギュレーション ファイルに書き込みま
す。
Device# copy running-config startup-config

新しいパスワードがスタートアップ コンフィギュレーションに組み込まれました。
ステップ 9

ここでスイッチを再設定する必要があります。システム管理者によって、バックアップ スイッチ
と VLAN コンフィギュレーション ファイルが使用可能に設定されている場合は、これらを使用し
ます。

スイッチ スタック問題の回避
スイッチ スタックの問題を防止するには、次の作業を実行する必要があります。
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• スイッチ スタックにスイッチを追加したり、そこから取り外したりする場合には、必ずス
イッチの電源を切ってください。スイッチ スタックでの電源関連のあらゆる考慮事項につい
ては、ハードウェア インストレーション ガイドの「Switch Installation（スイッチのインス
トール）」の章を参照してください。
• スタック モード LED が点灯するまで、スタック メンバの Mode ボタンを押します。スイッ
チの最後の 2 つのポート LED がグリーンになります。スイッチ モデルに応じて、最後の 2
つのポートは 10/100/1000 ポートまたは Small Form-Factor Pluggable モジュールになります。
最後の 2 つのポート LED の片方または両方がグリーンになっていない場合は、スタックが全
帯域幅で稼働していません。
• スイッチ スタックを管理する場合は、1 つの CLI セッションだけを使用することを推奨しま
す。アクティブ スイッチに複数の CLI セッションを使用する場合は注意が必要です。1 つの
セッションで入力したコマンドは、別のセッションには表示されません。そのため、コマン
ドを入力したセッションを識別できなくなることがあります。
• スタック内での位置に従ってスタック メンバ番号を手動で割り当てると、リモートから行う
スイッチ スタックのトラブルシューティングが容易になります。ただし、後からスイッチを
追加したり、取り外したり、場所を入れ替えたりする際に、スイッチに手動で番号を割り当
てたことを覚えておく必要があります。スタック メンバー番号を手動で割り当てるには、
switch current-stack-member-numberrenumber new-stack-member-number グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。
スタック メンバをまったく同じモデルで置き換えると、新しいスイッチは、置き換えられたス
イッチとまったく同じ設定で稼働します。この場合、新しいスイッチは置き換えられたスイッチ
と同じメンバ番号を使用するものと想定されます。
電源が入った状態のスタックメンバを取り外すと、スイッチスタックが、それぞれ同じ設定を持
つ 2 つ以上のスイッチ スタックに分割（パーティション化）されます。スイッチ スタックを分離
されたままにしておきたい場合は、新しく作成されたスイッチ スタックの IP アドレス（複数の場
合あり）を変更してください。パーティション化されたスイッチ スタックを元に戻すには、次の
手順を実行します。
1 新しく作成されたスイッチ スタックの電源を切ります。
2 新しいスイッチ スタックを、StackWise Plus ポートを介して元のスイッチ スタックに再度接続
します。
3 スイッチの電源を入れます。
スイッチスタックおよびそのメンバのモニタリングに使用できるコマンドについては、「Displaying
Switch Stack Information」の項を参照してください。

自動ネゴシエーションの不一致の防止
IEEE 802.3ab 自動ネゴシエーション プロトコルは速度（10 Mbps、100 Mbps、および SFP モジュー
ル ポート以外の 1000 Mbps）およびデュプレックス（半二重または全二重）に関するスイッチの
設定を管理します。このプロトコルは設定を適切に調整しないことがあり、その場合はパフォー
マンスが低下します。不一致は次の条件で発生します。
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• 手動で設定した速度またはデュプレックスのパラメータが、接続ポート上で手動で設定され
た速度またはデュプレックスのパラメータと異なっている場合。
• ポートを自動ネゴシエーションに設定したが、接続先ポートは自動ネゴシエーションを使用
しない全二重に設定されている場合。
スイッチのパフォーマンスを最大限に引き出してリンクを確保するには、次のいずれかの注意事
項に従って、デュプレックスおよび速度の設定を変更してください。
• 速度とデュプレックスの両方について、両方のポートで自動ネゴシエーションを実行させま
す。
• 接続の両側でポートの速度とデュプレックスのパラメータを手動で設定します。

（注）

接続先装置が自動ネゴシエーションを実行しない場合は、2 つのポートのデュプレックス設定
を一致させます。速度パラメータは、接続先のポートが自動ネゴシエーションを実行しない場
合でも自動調整が可能です。

SFP モジュールのセキュリティと識別に関するトラブルシューティング
シスコの Small Form-Factor Pluggable（SFP）モジュールは、モジュールのシリアル番号、ベンダー
名とベンダー ID、一意のセキュリティ コード、および巡回冗長検査（CRC）が格納されたシリア
ル EEPROM（電気的に消去可能でプログラミング可能な ROM）を備えています。スイッチに SFP
モジュールを装着すると、スイッチ ソフトウェアは、EEPROM を読み取ってシリアル番号、ベン
ダー名、およびベンダー ID を確認し、セキュリティ コードおよび CRC を再計算します。シリア
ル番号、ベンダー名、ベンダー ID、セキュリティ コード、または CRC が無効な場合、ソフトウェ
アは、セキュリティ エラー メッセージを生成し、インターフェイスを errdisable ステートにしま
す。

（注）

セキュリティ エラー メッセージは、GBIC_SECURITY 機能を参照します。スイッチは、SFP
モジュールをサポートしていますが、GBIC（ギガビット インターフェイス コンバータ）モ
ジュールはサポートしていません。エラー メッセージ テキストは、GBIC インターフェイスお
よびモジュールを参照しますが、セキュリティ メッセージは、実際は SFP モジュールおよび
モジュール インターフェイスを参照します。
他社の SFP モジュールを使用している場合、スイッチから SFP モジュールを取り外し、シスコの
モジュールに交換します。シスコの SFP モジュールを装着したら、errdisable recovery cause
gbic-invalid グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用してポート ステータスを確認し、
error-disabled ステートから回復する時間間隔を入力します。この時間間隔が経過すると、スイッ
チは error-disabled ステートからインターフェイスを復帰させ、操作を再試行します。errdisable
recovery コマンドの詳細については、このリリースに対応するコマンド リファレンスを参照して
ください。
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モジュールがシスコ製 SFP モジュールとして識別されたにもかかわらず、システムがベンダー
データ情報を読み取ってその情報が正確かどうかを確認できないと、SFP モジュール エラー メッ
セージが生成されます。この場合、SFP モジュールを取り外して再び装着してください。それで
も障害が発生する場合は、SFP モジュールが不良品である可能性があります。

SFP モジュール ステータスのモニタリング
show interfaces transceiver 特権 EXEC コマンドを使用すると、SFP モジュールの物理または動作
ステータスを確認できます。このコマンドは、温度や特定のインターフェイス上の SFP モジュー
ルの現状などの動作ステータスと、アラーム ステータスを表示します。また、このコマンドを使
用して SFP モジュールの速度およびデュプレックス設定も確認できます。詳細については、この
リリースのコマンド リファレンスに記載された show interfaces transceiver コマンドの説明を参照
してください。

ping の実行
別の IP サブネットワーク内のホストに ping を実行する場合は、ネットワークへのスタティック
ルートを定義するか、またはこれらのサブネット間でルーティングされるように IP ルーティング
を設定する必要があります。
IP ルーティングは、デフォルトではすべてのスイッチでディセーブルになります。

（注）

ping コマンドでは、他のプロトコル キーワードも使用可能ですが、このリリースではサポー
トされていません。
このコマンドは、スイッチからネットワーク上の他のデバイスに ping を実行する目的で使用しま
す。
コマンド

目的

ping ip host | address

IP またはホスト名やネットワーク アドレスを
指定してリモート ホストに ping を実行します。

Device# ping 172.20.52.3

関連トピック
ping, （2469 ページ）
例：IP ホストの ping, （2497 ページ）

温度のモニタリング
スイッチは温度条件をモニタし、温度情報を使用してファンを制御します。
温度の値、状態、しきい値を表示するには、show env temperature status 特権 EXEC コマンドを使
用します。温度の値は、スイッチ内の温度であり、外部の温度ではありません。system env
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temperature threshold yellow value グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用してイエ
ローのしきい値レベル（摂氏）だけを設定し、イエローのしきい値およびレッドのしきい値の差
を設定できます。グリーンまたはレッドのしきい値は設定できません。詳細については、このリ
リースのコマンド リファレンスを参照してください。

物理パスのモニタリング
次のいずれかの特権 EXEC コマンドを使用して、パケットが通過する、送信元デバイスから宛先
デバイスへの物理パスをモニタできます。
表 191：物理パスのモニタリング

コマンド

目的

tracetroute mac [interface interface-id]
{source-mac-address} [interface interface-id]
{destination-mac-address} [vlan vlan-id] [detail]

指定の送信元 MAC アドレスから、指定の宛先
MAC アドレスまでをパケットが通過するレイ
ヤ 2 パスを表示します。

tracetroute mac ip {source-ip-address |
source-hostname}{destination-ip-address |
destination-hostname} [detail]

指定の送信元 IP アドレスまたはホスト名から、
指定の宛先 IP アドレスまたはホスト名を通過
するパケットのレイヤ 2 パスを表示します。

IP traceroute の実行
（注）

traceroute 特権 EXEC コマンドでは、他のプロトコル キーワードも使用可能ですが、このリ
リースではサポートされていません。
コマンド

目的

traceroute ip ホスト

ネットワーク上でパ
ケットが通過するパ
スを追跡します。

Device# traceroute ip 192.51.100.1

関連トピック
IP Traceroute, （2471 ページ）
例：IP ホストに対する traceroute の実行, （2498 ページ）
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TDR の実行および結果の表示
TDR を実行する場合、test cable-diagnostics tdr interface interface-id 特権 EXEC コマンドを入力し
ます。
TDR の結果を表示するには、show cable-diagnostics tdr interface interface-id 特権 EXEC コマンド
を実行します。

デバッグおよびエラー メッセージ出力のリダイレクト
ネットワーク サーバはデフォルトで、debug コマンドおよびシステム エラー メッセージの出力を
コンソールに送信します。このデフォルトの設定を使用する場合は、コンソール ポートまたは
イーサネット管理ポートに接続する代わりに、仮想端末接続によってデバッグ出力をモニタでき
ます。
指定できる宛先として、コンソール、仮想端末、内部バッファ、および syslog サーバを実行して
いる UNIX ホストがあります。Syslog フォーマットは、4.3 BSD UNIX およびそのバリエーション
と互換性があります。

（注）

デバッグの出力先がシステムのオーバーヘッドに影響を与えることがないように注意してくだ
さい。メッセージをコンソールに記録すると、非常に高いオーバーヘッドが発生します。仮想
端末にメッセージを記録すると、発生するオーバーヘッドは低くなります。Syslog サーバで
メッセージ ロギングを行うと、オーバーヘッドはさらに小さくなり、内部バッファであれば
最小限ですみます。
システム メッセージのロギングに関する詳細については、「システム メッセージ ロギングの
設定」を参照してください。

関連トピック
debug コマンド, （2473 ページ）

show platform forward コマンドの使用
show platform forwardshow platform forward特権 EXEC コマンドの出力からは、インターフェイス
に入るパケットがシステムを介して送信された場合、転送結果に関して、有意義な情報がいくつ
か得られます。パケットに関して入力されたパラメータに応じて、参照テーブル結果、転送宛先
の計算に使用されるポート マップ、ビットマップ、および出力側の情報が表示されます。
このコマンドで出力される情報のほとんどは、主に、スイッチの用途別集積回路（ASIC）に関す
る詳細情報を使用するテクニカル サポート担当者に役立つものです。ただし、パケット転送情報
はトラブルシューティングにも役立ちます。
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show debug コマンドの使用方法
show debug コマンドは、特権 EXEC モードで入力します。このコマンドは、スイッチで使用可能
なすべてのデバッグ オプションを表示します。
すべての条件付きデバッグ オプションを表示するには、コマンド show debug condition を実行し
ます。コマンドは、条件 ID <1-1000>または all 条件を選択することで一覧表示できます。
デバッグを無効にするには、no debug all コマンドを使用します。

注意

デバッグ出力は CPU プロセスで高プライオリティが割り当てられているため、デバッグ出力
を行うとシステムが使用できなくなることがあります。したがって、debug コマンドを使用す
るのは、特定の問題のトラブルシューティング時、またはシスコのテクニカル サポート担当
者とともにトラブルシューティングを行う場合に限定してください。さらに、debug コマンド
は、ネットワーク トラフィックが少なく、ユーザも少ないときに使用することを推奨します。
デバッギングをこのような時間帯に行うと、debug コマンド処理のオーバーヘッドの増加によ
りシステムの使用に影響が及ぶ可能性が少なくなります。
詳細については、『Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference, Cisco IOS XE Release
16.1 (Catalyst 3850 Switches)』を参照してください。

OBFL の設定
注意

OBFL はディセーブルにせず、フラッシュ メモリに保存されたデータは削除しないことを推奨
します。
• OBFL をイネーブルにするには、hw-switch switch [switch-number] logging onboard [message
level level] グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。スイッチの場合、
switch-number に指定できる範囲は 1 ～ 9 です。スイッチが生成してフラッシュ メモリに保存
するハードウェア関連のメッセージの重大度を指定するには、message level level パラメータ
を使用します。
• OBFL データをローカル ネットワークまたは指定したファイル システムにコピーするには、
copy onboard switch switch-numberurl url-destination 特権 EXEC コマンドを使用します。
• OBFL をディセーブルにするには、no hw-switch switch [switch-number] logging onboard [message
level] グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。
• フラッシュ メモリ内の稼働時間と CLI コマンド情報以外のすべての OBFL データをクリアす
るには、clear onboard switch switch-number 特権 EXEC コマンドを使用します。
• スイッチ スタックでは、hw-switch switch [switch-number] logging onboard [message level level]
グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用することにより、スタンドアロン スイッ
チまたはすべてのスタック メンバの OBFL をイネーブルにできます。
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• アクティブ スイッチのメンバ スイッチの OBFL をイネーブルまたはディセーブルにできま
す。
ここで説明した各コマンドの詳細については、このリリースのコマンド リファレンスを参照して
ください。
関連トピック
スイッチのオンボード障害ロギング, （2475 ページ）
OBFL 情報の表示, （2490 ページ）

WebUI の WSMA 設定
WSMA 設定は、デフォルトで Web UI にアクセスするために使用できます。設定を明示的に削除
する場合は、以下のように再構成する必要があります。
Device(config)#wsma agent exec
Device(wsma-exec-agent)# profile httplistener
Device(wsma-exec-agent)# profile httpslistener
Device(wsma-exec-agent)#exit
Device(config)#wsma agent config
Device(wsma-config-agent)# profile httplistener
Device(wsma-config-agent)# profile httpslistener
Device(wsma-config-agent)#exit
Device(config)#wsma agent filesys
Device(wsma-filesys-agent)# profile httplistener
Device(wsma-filesys-agent)# profile httpslistener
Device(wsma-filesys-agent)#exit
Device(config)#wsma agent notify

ソフトウェア設定のトラブルシューティングの確認
OBFL 情報の表示
表 192：OBFL 情報を表示するためのコマンド

コマンド

目的

show onboard switch switch-number clilog

スタンドアロン スイッチまたは指定さ
れたスタック メンバで入力された OBFL
CLI コマンドを表示します。

Device# show onboard switch 1 clilog

show onboard switch switch-number environment
Device# show onboard switch 1 environment

スタンドアロン スイッチまたは指定さ
れたスタック メンバおよび接続されて
いるすべての FRU デバイスの UDI 情
報、PID、VID、およびシリアル番号を
表示します。
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コマンド

目的

show onboard switch switch-number message

スタンドアロン スイッチまたは指定さ
れたスタック メンバによって生成され
たハードウェア関連のメッセージを表示
します。

Device# show onboard switch 1 message

show onboard switch switch-number counter
Device# show onboard switch 1 counter

show onboard switch switch-number temperature
Device# show onboard switch 1 temperature

show onboard switch switch-number uptime
Device# show onboard switch 1 uptime

show onboard switch switch-number voltage
Device# show onboard switch 1 voltage

show onboard switch switch-number status
Device# show onboard switch 1 status

スタンドアロン スイッチまたは指定し
たスタック メンバのカウンタ情報を表
示します。
スタンドアロン スイッチまたは指定さ
れたスイッチ スタック メンバの温度を
表示します。
スタンドアロン スイッチまたは指定さ
れたスタック メンバが起動した時刻、
スタンドアロン スイッチまたは指定さ
れたスタック メンバが再起動された理
由、およびスタンドアロン スイッチま
たは指定されたスタック メンバが最後
に再起動されて以来の稼働時間を表示し
ます。
スタンドアロン スイッチまたは指定さ
れたスタック メンバのシステム電圧を
表示します。
スタンドアロン スイッチまたは指定さ
れたスタック メンバの状態を表示しま
す。

関連トピック
スイッチのオンボード障害ロギング, （2475 ページ）
OBFL の設定, （2489 ページ）

例：高い CPU 使用率に関する問題と原因の確認
CPU 使用率が高いことが問題となっているかどうか判別するには、show processes cpu sorted 特権
EXEC コマンドを入力します。出力例の 1 行目にある下線が付いた部分に注目してください。
Device# show processes cpu sorted
CPU utilization for five seconds: 8%/0%; one minute: 7%; five minutes: 8%
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
309 42289103 752750 56180 1.75% 1.20% 1.22% 0 RIP Timers
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140 8820183 4942081 1784
100 3427318 16150534 212
192 3093252 14081112 219
143 8 37 216 0.15% 0.01%
...
<output truncated>

0.63%
0.47%
0.31%
0.00%

0.37% 0.30% 0 HRPC qos request
0.14% 0.11% 0 HRPC pm-counters
0.14% 0.11% 0 Spanning Tree
0 Exec

この例は、正常な CPU 使用率を示しています。この出力によると、最後の 5 秒間の使用率が 8%/0%
となっていますが、この意味は次のとおりです。
• Cisco IOS の処理時間と割り込みの処理にかかった時間を合わせた CPU の合計の使用率は全
体の 8%
• 割り込みの処理にかかった時間は全体の 0%
表 193：CPU 使用率に関する問題のトラブルシューティング

問題のタイプ

Cause

修正措置

割り込みのパーセント値が合計 CPU がネットワークから受信
の CPU 使用率の値とほぼ同程 するパケット数が多すぎる。
度に高い

ネットワーク パケットのソー
スを判別する。データの流れを
遮断するか、スイッチの設定を
変更します。「Analyzing
Network Traffic（ネットワーク
トラフィックの解析）」の項を
参照してください。

割り込みの所要時間は最小限で CPU 時間を過度に消費する
あったにもかかわらず CPU の Cisco IOS 処理が 1 つ以上存在
合計使用率が 50% を超える
する。これは通常、処理をアク
ティブ化するイベントによって
始動されます。

異常なイベントを特定して根本
的な原因を解消する。
「Debugging Active Processes
（アクティブなプロセスのデ
バッグ）」のセクションを参照
してください。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
2492

OL-30686-01-J

ソフトウェア設定のトラブルシューティングのシナリオ

ソフトウェア設定のトラブルシューティングのシナリオ
Power over Ethernet（PoE）に関するトラブルシューティングのシナリオ
表 194：Power over Ethernet に関するトラブルシューティングのシナリオ

症状または問題

考えられる原因と解決法

PoE がないポートは 1 つに限りま この受電デバイスが他の PoE ポートで動作するかを確認す
せん。
る。
1 つのスイッチ ポートに限り問題
が発生する。このポートでは PoE
装置と PoE 非対応の装置のいずれ
も動作しないが、他のポートでは
動作します。

show run、または show interface status ユーザ EXEC コマン
ドを使用して、ポートがシャットダウンしていないか、また
は error-disabled になっていないかを確認します。
（注）

ほとんどのスイッチはポートがシャットダウンし
ているときはポートの電力供給をオフにします。
これは、IEEE 仕様でこれがオプションに指定され
ている場合も同様です。
power inline never がそのインターフェイスまたはポートで設
定されていないことを確認します。
受電デバイスからスイッチ ポートまでのイーサネット ケー
ブルの動作が正常であることを確認します。具体的には、既
知の正常な PoE 非対応のイーサネット装置とイーサネット
ケーブルを接続して、受電デバイスがリンクを確立し他のホ
ストとトラフィックを交換することを確認します。
（注）

シスコ受電デバイスは、ストレート ケーブルでの
み動作し、クロス ケーブルでは動作しません。
スイッチのフロント パネルから受電デバイスまでのケーブ
ル長の合計が 100 メートル以下であることを確認します。
スイッチ ポートからイーサネット ケーブルを外します。短
いイーサネット ケーブルを使用して、既知の正常なイーサ
ネット装置を、スイッチのフロント パネルの（パッチ パネ
ルではない）このポートに直接接続します。これによって
イーサネット リンクが確立され他のホストとトラフィック
を交換できることを確認します。あるいは、ポートの VLAN
SVI で ping を実行してください。次に、受電デバイスをこの
ポートに接続し、電源がオンになることを確認します。
パッチ コードをスイッチ ポートに接続しても受電デバイス
の電源がオンにならない場合、接続する受電デバイスの合計
数とスイッチの電力バジェット（使用可能な PoE）とを比較
してください。show inline power コマンドを使用して、利用
可能な電源の量を確認します。
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症状または問題

考えられる原因と解決法

すべてのポートまたは 1 つのポー
ト グループで PoE が機能しない。
すべてのスイッチ ポートで問題が
発生する。電力が供給されていな
いイーサネット装置がどのポート
でもイーサネット リンクを確立で
きず、PoE 装置の電源がオンにな
りません。
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症状または問題

考えられる原因と解決法
電力に関するアラームが継続的に発生する、断続的に発生す
る、または再発する場合は、可能であれば電源モジュールを
交換します（現場交換可能ユニットです）。そうでない場合
はスイッチを交換してください。
連続する複数のポートで問題があるものの、すべてのポート
で問題が発生するわけではない場合、電源の故障ではないと
考えられ、スイッチの PoE レギュレータに関連した異常の可
能性があります。
PoE の状況やステータスの変更について過去に報告されてい
るアラームまたはシステムメッセージを確認するには、show
log 特権 EXEC コマンドを使用します。
アラームがない場合は、show interface status コマンドを使用
して、ポートがシャットダウンしていないか errdisable になっ
ていないかを確認します。ポートが error-disabled の場合、
shut および no shut インターフェイス コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用してポートを再びイネーブルにします。
特権 EXEC コマンドの show env power および show power
inline を使用して、PoE のステータスおよび電力バジェット
（使用可能な PoE）を調べます。
実行コンフィギュレーションを調べて power inline never が
このポートに設定されていないことを確認します。
受電していないイーサネット装置をスイッチ ポートに直接
接続します。接続には短いパッチ コードだけを使用します。
既存の配線ケーブルは使用しないでください。shut および
no shut インターフェイス コンフィギュレーション コマンド
を入力し、イーサネット リンクが確立されていることを確
認します。正しく接続している場合、短いパッチ コードを
使用して受電デバイスをこのポートに接続し、電源がオンに
なることを確認します。装置の電源がオンになったら、すべ
ての中間パッチ パネルが正しく接続されているか確認して
ください。
1 本を除くすべてのイーサネット ケーブルをスイッチ ポー
トから抜きます。短いパッチ コードを使用して、1 つの PoE
ポートにだけ受電デバイスを接続します。スイッチ ポート
からの受電に比較して、受電デバイスが多くの電力を必要と
しないことを確認してください。
show power inline 特権 EXEC コマンドを使用して、ポートが
シャットダウンしていない場合に、受電デバイスに電力が供
給されることを確認します。あるいは、受電デバイスを観察
して電源がオンになることを確認してください。
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症状または問題

考えられる原因と解決法
1 台の受電デバイスだけがスイッチに接続しているときに電
力が供給される場合、残りのポートで shut および no shut イ
ンターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力し
てから、イーサネット ケーブルをスイッチの PoE ポートに
1 本ずつ再び接続してください。show interface status および
show power inline 特権 EXEC コマンドを使用して、インライ
ン電源の統計情報およびポートの状態をモニタします。
すべてのポートで、まだ PoE が機能しない場合は、電源装置
の PoE セクションでヒューズを開くことができる場合があり
ます。この場合、アラームが生成されるのが一般的です。過
去にシステム メッセージでアラームが報告されていないか、
ログをもう一度チェックしてください。

シスコ先行標準受電デバイスは、 スイッチから受電デバイスまでのすべての電気系統を確認し
切断またはリセットされます。
てください。信頼性の低い接続は、電力供給の中断や受電デ
正常に動作した後で、Cisco phone バイスの機能が不安定になる原因となり、受電デバイスの断
が断続的にリロードしたり、PoE 続的な切断やリロードなどが発生します。
から切断されたりします。

スイッチ ポートから受電デバイスまでのケーブル長が 100
メートル以下であることを確認してください。
スイッチが配置されている場所で電気環境にどのような変化
があるか、切断時に、受電デバイスに何が起きるかについて
注意してください。
切断と同時にエラー メッセージが表示されたか注意します。
show log 特権 EXEC コマンドを使用してエラー メッセージ
を確認します。
リロードの発生直前に IP Phone から Call Manager へのアクセ
スが失われていないか確認してください（PoE の障害ではな
くネットワークに問題が発生している場合があります）。
受電デバイスを PoE 非対応の装置に交換し、装置が正しく動
作することを確認します。PoE 非対応の装置にリンク障害ま
たは高いエラー率がある場合、スイッチ ポートと受電デバ
イスを接続する信頼性の低いケーブル接続が問題の可能性が
あります。
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症状または問題

考えられる原因と解決法

IEEE 802.3af 準拠または IEEE
show power inline コマンドを使用して、受電デバイスの接続
802.3at 準拠の受電装置は、Cisco 前後に、スイッチの電力バジェット（使用可能な PoE）が使
PoE スイッチでは機能しません。 い果たされていないか確認してください。受電デバイスを接
シスコ PoE スイッチに接続するシ 続する前に、このタイプの装置に十分な電力が使用可能であ
スコ以外の受電デバイスに電源が ることを確認します。
供給されないか、電源投入後すぐ show interface status コマンドを使用して、接続されている受
に電源が切れます。PoE 非対応装 電デバイスをスイッチが検出することを確認します。
置は正常に動作します。
show log コマンドを使用して、ポートの過電流状態を報告し
たシステム メッセージがないか確認します。症状を正確に
特定してください。最初に電力が受電デバイスに供給され、
その後、切断される状態ですか。その場合は、問題は最初の
サージ電流（突入電流）が原因で、ポートの電流上限しきい
値が超過した可能性があります。

関連トピック
Power over Ethernet（PoE）ポート, （2468 ページ）

ソフトウェアのトラブルシューティングの設定例
例：IP ホストの ping
次に、IP ホストに ping を実行する例を示します。
Device# ping 172.20.52.3
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 172.20.52.3, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms
Device#

表 195：Ping の出力表示文字

文字

説明

!

感嘆符 1 個につき 1 回の応答を受信したことを
示します。

.

ピリオド 1 個につき応答待ちの間にネットワー
ク サーバのタイムアウトが 1 回発生したことを
示します。
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文字

説明

U

宛先到達不能エラー PDU を受信したことを示
します。

C

輻輳に遭遇したパケットを受信したことを示し
ます。

I

ユーザによりテストが中断されたことを示しま
す。

?

パケット タイプが不明です。

&

パケットの存続時間を超過したことを示しま
す。

ping セッションを終了するには、エスケープ シーケンス（デフォルトでは Ctrl+^ X）を入力して
ください。Ctrl キー、Shift キー、および 6 キーを同時に押してから放し、その後 X キーを押しま
す。
関連トピック
ping, （2469 ページ）
ping の実行, （2486 ページ）

例：IP ホストに対する traceroute の実行
次に、IP ホストに traceroute を実行する例を示します。
Device# traceroute ip 192.0.2.10
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 192.0.2.10
1
2
3
4

192.0.2.1 0 msec 0 msec 4 msec
192.0.2.203 12 msec 8 msec 0 msec
192.0.2.100 4 msec 0 msec 0 msec
192.0.2.10 0 msec 4 msec 0 msec

ディスプレイには、送信される 3 つのプローブごとに、ホップ カウント、ルータの IP アドレス、
およびラウンドトリップ タイム（ミリ秒単位）が表示されます。
表 196：traceroute の出力表示文字

文字

説明

*

プローブがタイムアウトになりました。

?

パケット タイプが不明です。
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文字

説明

A

管理上、到達不能です。通常、この出力は、ア
クセス リストがトラフィックをブロックしてい
ることを表しています。

H

ホストが到達不能です。

N

ネットワークが到達不能です。

P

プロトコルが到達不能です。

Q

発信元。

U

ポートが到達不能です。

実行中の追跡を終了するには、エスケープ シーケンス（デフォルトでは Ctrl+^ X）を入力してく
ださい。Ctrl キー、Shift キー、および 6 キーを同時に押してから放し、その後 X キーを押しま
す。
関連トピック
IP Traceroute, （2471 ページ）
IP traceroute の実行, （2487 ページ）

例：すべてのシステム診断をイネーブルにする

注意

デバッグ出力は他のネットワーク トラフィックより優先され、debug all 特権 EXEC コマンド
は他の debug コマンドより出力が大量になるので、スイッチのパフォーマンスが極度に低下し
たり、場合によっては使用不能になったりすることがあります。状況にかかわらず、特定性の
高い debug コマンドを使用するのが原則です。
このコマンドは、すべてのシステム診断をディセーブルにします。
Device# debug all

no debug all 特権 EXEC コマンドを使用すると、すべての診断出力がディセーブルになります。い
ずれかの debug コマンドが誤ってイネーブルのままにならないようにするには、no debug all コマ
ンドを使用すると便利です。
関連トピック
debug コマンド, （2473 ページ）
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ソフトウェア設定のトラブルシューティングに関する追加情報
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

システム管理コマンド

System Management Command
Reference (Catalyst 3850 Switches)

プラットフォームに依存しないコマンド リファレンス

Configuration Fundamentals
Command Reference, Cisco IOS
XE Release 3S（Catalyst 3850
Switches）

Platform_independent の設定情報

Configuration Fundamentals
Configuration Guide, Cisco IOS
XE Release 3S（Catalyst 3850
Switches）

標準および RFC
標準/RFC

Title

なし

—

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs
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シスコのテクニカル サポート
Link

説明

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

ソフトウェア設定のトラブルシューティングの機能履歴と情報
リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。

関連トピック
機能情報の確認, （59 ページ）
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• VideoStream の設定, 2505 ページ
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VideoStream の設定
• 機能情報の確認, 2505 ページ
• VideoStream の前提条件, 2505 ページ
• VideoStream の設定に関する制限, 2506 ページ
• VideoStream について, 2506 ページ
• VideoStream の設定方法, 2506 ページ
• メディア ストリームの監視, 2511 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

VideoStream の前提条件
マルチキャスト機能が有効であることを確認します。コントローラ上の IP マルチキャストは
multicast-multicast モードで設定することをお勧めします。
クライアント マシン上の IP アドレスを確認します。マシンには、それぞれの VLAN の IP アドレ
スが必要です。
アクセス ポイントがコントローラに join していることを確認します。
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VideoStream の設定に関する制限
この MC2UC 機能を作動させるには、IGMP スヌーピングがオンになっている必要があります。

VideoStream について
IEEE 802.11 ワイヤレス マルチキャスト配信メカニズムには、パケットの消失や破損を認識するた
めの、信頼できる方法がありません。マルチキャスト フレーム パケットは、ワイヤレス クライ
アントの最適なデータ レートに関係なく、所定のレートで送信されます。結果として、無線配信
中にマルチキャスト パケットが消失しても再送されないため、IP マルチキャスト ストリームが表
示できなくなることがあります。また、パケットが高速で渡された場合、パケットは輻輳状態に
なります。
VideoStream 機能では、マルチキャスト フレームをユニキャスト ストリームにワイヤレスで変換
することで、IP マルチキャスト ストリームのワイヤレス配信を信頼できるものにします。
VideoStream クライアントは、それぞれビデオ IP マルチキャスト ストリームの受信を認識します。

VideoStream の設定方法
メディア ストリームのマルチキャストダイレクトのグローバル設定
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

wireless multicast

ワイヤレス転送のマルチキャストをイネーブル
にします。

ステップ 3

IP igmp snooping

VLAN ごとに IGMP スヌーピングをイネーブル
にします。グローバルな設定がディセーブルに
なっている場合は、すべての VLAN が、イネー
ブルかどうかに関係なくディセーブルと見なさ
れます。

ステップ 4

IP igmp snooping querier

クエリーを生成するマルチキャスト ルータが
VLAN 内に存在しない場合に、インターフェイ
スのスヌーピング クエリアを設定します。
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コマンドまたはアクション
ステップ 5

目的

wireless media-stream multicast-direct コントローラのグローバルなマルチキャストダ
イレクト機能を設定します。
例：
(config)#wireless media-stream
multicast-direct

ステップ 6

wireless media-stream message
例：
(config)#wireless media-stream
message ?
Email Configure Session
Announcement Email
Notes Configure Session
Announcement notes
URL
Configure Session
Announcement URL
phone Configure Session
Announcement Phone number
<cr>

ステップ 7

wireless media-stream
group<name><startIp><endIp>
例：

電話、URL、電子メール、メモなど、さまざま
なメッセージ設定パラメータを設定します。つ
まり、メディア ストリームが（帯域幅制約が
原因で）拒否される場合、メッセージをユーザ
に送信できます。これらのパラメータは、IT サ
ポートの電子メールアドレス、メモ（ストリー
ムが拒否された理由を説明する画面メッセー
ジ）、ユーザがリダイレクトされる URL、拒
否されたストリームについてユーザが問い合わ
せをする電話番号など、送信するメッセージを
設定します。
予想されるマルチキャスト宛先アドレス、スト
リームの帯域幅の使用量およびストリームの優
先順位のパラメータなど、各メディアストリー
ムとそのパラメータを設定します。

(config)#wireless media-stream
group grp1 231.1.1.1 239.1.1.3
(config-media-stream)#?
avg-packet-size Configures
average packet size
default
Set a command
to its defaults
exit
Exit sub-mode
max-bandwidth
Configures
maximum Expected Stream Bandwidth
in Kbps
no
Negate a
command or set its defaults
policy
Configure media
stream admission policy
qos
Configure Over
the AIR QoS class, <'video'> ONLY
<cr>

ステップ 8

end
例：

特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z
キーを押しても、グローバルコンフィギュレー
ション モードを終了できます。

Device(config)# end
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802.11 帯域のメディア ストリームの設定
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

ap dot11 24ghz | 5ghz media-stream メディア ストリーム（mc2uc）で 802.11 帯域が
multicast-direct
使用できる場合に設定します
例：
Device(config)#ap dot11 24ghz
media-stream multicast-direct

ステップ 3

ap dot11 24ghz | 5ghz media-stream ユニキャスト ビデオ トラフィックをベスト エ
video-redirect
フォート キューにリダイレクトするように設定
します。
例：
Device(config)#ap dot11 24ghz
media-stream video-redirect

ステップ 4

ap dot11 24ghz | 5ghz media-stream 帯域幅のアベイラビリティの制約によりメディ
multicast-direct admission-besteffort ア ストリームを優先できない場合でも、メディ
ア ストリームがベスト エフォート キューを介
例：
して送信されるように設定します。帯域幅のア
Device(config)#ap dot11 24ghz
ベイラビリティの制約によりメディア ストリー
media-stream multicast-direct
admission-besteffort
ムを優先できない場合、no をコマンドに追加し
て、ストリームをドロップします。

ステップ 5

ap dot11 24ghz | 5ghz media-stream 個々のクライアントごとに許可されたメディア
multicast-direct client-maximum
ストリームの最大数を設定します。最大値は 15
[<value >]
で、デフォルトは 0 です。値 0 は、無制限のス
トリームを意味します。
例：
Device(config)#ap dot11 24ghz
media-stream multicast-direct
client-max 15

ステップ 6

ap dot11 24ghz | 5ghz media-stream 無線ストリームの最大数を設定します。有効な
multicast-direct radio-maximum 20 範囲は 1 ～ 20 です。デフォルトは 0 です。値
0 は、無制限のストリームを意味します。

ステップ 7

ap dot11 24ghz | 5ghz cac
multimedia max-bandwidth
[<bandwidth>]

最大メディア（音声およびビデオ）帯域幅を %
単位で設定します。範囲は 5 % ～ 85 % です。
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コマンドまたはアクション

目的

例：
Device(config)#ap dot11 24ghz
cac multimedia max-bandwidth 60

ステップ 8

ap dot11 24ghz | 5ghz cac
media-stream multicast-direct
min_client_rate [<dot11_rate> ]
例：
Device(config)#ap dot11 24ghz
cac media-stream
multicast-direct min_client_rate

クライアントがユニキャストとしてメディア ス
トリームを送信するために必要な最小 PHY レー
トを設定します。これよりも低いレートで通信
するクライアントは、メディア ストリームをユ
ニキャスト フローとして受信しません。通常、
この PHY レートは、マルチキャスト フレーム
が送信されるレートと同じかそれ以上です。

ステップ 9

ap dot11 5ghz cac media-stream

メディア ストリーム アクセス カテゴリの CAC
パラメータを設定します。

ステップ 10

ap dot11 5ghz cac multimedia

音声およびビデオに使用されるメディア アクセ
ス カテゴリの CAC パラメータを設定します。

ステップ 11

ap dot11 5ghz cac video

音声シグナリングに使用されるビデオ アクセス
カテゴリの CAC パラメータを設定します。

ステップ 12

ap dot11 5ghz cac voice

音声アクセス カテゴリの CAC パラメータを設
定します。

ステップ 13

end

特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z
キーを押しても、グローバル コンフィギュレー
ション モードを終了できます。

例：
Device(config)# end

ビデオ ストリーミング用の WLAN 設定
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

wlan wlan_name

WLAN コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
(config)#wlan wlan50
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

shutdown

パラメータを設定するために、WLANをディ
セーブルにします。

例：
(config-wlan)#shutdown

ステップ 4

media-stream multicast-direct

メディア ストリームのマルチキャストダイ
レクト機能を WLAN で設定します。

例：
(config)#media-stream
multicast-direct

ステップ 5

no shutdown

WLAN をイネーブルにします。

例：
(config-wlan)#no shutdown

ステップ 6

end
例：

特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z
キーを押しても、グローバル コンフィギュ
レーション モードを終了できます。

Device(config)# end

メディア ストリームの削除
はじめる前に
メディア ストリームをイネーブルにしてから、削除を設定する必要があります。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

no wireless media-stream group
media_stream_name

コマンドで指定する名前を持つメディア ス
トリームを削除します。

例：
Device(config)#no wireless
media-stream grp1

ステップ 3

end
例：

特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z
キーを押しても、グローバル コンフィギュ
レーション モードを終了できます。

Device(config)# end
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メディア ストリームの監視
表 197：メディア ストリームの監視用のコマンド

コマンド

説明

show wireless media-stream client detail group name 特定のグループのメディア ストリーム クライ
アントの詳細を表示します。
show wireless media-stream client summary

すべてのクライアントのメディア ストリーム情
報を表示します。

show wireless media-stream group detail group name 特定のグループのメディア ストリーム設定の詳
細を表示します。
show wireless media-stream group summary

すべてのグループのメディア ストリーム設定の
詳細を表示します。

show wireless media-stream message details

セッション通知メッセージの詳細を表示しま
す。

show wireless multicast

マルチキャストダイレクト設定の状態を表示し
ます。

show ap dot11 24ghz | 5ghz media-stream rrc

802.11 メディアのリソース予約コントロールの
設定を表示します。
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VideoStream GUI の設定
• VideoStream の設定（GUI）, 2513 ページ

VideoStream の設定（GUI）
GUI で VideoStream を設定するには、次の手順を実行します。

手順
ステップ 1

次の手順に従って、マルチキャスト機能を設定します。
a) [Wireless] > [MediaStream] > [General] の順に選択します。
b) [Multicast Direct feature] チェックボックスをオンまたはオフにします。デフォルト値は [disabled]
です。
（注）
マルチキャスト ダイレクト機能を有効にすると、既存のクライアントの状態が自動
的にリセットされません。コントローラでマルチキャスト ダイレクト機能をイネー
ブルにした後、ワイヤレス クライアントはマルチキャスト ストリームに再 join する
必要があります。
c) [Session Message Config] 領域で、[Session announcement State] チェックボックスをオンにして、
セッション通知メカニズムをイネーブルにします。セッション通知の状態がイネーブルの場
合、コントローラがクライアントにマルチキャスト ダイレクト データを提供できない場合は
常にクライアントに通知されます。
d) [Session announcement URL] テキスト ボックスには、マルチキャスト メディア ストリーム伝送
中にエラーが発生した場合にクライアントが詳細情報を見つけられる URL を入力します。
e) [Session announcement e-mail] テキスト ボックスには、連絡が可能な人物の電子メール アドレ
スを入力します。
f) [Session announcement Phone] テキスト ボックスには、連絡が可能な人物の電話番号を入力しま
す。
g) [Session announcement Note] テキスト ボックスには、特定のクライアントにマルチキャスト メ
ディアを提供できない理由を入力します。
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h) [Apply] をクリックします。
ステップ 2

次の手順に従って、メディア ストリームを追加します。
a) [Wireless] > [Media Stream] > [Streams] の順に選択して [Media Stream] ページを開きます。
b) 新しいメディア ストリームを設定するには、[Add New] をクリックします。[Media Stream] >
[New] ページが表示されます。
（注）
[Stream Name]、[Multicast Destination Start IP Address (IPv4 or IPv6)]、および [Multicast
Destination End IP Address (IPv4 or IPv6)] テキスト ボックスは必須です。これらのテ
キスト ボックスに情報を入力する必要があります。
c) [Stream Name] テキスト ボックスに、メディア ストリーム名を入力します。ストリーム名には
最大 64 文字を使用できます。
d) [Multicast Destination Start IP Address (IPv4 or IPv6)] テキスト ボックスに、マルチキャスト メ
ディア ストリームの開始（IPv4 または IPv6）アドレスを入力します。
e) [Multicast Destination End IP Address (IPv4 or IPv6)] テキスト ボックスに、マルチキャスト メディ
ア ストリームの終了（IPv4 または IPv6）アドレスを入力します。
例：
（注）

マルチキャスト宛先の開始 IP と終了 IP のアドレスが同じタイプであることを確認し
ます。つまり、両方のアドレスが IPv4 または IPv6 タイプのいずれかである必要があ
ります。
f) [Maximum Expected Bandwidth] テキスト ボックスに、メディア ストリームに割り当てる、予想
される最大帯域幅を入力します。値は 1 ～ 35000 kbps の範囲で指定できます。
例：
（注）

コントローラにメディア ストリームを追加するには、テンプレートを使用すること
をお勧めします。
g) [Resource Reservation Control (RRC) Parameters] の下の [Select from Predefined Templates] ドロッ
プダウン リストから次のオプションの 1 つを選択して、リソース予約コントロールの詳細を指
定します。
• Very Coarse（300 kbps 以下）
• Coarse（500 kbps 以下）
• Ordinary（750 kbps 以下）
• Low（1 Mbps 以下）
• Medium（3 Mbps 以下）
• High（5 Mbps 以下）
（注）

ドロップダウンリストから事前定義済みのテンプレートを選択すると、[Resource
Reservation Control (RRC) Parameters] の下の次のテキスト ボックスにテンプレー
トで割り当てるデフォルト値がリスト表示されます。

• [Average Packet Size (100-1500 bytes)]：平均パケット サイズを指定します。値の範囲は 100
～ 1500 バイトです。デフォルト値は 1200 です。
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• [RRC Periodic update]：RRC（Resource Reservation Control Check）の定期的な更新を有効に
します。デフォルトで、このオプションは有効になっています。RRC は正しいチャネル
ロードに従って許可されたストリームのアドミッション決定を定期的に更新します。結果
として、特定の優先順位の低い許可されたストリームの要求が拒否される場合がありま
す。
• [RRC Priority (1-8)]：メディア ストリーム内の優先順位ビットを指定します。優先順位は
1 ～ 8 の間の任意の数値に設定できます。値が大きくなるほど、優先順位が高くなりま
す。たとえば、1 が最低値で、8 が最高値です。デフォルトのプライオリティは 4 です。
優先順位の低いストリームは RRC 定期更新で拒否される場合があります。
• [Traffic Profile Violation]：再 RRC 後に違反した場合に実行される動作を指定します。ド
ロップダウン リストから動作を選択します。表示される値は次のとおりです。
[Drop]：定期的な再評価でストリームがドロップされるように指定します。
[Fallback]：定期的な再評価でストリームがベスト エフォート クラスに降格されるよう指
定します。
デフォルト値は [Drop] です。
h) [Apply] をクリックします。
ステップ 3

次の手順に従って、メディア ストリームのマルチキャスト ダイレクトをイネーブルにします。
a) [WLANs] > [WLAN ID] を選択して、[WLANs] > [Edit] ページを開きます。
b) [QoS] タブをクリックして [Quality of Service (QoS)] ドロップダウン リストから [Gold (Video)]
を選択します。
c) [Apply] をクリックします。

ステップ 4

次の手順に従って、EDCA パラメータを設定して、音声とビデオを最適化します（任意）。
a) [Wireless] > [802.11a/n/ac] または [802.11b/g/n] > [EDCA Parameters] の順に選択します。
b) [EDCA Profile] ドロップダウン リストで、[Voice and Video Optimized] オプションを選択しま
す。
c) [Apply] をクリックします。

ステップ 5

次の手順に従って、ビデオの帯域でアドミッション コントロールを有効にします（任意）。
（注）
パフォーマンスを上げるために、音声の帯域割り当ては最低のままにしてくださ
い。
a) [Wireless] > [802.11a/n/ac] または [802.11b/g/n] > [Media] の順に選択して、[802.11a/n (5 GHZ)（ま
たは 802.11b/g/n） > Media] ページを開きます。
b) [Video] タブをクリックします。
c) この無線帯域で帯域幅ベースの CAC を有効にするには、[Admission Control (ACM)] チェック
ボックスをオンにします。デフォルト値は [disabled] です。
d) [Apply] をクリックします。

ステップ 6

次の手順に従って、ビデオ帯域幅を設定します。
（注）
メディア ストリームに対して設定するテンプレート帯域幅は、メディア ストリームの
ソースの帯域幅より大きくする必要があります。音声の設定はオプションです。パフォー
マンスを上げるために、音声の帯域割り当ては最低のままにしてください。
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a) すべての WMM WLAN をディセーブルにします。
b) [Wireless] > [802.11a/n/ac] または [802.11b/g/n] > [Media] の順に選択して、[802.11a/n/ac (5 GHZ)
（または 802.11b/g/n） > Media] ページを開きます。
c) [Video] タブをクリックします。
d) この無線帯域でビデオの CAC を有効にするには、[Admission Control (ACM)] チェックボック
スをオンにします。デフォルト値は [disabled] です。
e) [Max RF Bandwidth] フィールドに、この無線帯域でビデオ アプリケーション用にクライアント
に割り当てられる最大帯域幅の割合を入力します。指定された値に達すると、アクセス ポイン
トはこの無線帯域での新しい要求を拒否します。
範囲は 5 ～ 85 % です。デフォルト値は 9 % です。
f) [Apply] をクリックします。
g) すべての WMM WLAN を有効にし、[Apply] をクリックします。
ステップ 7

次の手順に従って、メディア帯域幅を設定します。
a) [Wireless] > [802.11a/n/ac] または [802.11b/g/n] > [Media] の順に選択して、[802.11a（または
802.11b） > Media > Parameters] ページを開きます。
b) [Media] タブをクリックして、[Media] ページを開きます。
c) [Unicast Video Redirect] チェックボックスをオンにして、ユニキャスト ビデオ リダイレクトを
有効にします。デフォルト値は [disabled] です。
d) [Maximum Media Bandwidth (0-85%)] テキスト ボックスに、この無線帯域でメディア アプリケー
ション用に割り当てられる最大帯域幅の割合を入力します。クライアントが指定値に達する
と、この無線帯域上での新しいコールはアクセス ポイントで拒否されます。
デフォルト値は 85 % です。有効な値は 0 ～ 85 % です。
e) [Client Minimum Phy Rate] テキスト ボックスに、クライアントへの最小伝送データ レートを入
力します。伝送データ レートが PHY レートを下回ると、ビデオが開始されないか、クライア
ントが不良クライアントとして分類される場合があります。不良クライアント ビデオは、より
良いエフォートの QoS のために降格されたり、拒否される可能性があります。
f) [Maximum Retry Percent (0-100%)] テキスト ボックスに、許可される最大再試行の割合を入力し
ます。デフォルト値は 80 です。80 を超えると、ビデオが開始されないか、クライアントが不
良クライアントとして分類される場合があります。不良クライアント ビデオは、より良いエ
フォートの QoS のために降格されたり、拒否される可能性があります。
g) [Multicast Direct Enable] フィールドを有効にするには、[Multicast Direct Enable] チェックボック
スをオンにします。デフォルト値はイネーブルです。
h) [Max Streams per Radio] ドロップダウン リストで無線ごとに許可されるストリームの最大数を
0 ～ 20 の範囲から選択します。デフォルト値は [No-limit] に設定されています。[No-limit] を選
択した場合、クライアント サブスクリプションの数に制限はありません。
i) [Max Streams per Client] ドロップダウン リストでクライアントごとに許可されるストリームの
最大数を 0 ～ 20 の範囲から選択します。デフォルト値は [No-limit] に設定されています。
[No-limit] を選択した場合、クライアント サブスクリプションの数に制限はありません。
j) ベストエフォート Quality Of Service アドミッションを有効にするには、[Best Effort QoS Admission]
チェックボックスをオンにします。
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k) [Apply] をクリックします。
ステップ 8

次の手順に従って、WLAN を有効にします。
a) [WLANS] > [WLAN ID] を選択します。[WLANs > Edit] ページが表示されます。
b) [Status] チェックボックスをオンにします。
c) [Apply] をクリックします。

ステップ 9

次の手順に従って、802.11a/n/ac または 802.11b/g/n ネットワークをイネーブルにします。
a) [Wireless] > [802.11a/n/ac] または [802.11b/g/n] > [Network] の順に選択します。
b) [802.11a（または 802.11b/g）Network Status] チェックボックスをオンにして、ネットワーク ス
テータスをイネーブルにします。
c) [Apply] をクリックします。

ステップ 10

次の手順に従って、クライアントがマルチキャスト グループおよびグループ ID に関連付けられ
ていることを確認します。
a) [Monitor] > [Clients] の順に選択します。[Clients] ページが表示されます。
b) 802.11a/n/ac または 802.11b/g/n ネットワーク クライアントに関連付けられたアクセス ポイント
があるかどうかを確認します。
c) [Monitor] > [Multicast] の順に選択します。[Multicast Groups] ページが表示されます。
d) クライアントへの VideoStream のための [MGID] チェックボックスをオンにします。
e) [MGID] をクリックします。[Multicast Group Detail] ページが表示されます。マルチキャスト ス
テータスの詳細を確認します。
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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VTP の前提条件
VLAN を作成する前に、ネットワークで VLAN Trunking Protocol（VTP）を使用するかどうかを決
定する必要があります。VTP を使用すると、1 つまたは複数のスイッチ上で中央集約的に設定変
更を行い、その変更を自動的にネットワーク上の他のスイッチに伝達できます。VTP を使用しな
い場合、VLAN 情報を他のスイッチに送信することはできません。
VTP は、1 つのスイッチで行われた更新が VTP を介してドメイン内の他のスイッチに送信される
環境で動作するように設計されています。VLAN データベースに対する複数の更新が同一ドメイ
ン内のスイッチ上で同時に発生する環境の場合、VTP は適切に機能せず、VLAN データベースの
不整合が生じます。
スイッチは合計 4094 の VLAN をサポートします。ただし、設定済み機能の個数によって、スイッ
チ ハードウェアの使用状況は左右されます。VTP が新しい VLAN をスイッチに通知し、スイッチ
が使用可能な最大限のハードウェア リソースをすでに使用している場合、コントローラはハード
ウェア リソース不足を伝えるメッセージを送信して、VLAN をシャットダウンします。show vlan
ユーザ EXEC コマンドの出力に、サスペンド ステートの VLAN が示されます。
トランク ポートは VTP アドバタイズを送受信するので、スイッチまたはスイッチ スタック上で
少なくとも 1 つのトランクポートが設定されており、そのトランク ポートが別のスイッチのトラ
ンク ポートに接続されていることを確認する必要があります。そうでない場合、スイッチは VTP
アドバタイズを受信できません。
関連トピック
VTP アドバタイズ, （2525 ページ）
VTP ドメインへの VTP クライアント スイッチの追加（CLI）, （2542 ページ）
VTP Domain, （2523 ページ）
VTP モード, （2524 ページ）

VTP の制約事項
次に、VTP に関する制約事項を示します。
• スイッチ スタックに Catalyst 3850 スイッチと Catalyst 3650 スイッチを組み合わせて含めるこ
とはできません。

注意

VTP クライアント スイッチを VTP ドメインに追加する前に、必ず VTP コンフィギュレーショ
ン リビジョン番号が VTP ドメイン内の他のスイッチのコンフィギュレーション リビジョン番
号より小さいことを確認してください。VTP ドメイン内のスイッチは常に、VTP コンフィギュ
レーション リビジョン番号が最大のスイッチの VLAN コンフィギュレーションを使用します。
VTP ドメイン内のリビジョン番号よりも大きなリビジョン番号を持つスイッチを追加すると、
VTP サーバおよび VTP ドメインからすべての VLAN 情報が消去される場合があります。
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VTP の概要
VTP
VTP は、レイヤ 2 のメッセージ プロトコルであり、ネットワーク全体にわたって VLAN の追加、
削除、名前の変更を管理することにより、VLAN 設定の整合性を維持します。VTP により、VLAN
名の重複、誤った VLAN タイプの指定、セキュリティ違反など、さまざまな問題を引き起こしか
ねない設定の誤りや矛盾が最小限に抑えられます。
VTP 機能はスタック全体でサポートされており、スタック内のすべてのスイッチが、アクティブ
スイッチから継承した同一の VLAN および VTP コンフィギュレーションを保持します。スイッチ
が VTP メッセージを通じて新しい VLAN について学習したり、ユーザが新しい VLAN を設定し
たりすると、新しい VLAN 情報がスタック内のすべてのスイッチに伝達されます。
スイッチがスタックに参加するか、またはスタックの結合が発生すると、新しいスイッチはアク
ティブ スイッチから VTP 情報を取得します。

VTP Domain
VTP ドメイン（別名 VLAN 管理ドメイン）は、1 つのスイッチ、または同じ VTP ドメイン名を共
有して同一管理下にある相互接続された複数のスイッチまたはスイッチスタックで構成されます。
スイッチは、1 つの VTP ドメインにだけ所属できます。そのドメインに対してグローバル VLAN
の設定を変更します。
デフォルトの設定では、トランク リンク（複数 VLAN のトラフィックを伝送するリンク）を介し
てドメインについてのアドバタイズを受信しない限り、またはユーザがドメイン名を設定しない
限り、スイッチは VTP 非管理ドメイン ステートです。管理ドメイン名を指定するか学習するまで
は、VTP サーバ上で VLAN を作成または変更できません。また、VLAN 情報はネットワークを介
して伝播されません。
スイッチが、トランク リンクを介して VTP アドバタイズを受信した場合、管理ドメイン名および
VTP設定のリビジョン番号を継承します。その後スイッチは、別のドメイン名または古いコンフィ
ギュレーション リビジョン番号が指定されたアドバタイズについては、すべて無視します。
VTP サーバ上の VLAN 設定を変更すると、その変更は VTP ドメイン内のすべてのスイッチに伝
播されます。VTP アドバタイズは、IEEE 802.1Q を含め、すべての IEEE トランク接続に送信され
ます。VTP は、複数の LAN タイプにわたり、固有の名前と内部インデックスの対応によって
VLAN を動的にマッピングします。このマッピングにより、ネットワーク管理者がデバイスを管
理するための作業負担が大幅に軽減されます。
VTP トランスペアレント モードでスイッチを設定した場合、VLAN の作成および変更は可能です
が、その変更はドメイン内の他のスイッチには送信されません。また、変更が作用するのは、個々
のスイッチに限られます。ただし、スイッチがこのモードのときに設定を変更すると、変更内容
がスイッチの実行コンフィギュレーションに保存されます。この変更はスイッチのスタートアッ
プ コンフィギュレーション ファイルに保存することもできます。
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関連トピック
VTP ドメインへの VTP クライアント スイッチの追加（CLI）, （2542 ページ）
VTP の前提条件, （2522 ページ）

VTP モード
表 198：VTP モード

VTP モード

説明

VTP サーバ

VTP サーバ モードでは、VLAN の作成、変更、削除ができます。また、VTP ドメ
イン全体に対して他のコンフィギュレーション パラメータ（VTP バージョンな
ど）を指定できます。VTP サーバは、同一 VTP ドメイン内の他のスイッチに自身
の VLAN 設定をアドバタイズし、トランク リンクを介して受信したアドバタイズ
に基づいて、自身の VLAN 設定を他のスイッチと同期させます。
VTP サーバがデフォルトのモードです。
VTP サーバ モードでは、VLAN 設定は NVRAM に保存されます。スイッチがコ
ンフィギュレーションを NVRAM に書き込んでいる間に障害を検出すると、VTP
モードはサーバ モードからクライアント モードに自動的に移行します。この場
合、NVRAM が正常に動作するまで、スイッチを VTP サーバ モードに戻すことは
できません。

VTP クライ
アント

VTP クライアントは VTP サーバと同様に機能し、そのトランクで VTP アップデー
トを送受信しますが、VTP クライアント上で VLAN の作成、変更、削除を行うこ
とはできません。VLAN は、ドメインに含まれる、他のサーバ モードのスイッチ
で設定します。
VTP バージョン 1 および 2 の VTP クライアント モードでは、VLAN 設定は NVRAM
に保存されません。VTP バージョン 3 では、VLAN 設定はクライアント モードで
NVRAM に保存されます。
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VTP モード

説明

VTP トラン
スペアレン
ト

VTP トランスペアレント スイッチは、VTP に参加しません。VTP トランスペア
レント スイッチは自身の VLAN 設定をアドバタイズせず、受信したアドバタイズ
に基づいて自身の VLAN 設定を同期させることもありません。ただし、VTP バー
ジョン 2 またはバージョン 3 では、トランスペアレント スイッチは、トランク イ
ンターフェイスを介して他のスイッチから受信した VTP アドバタイズを転送しま
す。VTP トランスペアレント モードでは、スイッチ上の VLAN を作成、変更、
削除できます。
VTP バージョン 1 および 2 では、プライベート VLAN を作成するときに、スイッ
チは VTP トランスペアレント モードにする必要があります。また、このプライ
ベート VLAN の設定後は VTP モードをトランスペアレント モードからクライア
ント モードやサーバ モードに変更しないでください。VTP バージョン 3 では、
クライアント モードとサーバ モードでもプライベート VLAN をサポートします。
プライベート VLAN が設定されている場合、VTP モードをトランスペアレントか
らクライアント モードやサーバ モードに変更しないでください。
スイッチが VTP トランスペアレント モードの場合、VTP および VLAN の設定は
NVRAMに保存されますが、他のスイッチにはアドバタイズされません。このモー
ドでは、VTP モードおよびドメイン名はスイッチの実行コンフィギュレーション
に保存されます。この情報をスイッチのスタートアップ コンフィギュレーション
ファイルに保存するには、copy running-config startup-config 特権 EXEC コマンド
を使用します。
スイッチ スタックでは、実行コンフィギュレーションと保存されているコンフィ
ギュレーションは、スタック内のすべてのスイッチについて同じです。

VTP オフ

VTP オフ モードでのスイッチの機能は、トランクを介して VTP アドバタイズを
転送しないことを除くと VTP トランスペアレント スイッチとしての機能と同じ
です。

関連トピック
VTP の前提条件, （2522 ページ）
VTP モードの設定（CLI）, （2533 ページ）

VTP アドバタイズ
VTP ドメイン内の各スイッチは、専用のマルチキャスト アドレスに対して、それぞれのトランク
ポートからグローバル コンフィギュレーション アドバタイズを定期的に送信します。ネイバー
スイッチは、このようなアドバタイズを受信し、必要に応じて各自の VTP および VLAN 設定を
アップデートします。
トランク ポートは VTP アドバタイズを送受信するので、スイッチ スタック上で少なくとも 1 つ
のトランクポートが設定されており、そのトランクポートが別のスイッチのトランクポートに接

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

2525

VTP の概要

続されていることを確認する必要があります。そうでない場合、スイッチは VTP アドバタイズを
受信できません。
VTP アドバタイズにより、次のグローバル ドメイン情報が配信されます。
• VTP ドメイン名
• VTP 設定のリビジョン番号
• アップデート ID およびアップデート タイムスタンプ
• 各 VLAN の最大伝送単位（MTU）サイズを含む MD5 ダイジェスト VLAN コンフィギュレー
ション
• フレーム形式
VTP アドバタイズではさらに、設定されている各 VLAN について、次の VLAN 情報が配信されま
す。
• VLAN ID（IEEE 802.1Q を含む）
• VLAN 名
• VLAN タイプ
• VLAN ステート
• VLAN タイプ固有のその他の VLAN 設定情報
VTP バージョン 3 では、VTP アドバタイズにはプライマリ サーバ ID、インスタンス番号、およ
び開始インデックスも含まれます。
関連トピック
VTP の前提条件, （2522 ページ）

VTP バージョン 2
ネットワークで VTP を使用する場合、VTP のどのバージョンを使用するかを決定する必要があり
ます。デフォルトでは、バージョン 1 の VTP が動作します。
VTP バージョン 1 でサポートされず、バージョン 2 でサポートされる機能は、次のとおりです。
• トークンリング サポート：VTP バージョン 2 は、トークンリング ブリッジ リレー機能
（TrBRF）およびトークンリング コンセントレータ リレー機能（TrCRF）VLAN をサポート
します。
• 認識不能な Type-Length-Value（TLV）のサポート：VTP サーバまたは VTP クライアントは、
TLV が解析不能であっても、設定の変更を他のトランクに伝播します。認識されなかった
TLV は、スイッチが VTP サーバ モードで動作している場合、NVRAM に保存されます。
• バージョン依存型トランスペアレント モード：VTP バージョン 1 の場合、VTP トランスペ
アレント スイッチが VTP メッセージ中のドメイン名およびバージョンを調べ、バージョン
およびドメイン名が一致する場合に限りメッセージを転送します。VTP バージョン 2 がサ
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ポートするドメインは 1 つだけですが、VTP バージョン 2 トランスペアレント スイッチは、
ドメイン名が一致した場合のみメッセージを転送します。
• 整合性検査：VTP バージョン 2 では、CLI または SNMP を介して新しい情報が入力された場
合に限り、VLAN 整合性検査（VLAN 名、値など）を行います。VTP メッセージから新しい
情報を取得した場合、または NVRAM から情報を読み込んだ場合には、整合性検査を行いま
せん。受信した VTP メッセージの MD5 ダイジェストが有効であれば、情報を受け入れま
す。
関連トピック
VTP バージョンのイネーブル化（CLI）, （2537 ページ）

VTP バージョン 3
VTP バージョン 1 または 2 でサポートされず、バージョン 3 でサポートされる機能は、次のとお
りです。
• 拡張認証：認証を hidden または secret として設定できます。設定を hidden にしている場合、
パスワード文字列からの秘密キーは VLAN のデータベース ファイルに保存されますが、設
定においてプレーン テキストで表示されることはありません。代わりに、パスワードに関連
付けられているキーが 16 進表記で実行コンフィギュレーションに保存されます。ドメイン
にテイクオーバー コマンドを入力するときは、パスワードを再入力する必要があります。
キーワード secret を入力する場合、パスワードに秘密キーを直接設定できます。
• 拡張範囲 VLAN （VLAN 1006 ～ 4094）データベース伝播のサポート：VTP バージョン 1 お
よび 2 では VLAN 1 ～ 1005 だけが伝播されます。

（注）

VTP プルーニングは引き続き VLAN 1 ～ 1005 にだけ適用され、VLAN 1002 ～
1005 は予約されたままで変更できません。

• プライベート VLAN のサポート。
• ドメイン内のデータベースのサポート：VTP 情報の伝播に加え、バージョン 3 では、Multiple
Spanning Tree（MST）プロトコル データベース情報も伝播できます。VTP プロトコルの個別
インスタンスが VTP を使用する各アプリケーションで実行されます。
• VTP プライマリ サーバと VTP セカンダリ サーバ：VTP プライマリ サーバは、データベース
情報を更新し、システム内のすべてのデバイスに適用されるアップデートを送信します。VTP
セカンダリ サーバで実行できるのは、プライマリ サーバから NVRAM に受け取ったアップ
デート済み VTP コンフィギュレーションのバックアップだけです。
デフォルトでは、すべてのデバイスはセカンダリ サーバとして起動します。vtp primary 特
権 EXEC コマンドを入力してプライマリ サーバを指定することができます。プライマリ サー
バのステータスは、管理者がドメインでテイクオーバー メッセージを発行する場合、データ
ベースのアップデート用に必要となるだけです。プライマリ サーバなしで実用 VTP ドメイ
ンを持つことができます。プライマリ サーバのステータスは、スイッチにパスワードが設定
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されている場合でも、装置がリロードしたり、ドメインのパラメータが変更したりすると失
われます。
• VTP をトランク単位（ポート単位）でオンまたオフにするオプション：ポート単位で VTP
をイネーブルまたはディセーブルにするには、[no] vtp インターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを入力します。トランク ポート上で VTP をディセーブルにすると、そのポー
トのすべての VTP インスタンスがディセーブルになります。VTP の設定を、MST データベー
スには off にする一方で、同じポートの VLAN データベースには on にすることはできませ
ん。
グローバルに VTP モードをオフに設定すると、システムのすべてのトランク ポートにこの
設定が適用されます。ただし、VTP インスタンス ベースでこのモードのオンまたはオフを指
定することはできます。たとえば、VLAN データベースには、スイッチを VTP サーバとして
設定する一方で、MST データベースには VTP を off に設定することができます。
関連トピック
VTP バージョンのイネーブル化（CLI）, （2537 ページ）

VTP プルーニング
VTP プルーニングを使用すると、トラフィックが宛先デバイスに到達するために使用しなければ
ならないトランクリンクへのフラッディングトラフィックが制限されるので、使用可能なネット
ワーク帯域幅が増えます。VTP プルーニングを使用しない場合、スイッチは受信側のスイッチで
廃棄される可能性があっても、VTP ドメイン内のすべてのトランク リンクに、ブロードキャス
ト、マルチキャスト、および不明のユニキャスト トラフィックをフラッディングします。VTP プ
ルーニングはデフォルトでディセーブルです。
VTP プルーニングは、プルーニング適格リストに指定された VLAN トランク ポートへの不要なフ
ラッディング トラフィックを阻止します。プルーニング適格リストに指定された VLAN だけが、
プルーニングの対象になります。デフォルトでは、スイッチのトランク ポート上で VLAN 2 ～
1001 がプルーニング適格です。プルーニング不適格として設定した VLAN については、引き続き
フラッディングが行われます。VTP プルーニングはすべてのバージョンの VTP でサポートされま
す。
VTP プルーニングは、スイッチド ネットワークではディセーブルです。スイッチ A のポート 1 お
よびスイッチ D のポート 2 は、Red という VLAN に割り当てられています。スイッチ A に接続さ
れたホストからブロードキャストが送信された場合、スイッチ A は、このブロードキャストをフ

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
2528

OL-30686-01-J

VTP の概要

ラッディングします。Red VLAN にポートを持たないスイッチ C、E、F も含めて、ネットワーク
内のすべてのスイッチがこのブロードキャストを受信します。
図 104：VTP プルーニングを使用しない場合のフラッディング トラフィック

VTP プルーニングは、スイッチド ネットワークではイネーブルです。スイッチ A からのブロード
キャスト トラフィックは、スイッチ C、E、F には転送されません。図に示されているリンク ポー
ト（スイッチ B のポート 5、およびスイッチ D のポート 4）で、Red VLAN のトラフィックがプ
ルーニングされるからです。
図 105：VTP プルーニングによるフラッディング トラフィックの最適化

VTP バージョン 1 および 2 では、VTP サーバでプルーニングをイネーブルにすると、その VTP ド
メイン全体でプルーニングがイネーブルになります。VTP バージョン 3 では、ドメイン内の各ス
イッチ上で手動によってプルーニングをイネーブルにする必要があります。VLAN をプルーニン
グ適格または不適格として設定する場合、影響を受けるのは、そのトランク上の VLAN のプルー
ニングだけです（VTP ドメイン内のすべてのスイッチに影響するわけではありません）。
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VTP プルーニングは、イネーブルにしてから数秒後に有効になります。VTP プルーニング不適格
の VLAN からのトラフィックは、プルーニングの対象になりません。VLAN 1 および VLAN 1002
～ 1005 は常にプルーニング不適格です。これらの VLAN からのトラフィックはプルーニングで
きません。拡張範囲 VLAN（1005 を超える VLAN ID）もプルーニング不適格です。
関連トピック
VTP プルーニングのイネーブル化（CLI）, （2539 ページ）

VTP とスイッチ スタック
VTP 設定は、スイッチ スタックのすべてのメンバで同一です。スイッチ スタックが VTP サーバ、
クライアント、またはトランスペアレント モードになっている場合、スタック内のすべてのス
イッチの VTP 設定が同一になります。
• スタックに参加したスイッチは、VTP および VLAN のプロパティをアクティブなスイッチか
ら継承します。
• すべての VTP アップデートが、スタック全体で保持されます。
• スタック内のスイッチの VTP モードが変更されると、そのスタック内のその他のスイッチも
VTP モードを変更し、スイッチの VLAN データベースの一貫性が保たれます。
VTP バージョン 3 は、スタンドアロン スイッチでもスタックでも同じように機能しますが、ス
イッチ スタックが VTP データベースのプライマリ サーバである場合だけは例外です。この場合
は、アクティブなスイッチの MAC アドレスがプライマリ サーバ ID として使用されます。アク
ティブなスイッチがリロードされるか電源オフになると、新たにアクティブなスイッチが選択さ
れます。
• 固定 MAC アドレス機能を設定しない場合、新たにアクティブなスイッチが選択されると、
現在のスタック MAC アドレスを使用してテイクオーバー メッセージを送信します。

（注）

デフォルトでは、永続的 MAC アドレスがオンになっています。

VTP 設定時の注意事項
VTP の設定要件
VTP を設定する場合は、スイッチがドメイン内の他のスイッチと VTP アドバタイズを送受信でき
るように、トランク ポートを設定する必要があります。
VTP バージョン 1 および 2 ではプライベート VLAN をサポートしません。VTP バージョン 3 では
プライベート VLAN をサポートします。プライベート VLAN を設定した場合、スイッチは VTP
トランスペアレント モードでなければなりません。プライベート VLAN がスイッチに設定されて
いる場合、VTP モードをトランスペアレント モードからクライアント モードやサーバ モードに
変更しないでください。
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VTP の設定
VTP 情報は VTP VLAN データベースに保存されます。VTP モードがトランスペアレントである場
合、VTP ドメイン名およびモードはスイッチの実行コンフィギュレーション ファイルにも保存さ
れます。この情報をスイッチのスタートアップ コンフィギュレーション ファイルに保存するに
は、copy running-config startup-config 特権 EXEC コマンドを入力します。スイッチをリセットし
た場合にも、VTP モードをトランスペアレントとして保存するには、このコマンドを使用する必
要があります。
スイッチのスタートアップ コンフィギュレーション ファイルに VTP 情報を保存して、スイッチ
を再起動すると、スイッチの設定は次のように選択されます。
• スタートアップ コンフィギュレーションおよび VLAN データベース内の VTP モードがトラ
ンスペアレントであり、VLAN データベースとスタートアップ コンフィギュレーション ファ
イルの VTP ドメイン名が一致する場合は、VLAN データベースが無視され（クリアされ）、
スタートアップ コンフィギュレーション ファイル内の VTP および VLAN 設定が使用されま
す。VLAN データベース内の VLAN データベース リビジョン番号は変更されません。
• スタートアップ コンフィギュレーション内の VTP モードまたはドメイン名が VLAN データ
ベースと一致しない場合、VLAN ID 1 ～ 1005 のドメイン名、VTP モード、および VTP 設定
には VLAN データベース情報が使用されます。
関連トピック
ポート単位の VTP の設定（CLI）, （2540 ページ）
VTP バージョン 3 のプライマリ サーバの設定（CLI）, （2537 ページ）

VTP 設定のためのドメイン名
VTP を初めて設定するときは、必ずドメイン名を割り当てる必要があります。また、VTP ドメイ
ン内のすべてのスイッチを、同じドメイン名で設定しなければなりません。VTP トランスペアレ
ント モードのスイッチは、他のスイッチと VTP メッセージを交換しません。これらのコントロー
ラについては VTP ドメイン名を設定する必要はありません。

（注）

NVRAM および DRAM の記憶域が十分にある場合は、VTP ドメイン内のすべてのスイッチを
VTP サーバ モードにする必要があります。

注意

すべてのスイッチが VTP クライアント モードで動作している場合は、VTP ドメインを設定し
ないでください。ドメインを設定すると、そのドメインの VLAN 設定を変更できなくなりま
す。VTP ドメイン内の少なくとも 1 台のスイッチを VTP サーバ モードに設定してください。
関連トピック
VTP ドメインへの VTP クライアント スイッチの追加（CLI）, （2542 ページ）
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VTP ドメインのパスワード
VTP ドメインのパスワードは設定できますが、必須ではありません。ドメイン パスワードを設定
する場合は、すべてのドメイン スイッチで同じパスワードを共有し、管理ドメイン内のスイッチ
ごとにパスワードを設定する必要があります。パスワードのないスイッチ、またはパスワードが
不正なコントローラは、VTP アドバタイズを拒否します。
ドメインに VTP パスワードを設定する場合、VTP 設定なしで起動したスイッチは、正しいパス
ワードを使用して設定しない限り、VTP アドバタイズを受信しません。設定後、スイッチは同じ
パスワードおよびドメイン名を使用した次の VTP アドバタイズを受信します。
VTP 機能を持つ既存のネットワークに新しいスイッチを追加した場合、その新しいスイッチに適
切なパスワードを設定して初めて、そのコントローラはドメイン名を学習します。

注意

VTP ドメイン パスワードを設定したにもかかわらず、ドメイン内の各スイッチに管理ドメイ
ン パスワードを割り当てなかった場合には、管理ドメインが正常に動作しません。

関連トピック
VTP バージョン 3 のパスワードの設定（CLI）, （2535 ページ）
例：スイッチをプライマリ サーバとして設定する, （2545 ページ）

VTP Version
実装する VTP バージョンを決定する場合は、次の注意事項に従ってください。
• VTPドメイン内のすべてのスイッチは同じドメイン名を使用する必要がありますが、すべて
が同じ VTP バージョンを実行する必要はありません。
• VTP バージョン 2 対応のスイッチ上で VTP バージョン 2 がディセーブルに設定されている
場合、VTP バージョン 2 対応スイッチは、VTP バージョン 1 を実行しているスイッチと同じ
VTP ドメインで動作できます（デフォルトでは VTP バージョン 2 はディセーブルになって
います）。
• VTP バージョン 1 を実行しているものの、VTP バージョン 2 に対応可能なスイッチが VTP
バージョン 3 アドバタイズを受信すると、このコントローラは VTP バージョン 2 に自動的に
移行します。
• VTP バージョン 3 を実行しているスイッチが VTP バージョン 1 を実行しているスイッチに
接続すると、VTP バージョン 1 のスイッチは VTP バージョン 2 に移行し、VTP バージョン
3 のスイッチは、スケールダウンしたバージョンの VTP パケットを送信するため、VTP バー
ジョン 2 スイッチは自身のデータベースをアップデートできます。
• VTP バージョン 3 を実行するスイッチは、拡張 VLAN を持つ場合はバージョン 1 または 2 に
移行できません。
• 同一 VTP ドメイン内のすべてのスイッチがバージョン 2 に対応可能な場合を除いて、スイッ
チ上で VTP バージョン 2 をイネーブルにしないでください。1 つのスイッチでバージョン 2
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をイネーブルにすると、ドメイン内のすべてのバージョン 2 対応スイッチでバージョン 2 が
イネーブルになります。バージョン 1 専用のスイッチがドメインに含まれている場合、その
コントローラはバージョン 2 対応スイッチとの間で VTP 情報を交換できません。
• VTP バージョン 1 および 2 スイッチは、VTP バージョン 3 アドバタイズメントを転送できな
いため、ネットワークのエッジに配置することをお勧めします。
• 使用環境に TrBRF および TrCRF トークンリング ネットワークが含まれている場合に、トー
クンリング VLAN スイッチング機能を正しく動作させるには、VTP バージョン 2 またはバー
ジョン 3 をイネーブルにする必要があります。トークンリングおよびトークンリング Net を
実行する場合は、VTP バージョン 2 をディセーブルにします。
• VTP バージョン 1 およびバージョン 2 は、拡張範囲 VLAN（VLAN 1006 ～ 4094）の設定情
報を伝播しません。これらの VLAN は各装置で手動によって設定する必要があります。VTP
バージョン 3 は拡張範囲 VLAN と、拡張範囲 VLAN データベースの伝播をサポートします。
• VTP バージョン 3 装置のトランク ポートが VTP バージョン 2 装置からのメッセージを受信
した場合、この装置は、VLAN データベースをスケールダウンし、その特定のトランク上で
VTP バージョン 2 フォーマットを使用して送信します。VTP バージョン 3 装置は、最初にそ
のトランク ポートで VTP バージョン 2 パケットを受信しない限り、VTP バージョン 2 フォー
マットのパケットを送信しません。
• VTP バージョン 3 装置が、あるトランク ポートで VTP バージョン 2 装置を検出した場合、
両方のネイバーが同一トランク上で共存できるように、VTP バージョン 2 パケットだけでな
く VTP バージョン 3 パケットの送信も継続します。
• VTP バージョン 3 装置は、VTP バージョン 2 またはバージョン 1 の装置からの設定情報は受
け入れません。
• 2 つの VTP バージョン 3 リージョンは、VTP バージョン 1 リージョンまたはバージョン 2
リージョンでは、トランスペアレント モードでだけ通信できます。
• VTP バージョン 1 にだけ対応する装置は、VTP バージョン 3 装置との相互運用はできませ
ん。
• VTP バージョン 1 およびバージョン 2 は、拡張範囲 VLAN（VLAN 1006 ～ 4094）の設定情
報を伝播しません。これらの VLAN を各装置上に手動で設定する必要があります。
関連トピック
VTP バージョンのイネーブル化（CLI）, （2537 ページ）

VTP の設定方法
VTP モードの設定（CLI）
次のいずれかに VTP モードを設定できます。
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• VTP サーバ モード：VTP サーバ モードでは、VLAN の設定を変更し、ネットワーク全体に
伝播させることができます。
• VTP クライアント モード：VTP クライアント モードでは、VLAN の設定を変更できません。
クライアント スイッチは、VTP ドメイン内の VTP サーバから VTP アップデート情報を受信
し、それに基づいて設定を変更します。
• VTP トランスペアレント モード：VTP トランスペアレント モードでは、スイッチで VTP が
ディセーブルになります。スイッチは VTP アップデートを送信せず、他のスイッチから受信
した VTP アップデートにも反応しません。ただし、VTP バージョン 2 を実行する VTP トラ
ンスペアレント モードのスイッチは、対応するトランク リンクで、受信した VTP アドバタ
イズを転送します。
• VTP オフ モード：VTP オフ モードは、VTP アドバタイズが転送されない以外は、VTP トラ
ンスペアレント モードと同じです。
設定したドメイン名は、削除できません。別のドメインにスイッチを再び割り当てるしかありま
せん。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure
terminal

ステップ 3

vtp domain domain-name
例：
Device(config)# vtp
domain eng_group

VTP 管理ドメイン名を設定します。1 ～ 32 文字の名前
を使用できます。同一管理下にある VTP サーバ モード
またはクライアント モードのスイッチは、すべて同じ
ドメイン名に設定する必要があります。
サーバ モード以外にはこのコマンドは任意です。VTP
サーバ モードではドメイン名が必要です。スイッチが
VTP ドメインにトランク接続されている場合、スイッ
チはドメイン内の VTP サーバからドメイン名を取得し
ます。
他の VTP パラメータを設定する前に、VTP ドメインを
設定する必要があります。
（注）
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コマンドまたはアクション 目的
ステップ 4

vtp mode {client | server |
VTP モード（クライアント、サーバ、トランスペアレ
transparent | off} {vlan | mst ント、またはオフ）のスイッチの設定。
| unknown}
• vlan：何も設定されていない場合は VLAN データ
ベースがデフォルトです。

例：

• mst：マルチスパニングツリー（MST）データベー

Device(config)# vtp mode
server

ス。
• unknown：データベース タイプは不明です。

ステップ 5

vtp password password

Device(config)# vtp
password mypassword

（任意）VTP ドメイン用のパスワードを設定します。
パスワードに使用できる文字数は 8 ～ 64 文字です。
VTP パスワードを設定したにもかかわらず、ドメイン
内の各スイッチに同じパスワードを割り当てなかった
場合には、VTP ドメインが正常に動作しません。

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：

ステップ 6

例：
Device(config)# end

ステップ 7

show vtp status

表示された [VTP Operating Mode] および [VTP Domain
Name] フィールドの設定を確認します。

例：
Device# show vtp status

ステップ 8

copy running-config
startup-config
例：
Device# copy
running-config
startup-config

（任意）スタートアップ コンフィギュレーション ファ
イルに設定を保存します。
スイッチの実行コンフィギュレーションに保存され、
スタートアップ コンフィギュレーション ファイルにコ
ピーできるのは、VTP モードおよびドメイン名だけで
す。

関連トピック
VTP モード, （2524 ページ）

VTP バージョン 3 のパスワードの設定（CLI）
スイッチで VTP バージョン 3 のパスワードを設定できます。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

vtp password password [hidden （任意）VTP ドメイン用のパスワードを設定しま
| secret]
す。パスワードに使用できる文字数は 8 ～ 64 文字
です。
例：
Device(config)# vtp password
mypassword hidden

• （任意）hidden：パスワード文字列から生成
される秘密キーが、nvram:vlan.dat ファイルに
保存されます。VTP プライマリ サーバを設定
してテイクオーバーを設定しようとすると、
パスワードの再入力を要求されます。
• （任意）secret：パスワードを直接設定しま
す。シークレット パスワードには 16 進数文
字を 32 個含める必要があります。

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 5

show vtp password
例：

ステップ 6

入力を確認します。次のような出力が表示されま
す。

Device# show vtp password

VTP password:
89914640C8D90868B6A0D8103847A733

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定
を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config
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関連トピック
VTP ドメインのパスワード, （2532 ページ）
例：スイッチをプライマリ サーバとして設定する, （2545 ページ）

VTP バージョン 3 のプライマリ サーバの設定（CLI）
VTP サーバを VTP プライマリ サーバとして設定すると、テイクオーバー操作が開始されます。

手順
コマンドまたはアク
ション
ステッ
プ1

目的

vtp primary [vlan | mst] スイッチの動作ステートをセカンダリ サーバ（デフォルト）か
[force]
らプライマリ サーバに変更し、その設定をドメインにアドバタ
イズします。スイッチのパスワードが hidden に設定されている
例：
場合は、パスワードの再入力を要求されます。
Device# vtp primary
vlan force

• （任意）vlan：テイクオーバー機能として VLAN データ
ベースを選択します。これはデフォルトです。
• （任意）mst：テイクオーバー機能としてマルチ スパニン
グ ツリー（MST）データベースを選択します。
• （任意）force：競合するサーバの設定が上書きされます。
force を入力しない場合、テイクオーバーの実行前に確認を
求められます。

関連トピック
VTP の設定, （2531 ページ）

VTP バージョンのイネーブル化（CLI）
デフォルトで VTP バージョン 2 およびバージョン 3 はディセーブルになっています。
• 1 つのスイッチ上で VTP バージョン 2 をイネーブルにすると、VTP ドメイン内の VTP バー
ジョン 2 に対応可能なすべてのスイッチでバージョン 2 がイネーブルになります。VTP バー
ジョン 3 をイネーブルにするには、各スイッチ上で手動によって設定する必要があります。
• VTP バージョン 1 および 2 では、このバージョンを設定できるのは、VTP サーバ モードま
たはトランスペアレント モードのスイッチだけです。スイッチが VTP バージョン 3 を実行
し、かつスイッチがクライアント モードの場合、既存の拡張 VLAN や既存のプライベート

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
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VLAN がなく、パスワードが非表示に設定されていないときであれば、バージョン 2 に変更
できます。

注意

同一 VTP ドメイン内のスイッチ上で、VTP バージョン 1 と VTP バージョン 2
は相互運用できません。VTP ドメイン内のすべてのスイッチが VTP バージョ
ン 2 をサポートしている場合を除き、VTP バージョン 2 をイネーブルにはし
ないでください。

• TrCRF および TrBRF トークンリング環境では、トークンリング VLAN スイッチング機能を
正しく動作させるために、VTP バージョン 2 または VTP バージョン 3 をイネーブルにする
必要があります。トークンリングおよびトークンリング Net メディアの場合は、VTP バー
ジョン 2 をディセーブルにします。
•
注意

VTP バージョン 3 では、プライマリ サーバとセカンダリ サーバの両方がドメ
イン内の 1 つのインスタンスに存在できます。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
パスワードを入力します（要求された場
合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

vtp version {1 | 2 | 3}
例：

スイッチで VTP バージョンをイネーブルに
します。デフォルトは VTP バージョン 1 で
す。

Device(config)# vtp version 2

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

show vtp status

設定された VTP バージョンがイネーブルで
あることを確認します。

例：
Device# show vtp status

ステップ 6

copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイル
に設定を保存します。
例：
Device# copy running-config
startup-config

関連トピック
VTP Version, （2532 ページ）
VTP バージョン 2, （2526 ページ）
VTP バージョン 3, （2527 ページ）

VTP プルーニングのイネーブル化（CLI）
はじめる前に
VTP プルーニングは VTP トランスペアレント モードでは機能しないように設計されています。
ネットワーク内に VTP トランスペアレント モードのスイッチが 1 台または複数存在する場合は、
次のいずれかの操作を実行する必要があります。
• ネットワーク全体の VTP プルーニングをオフにします。
• VTP トランスペアレント スイッチのアップストリーム側にあるスイッチのトランク上で、す
べての VLAN をプルーニング不適格にすることによって、VTP プルーニングをオフにしま
す。
インターフェイスに VTP プルーニングを設定するには、switchport trunk pruning vlan インター
フェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。VTP プルーニングは、インターフェイ
スがトランキングを実行している場合に作用します。VLAN プルーニングの適格性は、VTP ドメ
インで VTP プルーニングがイネーブルであるかどうか、特定の VLAN が存在するかどうか、およ
びインターフェイスが現在トランキングを実行しているかどうかにかかわらず、設定できます。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

vtp pruning
例：
Device(config)# vtp pruning

ステップ 4

end

VTP 管理ドメインでプルーニングをイネーブルに
します。
プルーニングは、デフォルトではディセーブルに
設定されています。VTP サーバ モードの 1 台の
スイッチ上に限ってプルーニングをイネーブルに
する必要があります。
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 5

show vtp status

表示された [VTP Pruning Mode] フィールドの設定
を確認します。

例：
Device# show vtp status

関連トピック
VTP プルーニング, （2528 ページ）

ポート単位の VTP の設定（CLI）
VTP バージョン 3 では、ポート単位で VTP をイネーブルまたはディセーブルにできます。VTP
は、トランク モードのポート上でだけイネーブルにできます。VTP トラフィックの着信または発
信はブロックされ、転送されません。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにしま
す。パスワードを入力します（要求され
た場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id
例：

インターフェイスを指定し、インター
フェイス コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

Device(config)# interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 4

vtp

指定したポートの VTP をイネーブルにし
ます。

例：
Device(config)# vtp

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 6

show running-config interface
interface-id

ポートの変更を確認します。

例：
Device# show running-config
interface gigabitethernet1/0/1

ステップ 7

show vtp status

設定を確認します。

例：
Device# show vtp status
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関連トピック
VTP の設定, （2531 ページ）

VTP ドメインへの VTP クライアント スイッチの追加（CLI）
VTP ドメインに追加する前にスイッチ上で VTP コンフィギュレーション リビジョン番号を確認
およびリセットするには、次の手順に従います。

はじめる前に
VTP クライアントを VTP ドメインに追加する前に、必ず VTP コンフィギュレーション リビジョ
ン番号が VTP ドメイン内の他のスイッチのコンフィギュレーション リビジョン番号より小さいこ
とを確認してください。VTP ドメイン内のスイッチは常に、VTP コンフィギュレーション リビ
ジョン番号が最大のスイッチの VLAN コンフィギュレーションを使用します。VTP バージョン 1
および 2 では、VTP ドメイン内のリビジョン番号よりも大きなリビジョン番号を持つスイッチを
追加すると、VTP サーバおよび VTP ドメインからすべての VLAN 情報が消去される場合があり
ます。VTP バージョン 3 では、VLAN 情報が消去されることはありません。
スイッチ上で VTP をディセーブルにし、VTP ドメイン内の他のスイッチに影響を与えることなく
VLAN 情報を変更するには、vtp mode transparent グローバル コンフィギュレーション コマンド
を使用します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権EXECモードをイネーブルにします。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

show vtp status
例：
Device# show vtp status

VTP コンフィギュレーション リビジョン番号を
チェックします。
番号が 0 の場合は、スイッチを VTP ドメインに追
加します。
番号が 0 より大きい場合は、次の手順に従います。
• ドメイン名を書き留めます。
• コンフィギュレーション リビジョン番号を書
き留めます。
• 次のステップに進んで、スイッチのコンフィ
ギュレーション リビジョン番号をリセットし
ます。
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 4

vtp domain domain-name

ドメイン名を、ステップ 1 で表示された元の名前
から新しい名前に変更します。

例：
Device(config)# vtp domain
domain123

ステップ 5

end
例：

特権 EXEC モードに戻ります。スイッチの VLAN
情報が更新され、コンフィギュレーションリビジョ
ン番号が 0 にリセットされます。

Device(config)# end

ステップ 6

show vtp status

コンフィギュレーション リビジョン番号が 0 にリ
セットされていることを確認します。

例：
Device# show vtp status

ステップ 7

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 8

vtp domain domain-name

スイッチの元のドメイン名を開始します。

例：
Device(config)# vtp domain
domain012

ステップ 9

end

特権 EXEC モードに戻ります。スイッチの VLAN
情報が更新されます。

例：
Device(config)# end

ステップ 10

show vtp status
例：

（任意）ドメイン名がステップ 1 のものと同じで
あり、コンフィギュレーション リビジョン番号が
0 であることを確認します。

Device# show vtp status
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関連トピック
VTP Domain, （2523 ページ）
VTP の前提条件, （2522 ページ）
VTP 設定のためのドメイン名, （2531 ページ）

VTP のモニタ
ここでは、VTP の設定を表示およびモニタリングするために使用するコマンドについて説明しま
す。
VTP の設定情報（ドメイン名、現在の VTP バージョン、VLAN 数）を表示することによって、
VTP をモニタします。スイッチで送受信されたアドバタイズに関する統計情報を表示することも
できます。
表 199：VTP モニタ コマンド

コマンド

目的

show vtp counters

送受信された VTP メッセージに関するカウンタを
表示します。

show vtp devices [conflict]

ドメイン内のすべての VTP バージョン 3 デバイス
に関する情報を表示します。プライマリ サーバと
競合する VTP バージョン 3 の装置が表示されます。
show vtp devices コマンドは、スイッチがトランス
ペアレント モードまたはオフ モードのときは情報
を表示しません。

show vtp interface [interface-id]

すべてのインターフェイスまたは指定されたイン
ターフェイスに対する VTP のステータスおよび設
定を表示します。

show vtp password

VTP パスワードを表示します。表示されるパスワー
ドの形式は、hidden キーワードが入力されている
か、または、暗号化がスイッチでイネーブル化され
ているかどうかによって異なります。

show vtp status

VTP スイッチ設定情報を表示します。
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VTP の設定例
例：スイッチをプライマリ サーバとして設定する
次に、パスワードが非表示またはシークレットに設定されている場合に、VLAN データベースの
プライマリ サーバ（デフォルト）としてスイッチを設定する方法の例を示します。
Device# vtp primary vlan
Enter VTP password: mypassword
This switch is becoming Primary server for vlan feature in the VTP

domain

VTP Database Conf Switch ID
Primary Server Revision System Name
------------ ---- -------------- -------------- -------- -------------------VLANDB
Yes 00d0.00b8.1400=00d0.00b8.1400 1
stp7
Do you want to continue (y/n) [n]? y

関連トピック
VTP バージョン 3 のパスワードの設定（CLI）, （2535 ページ）
VTP ドメインのパスワード, （2532 ページ）

次の作業
VTP を設定したら、次の項目を設定できます。
• VLANs
• VLAN グループ
• VLAN トランキング
• 音声 VLAN

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

この章で使用するコマンドの完全な構文および VLAN Command Reference (Catalyst 3850 Switches)
使用方法の詳細。
『Layer 2/3 Command Reference (Catalyst 3850
Switches)』
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その他の参考資料

関連項目

マニュアル タイトル

追加の設定コマンドおよび手順。

『LAN Switching Configuration Guide, Cisco IOS
XE Release 3SE (Catalyst 3850 Switches)』
『Layer 2/3 Configuration Guide (Catalyst 3850
Switches)』

エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi

標準および RFC
標準/RFC

Title

RFC 1573

Evolution of the Interfaces Group of MIB-II

RFC 1757

Remote Network Monitoring Management

RFC 2021

SNMPv2 Management Information Base for the
Transmission Control Protocol using SMIv2

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs
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シスコのテクニカル サポート
Link

説明

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

VTP の機能履歴と情報
リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

VLAN の前提条件
VLAN 設定時の前提条件と考慮事項を次に示します。
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• VLAN を作成する前に、VLAN トランキング プロトコル（VTP）を使用してネットワークの
グローバルな VLAN 設定を維持するかどうかを決定する必要があります。
• スイッチで多数の VLAN を設定し、ルーティングをイネーブルにしない予定の場合は、Switch
Database Management（SDM）機能を VLAN テンプレートに設定します。これにより、最大
数のユニキャスト MAC アドレスをサポートするようにシステム リソースが設定されます。
• LAN ベース フィーチャ セットが稼働しているスイッチでは、SVI のスタティック ルーティ
ングだけがサポートされます。
• VLAN グループに VLAN を追加できるようにするため、VLAN がスイッチに存在している必
要があります。

VLAN の制約事項
次に、VLAN の制約事項を示します。
• スイッチは、最大 128 のスパニングツリー インスタンスを持つ Per-VLAN Spanning-Tree Plus
（PVST+）または Rapid PVST+ をサポートします。VLAN ごとに 1 つずつスパニングツリー
インスタンスを使用できます。
• スイッチは、イーサネット ポート経由の VLAN トラフィックの送信方式として、IEEE 802.1Q
トランキングをサポートします。
• インターフェイス VLAN ルータの MAC アドレスの設定はサポートされていません。イン
ターフェイス VLAN にはデフォルトですでに MAC アドレスが割り当てられています。
• スイッチ スタックに Catalyst 3850 スイッチと Catalyst 3650 スイッチを組み合わせて含めるこ
とはできません。

VLAN について
論理ネットワーク
VLAN は、ユーザの物理的な位置に関係なく、機能、プロジェクト チーム、またはアプリケー
ションなどで論理的に分割されたスイッチド ネットワークです。VLAN は、物理 LAN と同じ属
性をすべて備えていますが、同じ LAN セグメントに物理的に配置されていないエンド ステーショ
ンもグループ化できます。どのようなスイッチ ポートでも VLAN に属することができ、ユニキャ
スト、ブロードキャスト、マルチキャストのパケットは、その VLAN 内のエンド ステーションだ
けに転送またはフラッディングされます。各 VLAN は 1 つの論理ネットワークと見なされ、VLAN
に属さないステーション宛のパケットは、ルータまたはフォールバック ブリッジングをサポート
するスイッチを経由して伝送しなければなりません。スイッチ スタックでは、VLAN はスタック
全体にまたがる複数のポートに設定できます。VLAN はそれぞれが独立した論理ネットワークと
見なされるので、VLAN ごとに独自のブリッジ管理情報ベース（MIB）情報があり、スパニング
ツリーの独自の実装をサポートできます。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
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VLAN は通常、IP サブネットワークに対応付けられます。たとえば、特定の IP サブネットに含ま
れるエンド ステーションはすべて同じ VLAN に属します。スイッチ上のインターフェイスの VLAN
メンバーシップは、インターフェイスごとに手動で割り当てます。この方法でスイッチ インター
フェイスを VLAN に割り当てた場合、これをインターフェイス ベース（またはスタティック）
VLAN メンバーシップと呼びます。
VLAN 間のトラフィックは、ルーティングまたはフォールバック ブリッジングする必要がありま
す。
スイッチは、スイッチ仮想インターフェイス（SVI）を使用して、VLAN 間でトラフィックをルー
ティングできます。VLAN 間でトラフィックをルーティングするには、SVI を明示的に設定して
IP アドレスを割り当てる必要があります。

サポートされる VLAN
スイッチは、VTP クライアント、サーバ、およびトランスペアレントの各モードで VLAN をサ
ポートしています。VLAN は、1 ～ 4094 の番号で識別します。VLAN 1 はデフォルト VLAN で、
システム初期化中に作成されます。VLAN ID 1002 ～ 1005 は、トークンリングおよびファイバ分
散データ インターフェイス（FDDI）VLAN 専用です。1002 ～ 1005 を除くすべての VLAN がユー
ザ設定のために使用できます。
VTP バージョン 1、バージョン 2、およびバージョン 3 の 3 つの VTP バージョンがあります。す
べての VTP バージョンが標準および拡張範囲 VLAN の両方をサポートしますが、VTP バージョ
ン 3 のみが スイッチ 伝播拡張範囲 VLAN 設定情報を実行します。拡張範囲 VLAN が VTP バー
ジョン 1 および 2 で作成された場合、設定情報は伝播されません。スイッチ上のローカル VTP
データベース エントリも更新されませんが、拡張範囲 VLAN 設定情報が作成され、実行設定ファ
イルに保存されます。
最大 4094 の VLAN をスイッチに設定できます。
関連トピック
イーサネット VLAN の作成または変更（CLI）, （2558 ページ）
VLAN の削除（CLI）, （2561 ページ）
VLAN へのスタティック アクセス ポートの割り当て（CLI）, （2563 ページ）
VLAN のモニタリング, （2572 ページ）
拡張範囲 VLAN の作成（CLI）, （2566 ページ）
内部 VLAN ID を指定した拡張範囲 VLAN の作成
VLAN のモニタリング, （2572 ページ）
イーサネット VLAN の作成または変更（CLI）, （2558 ページ）
VLAN の削除（CLI）, （2561 ページ）
VLAN へのスタティック アクセス ポートの割り当て（CLI）, （2563 ページ）
VLAN のモニタリング, （2572 ページ）
拡張範囲 VLAN の作成（CLI）, （2566 ページ）
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内部 VLAN ID を指定した拡張範囲 VLAN の作成
VLAN のモニタリング, （2572 ページ）
イーサネット VLAN の作成または変更（CLI）, （2558 ページ）
VLAN の削除（CLI）, （2561 ページ）
VLAN へのスタティック アクセス ポートの割り当て（CLI）, （2563 ページ）
VLAN のモニタリング, （2572 ページ）
拡張範囲 VLAN の作成（CLI）, （2566 ページ）
内部 VLAN ID を指定した拡張範囲 VLAN の作成
VLAN のモニタリング, （2572 ページ）
イーサネット VLAN の作成または変更（CLI）, （2558 ページ）
VLAN の削除（CLI）, （2561 ページ）
VLAN へのスタティック アクセス ポートの割り当て（CLI）, （2563 ページ）
VLAN のモニタリング, （2572 ページ）
拡張範囲 VLAN の作成（CLI）, （2566 ページ）
内部 VLAN ID を指定した拡張範囲 VLAN の作成
VLAN のモニタリング, （2572 ページ）
イーサネット VLAN の作成または変更（CLI）, （2558 ページ）
VLAN の削除（CLI）, （2561 ページ）
VLAN へのスタティック アクセス ポートの割り当て（CLI）, （2563 ページ）
VLAN のモニタリング, （2572 ページ）
拡張範囲 VLAN の作成（CLI）, （2566 ページ）
内部 VLAN ID を指定した拡張範囲 VLAN の作成
VLAN のモニタリング, （2572 ページ）

VLAN ポート メンバーシップ モード
VLAN に所属するポートは、メンバーシップ モードを割り当てることで設定します。メンバー
シップ モードは、各ポートが伝送できるトラフィックの種類、および所属できる VLAN の数を指
定します。
ポートが VLAN に所属すると、スイッチは VLAN 単位で、ポートに対応するアドレスを学習して
管理します。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
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表 200：ポートのメンバーシップ モードとその特性

メンバーシップ モード

VLAN メンバーシップの特性

スタティック アクセス

スタティック アクセス ポート VTP は必須ではありません。
は、手動で割り当てられ、1 つ VTPにグローバルに情報を伝播
の VLAN だけに所属します。 させないようにする場合は、
VTPモードをトランスペアレン
ト モードに設定します。VTP
に加入するには、別のスイッチ
またはスイッチ スタックのト
ランク ポートに接続されてい
るスイッチまたはスイッチ ス
タック上に少なくとも 1 つのト
ランク ポートが必要です。

トランク（IEEE 802.1Q）

デフォルトで、トランク ポー
トは拡張範囲 VLAN を含むす
• IEEE 802.1Q：業界標準の
べての VLAN のメンバです。
トランキング カプセル化
ただし、メンバーシップは許可
方式です。
VLAN リストを設定して制限で
きます。また、プルーニング適
格リストを変更して、リストに
指定したトランク ポート上の
VLAN へのフラッディング ト
ラフィックを阻止することもで
きます。

音声 VLAN

VTP の特性

VTPを推奨しますが、必須では
ありません。VTP は、ネット
ワーク全体にわたって VLAN
の追加、削除、名前変更を管理
することにより、VLAN 設定の
整合性を維持します。VTPはト
ランク リンクを通じて他のス
イッチと VLAN コンフィギュ
レーション メッセージを交換
します。

音声 VLAN ポートは、Cisco IP VTP は不要です。VTP は音声
Phone に接続し、電話に接続さ VLAN に対して無効です。
れたデバイスからの音声トラ
フィックに 1 つの VLAN を、
データ トラフィックに別の
VLAN を使用するように設定さ
れたアクセス ポートです。

関連トピック
VLAN へのスタティック アクセス ポートの割り当て（CLI）, （2563 ページ）
VLAN のモニタリング, （2572 ページ）
VLAN へのスタティック アクセス ポートの割り当て（CLI）, （2563 ページ）
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VLAN コンフィギュレーション ファイル
VLAN ID 1 ～ 1005 の設定は vlan.dat（VLAN データベース）ファイルに書き込まれます。この設
定を表示するには、show vlan 特権 EXEC コマンドを入力します。vlan.dat ファイルはフラッシュ
メモリに格納されます。VTP モードがトランスペアレント モードの場合、それらの設定もスイッ
チの実行コンフィギュレーション ファイルに保存されます。
スイッチ スタックでは、スタック全体が同一の vlan.dat ファイルと実行コンフィギュレーション
を使用します。一部のスイッチでは、vlan.dat ファイルがアクティブ スイッチのフラッシュ メモ
リに保存されます。
さらに、インターフェイスコンフィギュレーションモードを使用して、ポートのメンバーシップ
モードの定義、VLAN に対するポートの追加および削除を行います。これらのコマンドの実行結
果は、実行コンフィギュレーション ファイルに書き込まれます。このファイルを表示するには、
show running-config 特権 EXEC コマンドを使用します。
VLAN および VTP 情報（拡張範囲 VLAN 設定情報を含む）をスタートアップ コンフィギュレー
ション ファイルに保存して、スイッチを再起動すると、スイッチの設定は次のように選択されま
す。
• スタートアップ コンフィギュレーションおよび VLAN データベース内の VTP モードがトラ
ンスペアレントで、VLAN データベースとスタートアップ コンフィギュレーション ファイ
ルの VTP ドメイン名が一致する場合は、VLAN データベースが無視され（クリアされ）、ス
タートアップ コンフィギュレーション ファイル内の VTP および VLAN 設定が使用されま
す。VLAN データベース内の VLAN データベース リビジョン番号は変更されません。
• スタートアップ コンフィギュレーション内の VTP モードまたはドメイン名が VLAN データ
ベースと一致しない場合、VLAN ID 1 ～ 1005 のドメイン名、VTP モード、および VTP 設定
には VLAN データベース情報が使用されます。
• VTP バージョン 1 および 2 では、VTP モードがサーバである場合、VLAN ID 1 ～ 1005 のド
メイン名と VLAN 設定で VLAN データベース情報が使用されます。VTP バージョン 3 は、
VLAN 1006 ～ 4094 もサポートします。
• イメージ 15.0(02)SE6 から、vtp トランスペアレントおよびオフ モードでは、VLAN はイン
ターフェイスに適用されない場合でも、startup-config から作成されます。

標準範囲 VLAN 設定時の注意事項
標準範囲 VLAN は、ID が 1 ～ 1005 の VLAN です。
ネットワーク内で標準範囲 VLAN を作成または変更する場合には、次の注意事項に従ってくださ
い。
• 標準範囲 VLAN は、1 ～ 1001 の番号で識別します。VLAN 番号 1002 ～ 1005 は、トークン
リングおよび FDDI VLAN 専用です。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
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• VLAN 1 ～ 1005 の VLAN 設定は、常に VLAN データベースに格納されます。VTP モードが
トランスペアレント モードの場合、VTP と VLAN の設定もスイッチの実行コンフィギュレー
ション ファイルに保存されます。
• スイッチが VTP サーバ モードまたは VTP トランスペアレント モードにある場合は、VLAN
データベース内の VLAN 2 ～ 1001 について設定を追加、変更、または削除できます（VLAN
ID 1 および 1002 ～ 1005 は自動作成され、削除できません）。
• VTP トランスペアレント モードで作成された拡張範囲 VLAN は、VLAN データベースに保
存されず、伝播されません。VTP バージョン 3 では、VTP サーバ モードでの拡張範囲 VLAN
（VLAN 1006～4094）データベース伝播をサポートします。
• VLAN を作成する前に、スイッチを VTP サーバ モードまたは VTP トランスペアレント モー
ドにする必要があります。スイッチが VTP サーバである場合には、VTP ドメインを定義す
る必要があります。VTP ドメインを定義しないと、VTP は機能しません。
• スイッチは、トークンリングまたは FDDI メディアをサポートしません。スイッチは FDDI、
FDDI-Net、TrCRF、または TrBRF トラフィックを転送するのではなく、VTP を介して VLAN
設定を伝播します。
• スイッチは 128 のスパニングツリー インスタンスをサポートします。スイッチのアクティブ
な VLAN 数が、サポートされているスパニングツリー インスタンス数よりも多い場合、ス
パニングツリーは 128 の VLAN でイネーブルにできます。残りの VLAN で、スパニングツ
リーはディセーブルになります。スイッチ上の使用可能なスパニングツリー インスタンスを
すべて使い切ってしまった後に、VTP ドメインの中にさらに別の VLAN を追加すると、その
スイッチ上にスパニングツリーが稼働しない VLAN が生成されます。そのスイッチのトラン
ク ポート上でデフォルトの許可リスト（すべての VLAN を許可するリスト）が設定されて
いると、すべてのトランク ポート上に新しい VLAN が割り当てられます。ネットワーク ト
ポロジによっては、新しい VLAN 上で、切断されないループが生成されることがあります。
特に、複数の隣接スイッチでスパニングツリー インスタンスをすべて使用してしまっている
場合には注意が必要です。スパニングツリー インスタンスの割り当てを使い果たしたスイッ
チのトランク ポートに許可リストを設定することにより、このような可能性を防ぐことがで
きます。
スイッチ上の VLAN の数がサポートされているスパニングツリー インスタンスの最大数を
超える場合、スイッチ上に IEEE 802.1s Multiple STP（MSTP）を設定して、複数の VLAN を
単一のスパニングツリー インスタンスにマッピングすることを推奨します。
• スタック内のスイッチが新しい VLAN を学習するか、または既存の VLA を削除または変更
すると（ネットワーク ポートを介した VTP を通じてか、または CLI を通じて）、その VLAN
情報はすべてのスタック メンバに伝達されます。
• スイッチがスタックに参加した場合またはスタックの結合が発生した場合は、新しいスイッ
チ上の VTP 情報（vlan.dat ファイル）とアクティブなスイッチの一貫性が維持されます。
関連トピック
イーサネット VLAN の作成または変更（CLI）, （2558 ページ）
VLAN の削除（CLI）, （2561 ページ）
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VLAN へのスタティック アクセス ポートの割り当て（CLI）, （2563 ページ）
VLAN のモニタリング, （2572 ページ）
イーサネット VLAN の作成または変更（CLI）, （2558 ページ）
VLAN の削除（CLI）, （2561 ページ）
VLAN へのスタティック アクセス ポートの割り当て（CLI）, （2563 ページ）
VLAN のモニタリング, （2572 ページ）
イーサネット VLAN の作成または変更（CLI）, （2558 ページ）
VLAN の削除（CLI）, （2561 ページ）
VLAN へのスタティック アクセス ポートの割り当て（CLI）, （2563 ページ）
VLAN のモニタリング, （2572 ページ）
イーサネット VLAN の作成または変更（CLI）, （2558 ページ）
VLAN の削除（CLI）, （2561 ページ）
VLAN へのスタティック アクセス ポートの割り当て（CLI）, （2563 ページ）
VLAN のモニタリング, （2572 ページ）
イーサネット VLAN の作成または変更（CLI）, （2558 ページ）
VLAN の削除（CLI）, （2561 ページ）
VLAN へのスタティック アクセス ポートの割り当て（CLI）, （2563 ページ）
VLAN のモニタリング, （2572 ページ）
イーサネット VLAN の作成または変更（CLI）, （2558 ページ）
VLAN のモニタリング, （2572 ページ）

拡張範囲 VLAN 設定時の注意事項
拡張範囲 VLAN は、ID が 1006 ～ 4094 の VLAN です。
拡張範囲 VLAN を作成するときは次の注意事項に従ってください。
• 拡張範囲の VLAN ID は、スイッチが VTP バージョン 3 を実行していない場合は VLAN デー
タベースに保存されず、VTP で認識されません。
• プルーニング適格範囲に拡張範囲 VLAN を含めることはできません。
• VTP バージョン 1 または 2 では、グローバル コンフィギュレーション モードで、VTP モー
ドをトランスペアレントに設定できます。VTP トランスペアレント モードでスイッチが始動
するように、この設定をスタートアップ コンフィギュレーションに保存する必要がありま
す。このようにしないと、スイッチをリセットした場合に、拡張範囲 VLAN 設定が失われま
す。VTP バージョン 3 で拡張範囲 VLAN を作成する場合は、VTP バージョン 1 または 2 に
変更できません。
• スイッチスタックでは、スタック全体が同一の実行コンフィギュレーションと保存されてい
るコンフィギュレーションを使用しており、拡張範囲 VLAN 情報はスタック全体で共有され
ます。
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関連トピック
拡張範囲 VLAN の作成（CLI）, （2566 ページ）
内部 VLAN ID を指定した拡張範囲 VLAN の作成
VLAN のモニタリング, （2572 ページ）
拡張範囲 VLAN の作成（CLI）, （2566 ページ）
内部 VLAN ID を指定した拡張範囲 VLAN の作成
VLAN のモニタリング, （2572 ページ）
拡張範囲 VLAN の作成（CLI）, （2566 ページ）
内部 VLAN ID を指定した拡張範囲 VLAN の作成
VLAN のモニタリング, （2572 ページ）
拡張範囲 VLAN の作成（CLI）, （2566 ページ）
内部 VLAN ID を指定した拡張範囲 VLAN の作成
VLAN のモニタリング, （2572 ページ）
拡張範囲 VLAN の作成（CLI）, （2566 ページ）
内部 VLAN ID を指定した拡張範囲 VLAN の作成
VLAN のモニタリング, （2572 ページ）
拡張範囲 VLAN の作成（CLI）, （2566 ページ）
VLAN のモニタリング, （2572 ページ）

VLAN の設定方法
標準範囲 VLAN の設定方法
VLAN データベースに新しい標準範囲 VLAN を作成したり、VLAN データベース内の既存の VLAN
を変更したりする場合、次のパラメータを設定できます。
• VLAN ID
• VLAN 名
• VLAN タイプ
◦ イーサネット
◦ Fiber Distributed Data Interface [FDDI]
◦ FDDI ネットワーク エンティティ タイトル [NET]
◦ TrBRF または TrCRF
◦ Token Ring
◦ トークンリング Net
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• VLAN ステート（アクティブまたは中断）
• VLAN の最大伝送単位（MTU）
• Security Association Identifier（SAID）
• TrBRF VLAN のブリッジ識別番号
• FDDI および TrCRF VLAN のリング番号
• TrCRF VLAN の親 VLAN 番号
• TrCRF VLAN のスパニングツリー プロトコル（STP）タイプ
• ある VLAN タイプから別の VLAN タイプに変換するときに使用する VLAN 番号
vlan.dat ファイルを手動で削除しようとすると、VLAN データベースの不整合が生じる可能性があ
ります。VLAN 設定を変更する場合は、この項の手順に従ってください。

イーサネット VLAN の作成または変更（CLI）
はじめる前に
VTP バージョン 1 および 2 でスイッチが VTP トランスペアレント モードの場合は、1006 を超え
る VLAN ID を割り当てることができますが、それらを VLAN データベースに追加できません。
スイッチは、イーサネット インターフェイスだけをサポートしています。FDDI およびトークン
リング VLAN は、ローカルではサポートされないので、FDDI およびトークンリング メディア固
有の特性は、他のスイッチに対する VTP グローバル アドバタイズにのみ設定します。
このスイッチはトークンリング接続をサポートしていませんが、トークンリング接続を行ってい
るリモート デバイスを、サポート対象スイッチのうちの 1 台から管理できます。VTP バージョン
2 が稼働しているスイッチは、次のトークンリング VLAN に関する情報をアドバタイズします。
• トークンリング TrBRF VLAN
• トークンリング TrCRF VLAN

手順
コマンドまたはアク 目的
ション
ステッ
プ1

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device# configure
terminal
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コマンドまたはアク 目的
ション
ステッ
プ2

vlan vlan-id
例：
Device(config)# vlan
20

VLAN ID を入力して、VLAN コンフィギュレーション モード
を開始します。新規の VLAN ID を入力して VLAN を作成する
か、または既存の VLAN ID を入力してその VLAN を変更しま
す。
このコマンドで指定できる VLAN ID 範囲は 1 ～ 4094
です。
追加の vlan コマンド オプションは次のとおりです。
（注）

• access-map：VLAN アクセスマップを作成したり、VLAN
アクセスマップ コマンド モードを開始します。
• configuration：VLAN 機能コンフィギュレーション モード
になります。
• dot1q：VLAN dot1q tag native パラメータを設定します。
• filter：VLAN フィルタ マップを VLAN リストに適用しま
す。
• group：VLAN グループを作成します。
ステッ
プ3

name vlan-name
例：
Device(config-vlan)#
name test20

（任意）VLAN の名前を入力します。VLAN 名を指定しなかっ
た場合には、デフォルトとして、VLAN という語の後ろに先行
ゼロを含めた vlan-id 値が付加されます。たとえば、VLAN 4 の
デフォルトの VLAN 名は VLAN0004 になります。
次の追加 VLAN コンフィギュレーション コマンド オプション
が使用可能です。
• are：この VLAN の All-Route Explorer（ARE）ホップの最
大数を設定します。
• backupcrf：VLAN のバックアップ コンセントレータ リ
レー機能（CRF）モードをイネーブルまたはディセーブル
にします。
• bridge：FDDI-Net またはトークン リング ネット タイプの
VLAN にブリッジ番号の値を設定します。
• exit：変更を適用し、リビジョン番号を増分して、終了し
ます。
• media：VLAN のメディア タイプを設定します。
• no：コマンドまたはデフォルトを拒否します。
• parent：FDDI の親 VLAN やトークン リング タイプの
VLAN に ID の値を設定します。
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コマンドまたはアク 目的
ション
• remote-span：リモート SPAN VLAN を設定します。
• ring：FDDI またはトークン リング タイプの VLAN にリン
グ番号値を設定します。
• said：IEEE 802.10 SAID の値を設定します。
• shutdown：VLAN スイッチングをシャットダウンします。
• state：運用上の VLAN ステートを実行中または停止中に
設定します。
• ste：VLAN のスパニングツリー エクスプローラ（STE）
のホップの最大数を設定します。
• stp：VLAN のスパニングツリー特性を設定します。
ステッ
プ4

media { ethernet |
VLAN のメディア タイプを設定します。コマンド オプション
fd-net | fddi | tokenring は次のとおりです。
| trn-net }
• ethernet：VLAN のメディア タイプをイーサネットに設定
します。
例：
Device(config-vlan)#
media ethernet

• fd-net：VLAN のメディア タイプを FDDI-net に設定しま
す。
• fddi：VLAN のメディア タイプを FDDI に設定します。
• tokenring：VLAN メディア タイプをトークン リングに設
定します。
• trn-net：VLAN メディア タイプをトークン リング ネット
に設定します。

ステッ
プ5

remote-span
例：
Device(config-vlan)#
remote-span

ステッ
プ6

end

（任意）リモート スイッチド ポート アナライザ（SPAN）セッ
ションに対する RSPAN VLAN として、VLAN を設定します。
リモート SPAN の詳細については、『Catalyst 3850 Network
Management Configuration Guide』を参照してください。

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステッ
プ7

show vlan {name
入力を確認します。
vlan-name | id vlan-id}
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コマンドまたはアク 目的
ション
例：
Device# show vlan
name test20 id 20

関連トピック
サポートされる VLAN, （2551 ページ）
標準範囲 VLAN 設定時の注意事項, （2554 ページ）
VLAN のモニタリング, （2572 ページ）
サポートされる VLAN, （2551 ページ）
標準範囲 VLAN 設定時の注意事項, （2554 ページ）
VLAN のモニタリング, （2572 ページ）
サポートされる VLAN, （2551 ページ）
標準範囲 VLAN 設定時の注意事項, （2554 ページ）
VLAN のモニタリング, （2572 ページ）
サポートされる VLAN, （2551 ページ）
標準範囲 VLAN 設定時の注意事項, （2554 ページ）
VLAN のモニタリング, （2572 ページ）
サポートされる VLAN, （2551 ページ）
標準範囲 VLAN 設定時の注意事項, （2554 ページ）
VLAN のモニタリング, （2572 ページ）
標準範囲 VLAN 設定時の注意事項, （2554 ページ）
VLAN のモニタリング, （2572 ページ）

VLAN の削除（CLI）
VTP サーバ モードのスイッチから VLAN を削除すると、VTP ドメイン内のすべてのスイッチの
VLAN データベースから、その VLAN が削除されます。VTP トランスペアレント モードのスイッ
チから VLAN を削除した場合、その特定のスイッチスイッチまたはスイッチスタック上に限り
VLAN が削除されます。
イーサネット VLAN 1 および FDDI、またはトークンリング VLAN 1002 ～ 1005 の、メディア タ
イプ別のデフォルト VLAN は削除できません。
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注意

VLAN を削除すると、その VLAN に割り当てられていたすべてのポートが非アクティブにな
ります。これらのポートは、新しい VLAN に割り当てられるまで、元の VLAN に（非アクティ
ブで）対応付けられたままです。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権EXECモードをイネーブルにします。
パスワードを入力します（要求された場
合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

no vlan vlan-id

VLAN ID を入力して、VLAN を削除しま
す。

例：
Device(config)# no vlan 4

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 5

show vlan brief

VLAN が削除されたことを確認します。

例：
Device# show vlan brief

ステップ 6

copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイ
ルに設定を保存します。
例：
Device# copy running-config
startup-config

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
2562

OL-30686-01-J

VLAN の設定方法

関連トピック
サポートされる VLAN, （2551 ページ）
標準範囲 VLAN 設定時の注意事項, （2554 ページ）
VLAN のモニタリング, （2572 ページ）
サポートされる VLAN, （2551 ページ）
標準範囲 VLAN 設定時の注意事項, （2554 ページ）
VLAN のモニタリング, （2572 ページ）
サポートされる VLAN, （2551 ページ）
標準範囲 VLAN 設定時の注意事項, （2554 ページ）
VLAN のモニタリング, （2572 ページ）
サポートされる VLAN, （2551 ページ）
標準範囲 VLAN 設定時の注意事項, （2554 ページ）
VLAN のモニタリング, （2572 ページ）
サポートされる VLAN, （2551 ページ）
標準範囲 VLAN 設定時の注意事項, （2554 ページ）
VLAN のモニタリング, （2572 ページ）
VLAN のモニタリング, （2572 ページ）

VLAN へのスタティック アクセス ポートの割り当て（CLI）
VTP をディセーブルにすることによって（VTP トランスペアレント モード）、VTP に VLAN 設
定情報をグローバルに伝播させずに、スタティック アクセス ポートを VLAN に割り当てること
ができます。
クラスタ メンバ スイッチ上のポートを VLAN に割り当てる場合、最初に rcommand 特権 EXEC
コマンドを使用して、クラスタ メンバ スイッチにログインします。
存在しない VLAN にインターフェイスを割り当てると、新しい VLAN が作成されます

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権EXECモードをイネーブルにします。
パスワードを入力します（要求された場
合）。

例：
Device> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id

VLAN に追加するインターフェイスを入
力します。

例：
Device(config)# interface
gigabitethernet2/0/1

ステップ 4

switchport mode access
例：

ポート（レイヤ 2 アクセス ポート）の
VLAN メンバーシップ モードを定義しま
す。

Device(config-if)# switchport mode
access

ステップ 5

switchport access vlan vlan-id

VLAN にポートを割り当てます。指定で
きる VLAN ID の範囲は 1 ～ 4094 です。

例：
Device(config-if)# switchport
access vlan 2

ステップ 6

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

ステップ 7

show running-config interface
interface-id

インターフェイスの VLAN メンバーシッ
プ モードを確認します。

例：
Device# show running-config
interface gigabitethernet2/0/1

ステップ 8

show interfaces interface-idswitchport 表示された Administrative Mode および
Access Mode VLAN フィールドの設定を確
例：
認します。
Device# show interfaces
gigabitethernet2/0/1 switchport
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイ
ルに設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

関連トピック
サポートされる VLAN, （2551 ページ）
標準範囲 VLAN 設定時の注意事項, （2554 ページ）
VLAN のモニタリング, （2572 ページ）
サポートされる VLAN, （2551 ページ）
標準範囲 VLAN 設定時の注意事項, （2554 ページ）
VLAN のモニタリング, （2572 ページ）
サポートされる VLAN, （2551 ページ）
標準範囲 VLAN 設定時の注意事項, （2554 ページ）
VLAN のモニタリング, （2572 ページ）
サポートされる VLAN, （2551 ページ）
標準範囲 VLAN 設定時の注意事項, （2554 ページ）
VLAN のモニタリング, （2572 ページ）
サポートされる VLAN, （2551 ページ）
標準範囲 VLAN 設定時の注意事項, （2554 ページ）
VLAN のモニタリング, （2572 ページ）
VLAN ポート メンバーシップ モード, （2552 ページ）
VLAN のモニタリング, （2572 ページ）
VLAN ポート メンバーシップ モード, （2552 ページ）

拡張範囲 VLAN の設定方法
サービス プロバイダーは拡張範囲 VLAN を使用することにより、インフラストラクチャを拡張し
て、多数の顧客に対応できます。拡張範囲 VLAN ID は、VLAN ID を許可するどの switchport コ
マンドでも許可されます。
VTP バージョン 1 または 2 での拡張範囲 VLAN の設定は VLAN データベースに格納されません。
ただし、VTP モードがトランスペアレントであるため、スイッチの実行コンフィギュレーション
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ファイルに格納されます。また、設定をスタートアップコンフィギュレーションファイルに保存
できます。VTP バージョン 3 で作成された拡張範囲 VLAN は、VLAN データベースに保存されま
す。
拡張範囲 VLAN については MTU サイズ、プライベート VLAN、およびリモート SPAN 設定ステー
トしか変更できません。残りのすべての特性はデフォルト状態のままでなければなりません。

拡張範囲 VLAN の作成（CLI）
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パ
スワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

vlan vlan-id
例：

拡張範囲 VLAN ID を入力して、VLAN コン
フィギュレーション モードを開始します。指
定できる範囲は 1006 ～ 4094 です。

Device(config)# vlan 2000
Device(config-vlan)#

ステップ 4

remote-span

（任意）RSPAN VLAN として VLAN を設定し
ます。

例：
Device(config-vlan)#
remote-span

ステップ 5

exit

コンフィギュレーション モードに戻ります。

例：
Device(config-vlan)# exit
Device(config)#

ステップ 6

interface vlan

選択した VLAN についてインターフェイス コ
ンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# interface vlan
200
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コマンドまたはアクション

目的

Device(config-if)#

ステップ 7

ip mtu mtu-size
例：

（任意）MTU サイズを変更して、VLAN を変
更します。68 ～ 1500 バイトの MTU サイズを
設定できます。

Device(config-if)# ip mtu 1024 （注）
Device(config-if)#

ステップ 8

end

CLI ヘルプにすべての VLAN コマン
ドが表示されますが、拡張範囲
VLAN でサポートされているのは、
ip mtu mtu-size コマンド、 コマン
ド、remote-span コマンドだけです。

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 9

show vlan id vlan-id

VLAN が作成されたことを確認します。

例：
Device# show vlan id 2000

ステップ 10

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに
設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

関連トピック
サポートされる VLAN, （2551 ページ）
拡張範囲 VLAN 設定時の注意事項, （2556 ページ）
VLAN のモニタリング, （2572 ページ）
サポートされる VLAN, （2551 ページ）
拡張範囲 VLAN 設定時の注意事項, （2556 ページ）
VLAN のモニタリング, （2572 ページ）
サポートされる VLAN, （2551 ページ）
拡張範囲 VLAN 設定時の注意事項, （2556 ページ）
VLAN のモニタリング, （2572 ページ）
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サポートされる VLAN, （2551 ページ）
拡張範囲 VLAN 設定時の注意事項, （2556 ページ）
VLAN のモニタリング, （2572 ページ）
サポートされる VLAN, （2551 ページ）
拡張範囲 VLAN 設定時の注意事項, （2556 ページ）
VLAN のモニタリング, （2572 ページ）
拡張範囲 VLAN 設定時の注意事項, （2556 ページ）
VLAN のモニタリング, （2572 ページ）

VLAN の設定方法（GUI）
レイヤ 2 VLAN の作成（GUI）
スイッチ Web UI を使用してレイヤ 2 VLAN を作成するには、次の手順に従う必要があります。

手順
ステップ 1

レイヤ 2 VLAN を作成するには、[設定（Configuration）] > [コントローラ（Controller）] > [システ
ム（System）] > [VLAN] > [レイヤ 2 VLAN（Layer2 VLAN）] の順に選択します。
[VLAN レイヤ 2（VLAN Layer2）] ページが表示されます。[レイヤ 2（Layer2）] ページに表示さ
れているすべてのパラメータの値を入力する必要があります。
パラメータ

説明

VLAN ID

VLAN タグの ID、VLAN タグがない場合は、0。

名前

VLAN 名。

状態

VLAN ステート。値は次のとおりです。
• Active
• Suspended

ステップ 2

[Apply] をクリックします。

レイヤ 3 インターフェイスの作成（GUI）
スイッチ Web UI を使用してレイヤ 3 インターフェイスを作成するには、次の手順に従う必要があ
ります。
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手順
ステップ 1

レイヤ 3 インターフェイスを作成するには、[設定（Configuration）] > [コントローラ（Controller）]
> [システム（System）] > [VLAN] > [レイヤ 3 インターフェイス（Layer3 Interface）] の順に選択し
ます。
[レイヤ 3 インターフェイス（Layer3 Interface）] ページが表示されます。その画面に表示されてい
るすべてのパラメータの値を入力する必要があります。
パラメータ

説明

説明

レイヤ 3 インターフェイスの説明。

DHCP リレー情報 コントローラ内蔵の DHCP リレー エージェント情報。
VLAN SVI（スイッチ仮想インターフェイス）の IP アドレス/サブネット マ
スク。

IP Address

アドレスをマスク DHCP サーバのアドレスをマスク。
IPv6 Address

DHCP サーバの IPv6 アドレス。

IPv4 DHCP サーバ DHCP サーバの IPv4 アドレス
IPv6 DHCP サーバ DHCP サーバの IPv6 アドレス。

ステップ 2

[Apply] をクリックします。

レイヤ 2 VLAN の表示（GUI）
Web UI を使用して、スイッチインターフェイスに設定されているレイヤ 2 VLAN の詳細を表示で
きます。

はじめる前に
手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

[Configuration] > [Controller] >
[System] > [VLAN] > [Layer2
VLAN] .を選択します。

レイヤ 2 VLAN のページが表示され、スイッチとと
もにレイヤ 2 VLAN の詳細が以下のように表示され
ます。
パラメー 説明
タ
VLAN ID VLAN タグの ID を表示します。
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コマンドまたはアクション

目的
パラメー 説明
タ
名前

VLAN 名。

状態

VLAN ステート。表示される値は次のと
おりです。
• Active
• Suspended

MTU

最大伝送単位。

レイヤ 3 インターフェイスの表示（GUI）
Web UI を使用して、スイッチに設定されているレイヤ 3 インターフェイスの詳細を表示できま
す。

手順
[Configuration] > [Controller] > [System] > [VLAN] > [Layer3 Interface] .を選択します。
レイヤ 2 VLAN のページが表示され、スイッチとともにレイヤ 3 インターフェイスの詳細が以下
のように表示されます。
パラメータ

説明

Interface Name

レイヤ 3 インターフェイス名。

Status（ステータ
ス）

レイヤ 3 インターフェイスのステータス。値は次のとおりです。
• Up
• Down

プロトコル

レイヤ 3 インターフェイスに使用されるプロトコル。

IP Address

レイヤ 3 セキュリティおよびモビリティ マネージャに使用される IP アドレ
ス。
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レイヤ 2 VLAN の削除（GUI）
スイッチウェブ UI を使用してレイヤ 2 VLAN を削除するには、以下を行う必要があります。

手順
ステップ 1

[Configuration] > [Controller] > [System] > [VLAN] > [Layer2 VLAN] .を選択します。
レイヤ 2 VLAN のページが表示され、スイッチとともにレイヤ 2 VLAN の詳細が以下のように表
示されます。
パラメータ

説明

VLAN ID

VLAN タグの ID を表示します。

名前

VLAN 名。

状態

VLAN ステート。表示される値は次のとおりです。
• Active
• Suspended
最大伝送単位。

MTU

ステップ 2

一覧から、削除する必要のあるレイヤ 2 VLAN のチェックボックスに印をつけます。
選択したレイヤ 2 VLAN の削除に関する確認メッセージが表示されます。

ステップ 3

[OK] をクリックします。

レイヤ 3 インターフェイスの削除（GUI）
スイッチウェブ UI を使用してレイヤ 3 インターフェイスを削除するには、以下を行う必要があり
ます。

手順
ステップ 1

[Configuration] > [Controller] > [System] > [VLAN] > [Layer3 Interface] .を選択します。
レイヤ 3 インターフェイスのページが表示され、スイッチとともにレイヤ 3 インターフェイスの
詳細が以下のように表示されます。
パラメータ

説明

Interface Name

レイヤ 3 インターフェイス名。
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パラメータ

説明

Status（ステータ
ス）

レイヤ 3 インターフェイスのステータス。値は次のとおりです。
• Up
• Down

プロトコル

レイヤ 3 インターフェイスに使用されるプロトコル。

IP Address

レイヤ 3 セキュリティおよびモビリティ マネージャに使用される IP アドレ
ス。

ステップ 2

一覧から、削除する必要のあるレイヤ 3 インターフェイスのチェックボックスに印をつけます。
選択したレイヤ 3 インターフェイスの削除に関する確認メッセージが表示されます。

ステップ 3

[OK] をクリックします。

VLAN のモニタリング
表 201：特権 EXEC 表示コマンド

コマンド

目的

show interfaces [vlan vlan-id]

スイッチ上に設定されたすべてのインターフェ
イスまたは特定の VLAN の特性を表示します。
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コマンド

目的

show vlan [ access-map name | brief | dot1q { tag スイッチ上のすべての VLAN または特定の
native } | filter [ access-map | vlan ] | group [
VLAN のパラメータを表示します。次のコマン
group-name name ] | id vlan-id | ifindex | mtu |
ド オプションが使用可能です。
name name | private-vlan remote-span | summary
• access-map：VLAN アクセスマップを表示
]
します。
• brief：VTP VLAN のステータス概要を表
示します。
• dot1q：dot1q パラメータを表示します。
• filter：VLAN フィルタ情報を表示します。
• group：VLAN グループをグループ名と使
用可能な接続済みの VLAN と一緒に表示
します。
• id：識別番号別に VTP VLAN ステータス
を表示します。
• ifindex：SNMP ifIndex を表示します。
• mtu：VLAN MTU 情報を表示します。
• name：指定された名前の VTP VLAN 情報
を表示します。
• private-vlan：プライベート VLAN 情報を
表示します。
• remote-span：リモート SPAN VLAN を表
示します。
• summary：VLAN 情報の要約を表示しま
す。
（注）

スイッチCLI に表示される
private-vlan コマンド オプションはサ
ポートされません。

関連トピック
サポートされる VLAN, （2551 ページ）
標準範囲 VLAN 設定時の注意事項, （2554 ページ）
イーサネット VLAN の作成または変更（CLI）, （2558 ページ）
VLAN の削除（CLI）, （2561 ページ）
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VLAN へのスタティック アクセス ポートの割り当て（CLI）, （2563 ページ）
サポートされる VLAN, （2551 ページ）
拡張範囲 VLAN 設定時の注意事項, （2556 ページ）
拡張範囲 VLAN の作成（CLI）, （2566 ページ）
内部 VLAN ID を指定した拡張範囲 VLAN の作成
サポートされる VLAN, （2551 ページ）
標準範囲 VLAN 設定時の注意事項, （2554 ページ）
イーサネット VLAN の作成または変更（CLI）, （2558 ページ）
VLAN の削除（CLI）, （2561 ページ）
VLAN へのスタティック アクセス ポートの割り当て（CLI）, （2563 ページ）
サポートされる VLAN, （2551 ページ）
拡張範囲 VLAN 設定時の注意事項, （2556 ページ）
拡張範囲 VLAN の作成（CLI）, （2566 ページ）
内部 VLAN ID を指定した拡張範囲 VLAN の作成
サポートされる VLAN, （2551 ページ）
標準範囲 VLAN 設定時の注意事項, （2554 ページ）
イーサネット VLAN の作成または変更（CLI）, （2558 ページ）
VLAN の削除（CLI）, （2561 ページ）
VLAN へのスタティック アクセス ポートの割り当て（CLI）, （2563 ページ）
サポートされる VLAN, （2551 ページ）
拡張範囲 VLAN 設定時の注意事項, （2556 ページ）
拡張範囲 VLAN の作成（CLI）, （2566 ページ）
内部 VLAN ID を指定した拡張範囲 VLAN の作成
サポートされる VLAN, （2551 ページ）
標準範囲 VLAN 設定時の注意事項, （2554 ページ）
イーサネット VLAN の作成または変更（CLI）, （2558 ページ）
VLAN の削除（CLI）, （2561 ページ）
VLAN へのスタティック アクセス ポートの割り当て（CLI）, （2563 ページ）
サポートされる VLAN, （2551 ページ）
拡張範囲 VLAN 設定時の注意事項, （2556 ページ）
拡張範囲 VLAN の作成（CLI）, （2566 ページ）
内部 VLAN ID を指定した拡張範囲 VLAN の作成
サポートされる VLAN, （2551 ページ）
標準範囲 VLAN 設定時の注意事項, （2554 ページ）
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イーサネット VLAN の作成または変更（CLI）, （2558 ページ）
VLAN の削除（CLI）, （2561 ページ）
VLAN へのスタティック アクセス ポートの割り当て（CLI）, （2563 ページ）
サポートされる VLAN, （2551 ページ）
拡張範囲 VLAN 設定時の注意事項, （2556 ページ）
拡張範囲 VLAN の作成（CLI）, （2566 ページ）
内部 VLAN ID を指定した拡張範囲 VLAN の作成
イーサネット VLAN の作成または変更（CLI）, （2558 ページ）
標準範囲 VLAN 設定時の注意事項, （2554 ページ）
VLAN の削除（CLI）, （2561 ページ）
VLAN へのスタティック アクセス ポートの割り当て（CLI）, （2563 ページ）
VLAN ポート メンバーシップ モード, （2552 ページ）
拡張範囲 VLAN の作成（CLI）, （2566 ページ）
拡張範囲 VLAN 設定時の注意事項, （2556 ページ）

次の作業
VLAN を設定したら、次の項目を設定できます。
• VLAN グループ
• VLAN トランキング プロトコル（VTP）
• VLAN トランク
• プライベート VLAN
• 音声 VLAN

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

この章で使用するコマンドの完全な構文および VLAN Command Reference (Catalyst 3850 Switches)
使用方法の詳細。
『Layer 2/3 Command Reference (Catalyst 3850
Switches)』
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その他の参考資料

関連項目

マニュアル タイトル

VLAN アクセス マップ

Security Configuration Guide (Catalyst 3850
Switches)
Security Command Reference (Catalyst 3850
Switches)

VLAN およびモビリティ エージェント

『Mobility Configuration Guide, Cisco IOS XE
Release 3SE (Catalyst 3850 Switches)』

Cisco Flexible NetFlow

『Cisco Flexible NetFlow Configuration Guide, Cisco
IOS XE Release 3SE (Catalyst 3850 Switches)』
『Flexible Netflow Configuration Guide, Cisco IOS
XE Release 3SE (Catalyst 3850 Switches)』

IGMP スヌーピング

IP Multicast Routing Command Reference (Catalyst
3850 Switches)
IP Multicast Routing Configuration Guide (Catalyst
3850 Switches)

IPv6

IPv6 Configuration Guide (Catalyst 3850 Switches)
IPv6 Command Reference (Catalyst 3850 Switches)

SPAN

Network Management Command Reference (Catalyst
3850 Switches)
Network Management Configuration Guide (Catalyst
3850 Switches)

プラットフォームに依存しない設定情報

『Identity Based Networking Services Configuration
Guide, Cisco IOS XE Release 3SE (Catalyst 3850
Switches)』

エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi
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その他の参考資料

標準および RFC
標準/RFC

Title

RFC 1573

Evolution of the Interfaces Group of MIB-II

RFC 1757

Remote Network Monitoring Management

RFC 2021

SNMPv2 Management Information Base for the
Transmission Control Protocol using SMIv2

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

シスコのテクニカル サポート
Link

説明

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。
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VLAN の機能履歴と情報
リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました

Cisco IOS XE 3.3SE

VLAN（GUI）サポート。
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VLAN グループの設定
• 機能情報の確認, 2579 ページ
• VLAN グループの前提条件, 2579 ページ
• VLAN グループの制約事項, 2580 ページ
• VLAN グループについて, 2580 ページ
• VLAN グループの設定方法, 2581 ページ
• 次の作業, 2585 ページ
• その他の参考資料, 2585 ページ
• VLAN グループの機能履歴と情報, 2587 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

VLAN グループの前提条件
• VLAN グループに VLAN を追加できるようにするため、VLAN がスイッチに存在している必
要があります。
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• VLAN グループが適切に機能するためには、DHCP スヌーピングを全体的にイネーブルにす
る他に、DHCP スヌーピングがすべての VLAN でイネーブルになっていることを確認する必
要があります。

VLAN グループの制約事項
1 つの VLAN グループにマッピングされる VLAN の数は、Cisco IOS Software Release による制限
を受けません。ただし、VLAN グループの VLAN の数が推奨値である 32 を超えた場合、予期さ
れないモビリティの動作が発生し、VLAN グループ内の一部の VLAN で L2 マルチキャストが中
断します。したがって、VLAN グループ内で適切な数の VLAN を設定する責任は管理者にありま
す。すでに 32 個の VLAN が含まれている WLAN にマップされている VLAN グループに VLAN
を追加すると、警告が生成されます。ただし、32 を超える VLAN が含まれている WLAN に新し
い VLAN グループがマッピングされると、エラーが生成されます。
VLAN グループが予期通り動作するためには、グループでマッピングされた VLAN がスイッチに
存在している必要があります。スタティック IP クライアント動作はサポートされません。

VLAN グループについて
クライアントがワイヤレス ネットワーク（WLAN）に接続するたびに、WLAN に関連付けられて
いる VLAN にクライアントが配置されます。講堂、競技場、会議場などといった大規模な会場で
は、大量のワイヤレス クラインアントが使用されており、単一の WLAN だけで多数のクライア
ントに対応することは困難な場合があります。
VLAN グループ機能は、複数の VLAN に対応可能な単一 WLAN を使用します。クライアントは、
設定されている VLAN の 1 つに割り当てることができます。この機能は、VLAN グループを使用
して WLAN を 1 つまたは複数の VLAN にマップします。ワイヤレス クライアントが WLAN に関
連付けられると、ワイヤレス クライアントの MAC アドレスに基づいてアルゴリズムにより VLAN
が生成されます。VLAN がクライアントに割り当てられ、クライアントが割り当てられた VLAN
から IP アドレスを取得します。またこの機能は、現行の AP グループ アーキテクチャおよび AAA
オーバーライド アーキテクチャを拡張します。これらのアーキテクチャでは AP グループと AAA
オーバーライドが、WLAN がマップされている 1 つの VLAN または VLAN グループをオーバー
ライドできます。
クライアントが DHCP を使用して IP アドレスを受信できない場合、VLAN が 30 分間にわたり
「ダーティ」としてマークされます。30 分経過しても、VLAN グループの VLAN から「ダーティ」
フラグがクリアされないことがあります。これは、グローバル タイマーが期限切れになるまでに
5 分の遅延があるために、各インターフェイスのタイムスタンプを調べて 30 分よりも大きいかど
うかを確認する必要があるため、予期される動作です。
関連トピック
VLAN グループの作成（CLI）, （2581 ページ）
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VLAN グループの設定方法
VLAN グループの作成（CLI）
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コマンド モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

vlan group WORD vlan-list
vlan-ID
例：
Device(config)#vlan group
vlangrp1 vlan-list 91-95

ステップ 3

end
例：
Device(config)#end

所定のグループ名（vlangrp1）で VLAN グループを
作成し、コマンドに一覧表示されているすべての
VLAN を追加します。VLAN リストの範囲は 1 ～
4096 で、1 つのグループの VLAN の数として推奨
される数は 32 です。
グローバル コンフィギュレーション モードを終了
し、特権 EXEC モードに戻ります。また、CTRL-Z
を押して、グローバルコンフィギュレーションモー
ドを終了します。

関連トピック
VLAN グループについて, （2580 ページ）

VLAN グループの削除（CLI）
手順
ステップ 1

configure terminal
例：
Device# configure terminal

グローバル コマンド モードを開始します。
ステップ 2

vlan group WORD vlan-list vlan-ID
例：
Device(config)#vlan group vlangrp1 vlan-list 91-95
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所定のグループ名（vlangrp1）で VLAN グループを作成し、コマンドに一覧表示されているすべ
ての VLAN を追加します。VLAN リストの範囲は 1 ～ 4096 で、1 つのグループの VLAN の数と
して推奨される数は 32 です。
ステップ 3

no vlan group WORD vlan-list vlan-ID
例：
Device(config)#no vlan group vlangrp1 vlan-list 91-95

所定のグループ名（vlangrp1）の VLAN グループが削除されます。
ステップ 4

end
例：
Device(config)#end

グローバル コンフィギュレーション モードを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。また、
CTRL-Z を押して、グローバル コンフィギュレーション モードを終了します。

VLAN グループの作成（GUI）
スイッチ Web UI を使用して VLAN グループを作成するには、次の操作を実行する必要がありま
す。

手順
ステップ 1

[Configuration] > [Controller] > [System] > [VLAN] > [VLAN Group] を選択します。
[VLAN Group] ページが表示されます。[VLAN グループ] ウィンドウに表示されているすべてのパ
ラメータの値を入力します。
パラメータ

説明

VLAN Group Name VLAN のグループ名。
VLAN List

ステップ 2

メッシュ アクセス ポイントの（MAP）アクセス ポートを設定するための
VLAN リスト。

[Apply] をクリックします。
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WLAN への VLAN グループの追加（CLI）
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コマンド モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

wlan WORD number
例：

WLAN が ID を使用して VLAN グループをマッ
ピングできるようにします。WLAN ID 値の範囲
は 1 ～ 512 です。

Device(config)#wlan wlanname
512

ステップ 3

client vlan WORD
例：

VLAN ID、VLAN グループ、または VLAN 名を
入力して、VLAN グループを WLAN にマッピン
グします。

Device(config-wlan)#client
vlan vlangrp1

ステップ 4

end
例：
Device(config-wlan)#end

グローバル コンフィギュレーション モードを終
了し、特権 EXEC モードに戻ります。また、
CTRL-Zを押して、グローバルコンフィギュレー
ション モードを終了します。

WLAN への VLAN グループの追加（GUI）
スイッチ Web UI を使用して VLAN グループを WLAN に追加するには、この手順で説明するス
テップに従う必要があります。

手順
ステップ 1

VLAN グループを WLAN に追加するには、[Configuration] > [Wireless] > [WLANs] > [WLAN Profile]
> [General] の順に選択します。
WLAN グループの一般パラメータのページが表示されます。

ステップ 2

選択した WLAN プロファイルを VLAN グループに関連付けるため、[Interface/Interface Group] ド
ロップダウン リストから VLAN グループ値を選択します。

ステップ 3

[Apply] をクリックします。
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VLAN グループの削除（GUI）
スイッチ Web UI を使用して VLAN グループを削除するには、次の操作を実行する必要がありま
す。

手順
ステップ 1

[Configuration] > [Controller] > [System] > [VLAN] > [VLAN Group] を選択します。
[VLAN Group] ページが出力され、スイッチに関連付けられている VLAN グループの次の詳細が
表示されます。
パラメータ

説明

VLAN Group Name VLAN のグループ名。
VLAN List

メッシュ アクセス ポイントの（MAP）アクセス ポートを設定するための
VLAN リスト。

ステップ 2

VLAN グループ リストに表示される VLAN グループ名から削除する VLAN グループのチェック
ボックスにチェックを付けます。
選択された VLAN グループの削除を確認する確認メッセージが表示されます。

ステップ 3

[OK] をクリックします。

VLAN グループの VLAN の表示（CLI）
コマンド

説明

show vlan group

VLAN グループの名前と使用可能な VLAN のリ
ストを表示します。

show vlan group group-name <group_name>

指定された VLAN グループの詳細を表示しま
す。

show wireless vlan group <group_name>

指定されたワイヤレス VLAN グループの詳細を
表示します。

VLAN グループの表示（GUI）
スイッチ Web UI を使用して VLAN グループを表示するには、次の操作を実行する必要がありま
す。
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手順
ステップ 1

[Configuration] > [Controller] > [System] > [VLAN] > [VLAN Group] を選択します。
[VLAN Group] ページが出力され、スイッチに関連付けられている VLAN グループの次の詳細が
表示されます。
パラメータ

説明

VLAN Group Name VLAN のグループ名。
VLAN List

ステップ 2

メッシュ アクセス ポイントの（MAP）アクセス ポートを設定するための
VLAN リスト。

[Apply] をクリックします。

次の作業
VLAN グループを設定したら、次の項目を設定できます。
• VLANs
• VLAN トランキング プロトコル（VTP）
• VLAN トランク
• 音声 VLAN

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

この章で使用するコマンドの完全な構文および VLAN Command Reference (Catalyst 3850 Switches)
使用方法の詳細。
『Layer 2/3 Command Reference (Catalyst 3850
Switches)』
VLAN アクセス マップ

Security Configuration Guide (Catalyst 3850
Switches)
Security Command Reference (Catalyst 3850
Switches)
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その他の参考資料

関連項目

マニュアル タイトル

VLAN およびモビリティ エージェント

『Mobility Configuration Guide, Cisco IOS XE
Release 3SE (Catalyst 3850 Switches)』

Cisco Flexible NetFlow

『Cisco Flexible NetFlow Configuration Guide, Cisco
IOS XE Release 3SE (Catalyst 3850 Switches)』
『Flexible Netflow Configuration Guide, Cisco IOS
XE Release 3SE (Catalyst 3850 Switches)』

IGMP スヌーピング

IP Multicast Routing Command Reference (Catalyst
3850 Switches)
IP Multicast Routing Configuration Guide (Catalyst
3850 Switches)

IPv6

IPv6 Configuration Guide (Catalyst 3850 Switches)
IPv6 Command Reference (Catalyst 3850 Switches)

SPAN

Network Management Command Reference (Catalyst
3850 Switches)
Network Management Configuration Guide (Catalyst
3850 Switches)

プラットフォームに依存しない設定情報

『Identity Based Networking Services Configuration
Guide, Cisco IOS XE Release 3SE (Catalyst 3850
Switches)』

エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi

標準および RFC
標準/RFC

Title

RFC 1573

Evolution of the Interfaces Group of MIB-II

RFC 1757

Remote Network Monitoring Management
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標準/RFC

Title

RFC 2021

SNMPv2 Management Information Base for the
Transmission Control Protocol using SMIv2

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

シスコのテクニカル サポート
Link

説明

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

VLAN グループの機能履歴と情報
リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2E

この機能が導入されました

Cisco IOS XE 3.3SE

VLAN（GUI）サポート。
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

VLAN トランクの前提条件
IEEE 802.1Q トランクは、ネットワークのトランキング方式について次の制約があります。
• IEEE 802.1Q トランクを使用して接続している Cisco スイッチのネットワークでは、スイッチ
はトランク上で許容される VLAN ごとに 1 つのスパニングツリー インスタンスを維持しま
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す。他社製のデバイスは、すべての VLAN でスパニングツリー インスタンスを 1 つサポー
トする場合があります。
IEEE 802.1Q トランクを使用して Cisco スイッチを他社製のデバイスに接続する場合、Cisco
スイッチは、トランクの VLAN のスパニングツリー インスタンスを、他社製の IEEE 802.1Q
スイッチのスパニングツリー インスタンスと結合します。ただし、各 VLAN のスパニング
ツリー情報は、他社製の IEEE 802.1Q スイッチからなるクラウドにより分離された Cisco ス
イッチによって維持されます。Cisco スイッチと分離された他社製の IEEE 802.1Q クラウド
は、スイッチ間の単一トランク リンクとして扱われます。
• IEEE 802.1Qトランクに対応するネイティブVLANが、トランク リンクの両側で一致していな
ければなりません。トランクの片側のネイティブ VLAN と反対側のネイティブ VLAN が異
なっていると、スパニングツリー ループが発生する可能性があります。
• ネットワーク上のすべてのネイティブ VLAN についてスパニングツリーをディセーブルにせ
ずに、IEEE 802.1Q トランクのネイティブ VLAN 上のスパニングツリーをディセーブルにす
ると、スパニングツリー ループが発生することがあります。IEEE 802.1Q トランクのネイティ
ブ VLAN 上でスパニングツリーをイネーブルのままにしておくか、またはネットワーク上の
すべての VLAN でスパニングツリーをディセーブルにすることを推奨します。また、ネット
ワークにループがないことを確認してから、スパニングツリーをディセーブルにしてくださ
い。

VLAN トランクの制約事項
次に、VLAN トランクに関する制約事項を示します。
• トランク ポートをセキュア ポートにすることはできません。
• トランク ポートは、トンネル ポートにできません。
• トランク ポートをまとめて EtherChannel ポート グループにすることはできますが、グルー
プ内のすべてのトランクに同じ設定をする必要があります。グループを初めて作成したとき
には、そのグループに最初に追加されたポートのパラメータ設定値をすべてのポートが引き
継ぎます。次に示すパラメータのいずれかの設定を変更すると、スイッチは、入力された設
定をグループ内のすべてのポートに伝播します。
◦ 許可 VLAN リスト。
◦ 各 VLAN の STP ポート プライオリティ。
◦ STP PortFast の設定値。
◦ トランク ステータス：
ポート グループ内の 1 つのポートがトランクでなくなると、すべてのポートがトランク
でなくなります。
• Per VLAN Spanning Tree（PVST）モードでは最大 24 までのトランク ポート、マルチ スパニ
ング ツリー（MST）モードでは最大 40 までのトランク ポートを設定することを推奨しま
す。
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• トランク ポートで IEEE 802.1x をイネーブルにしようとすると、エラー メッセージが表示さ
れ、IEEE 802.1x はイネーブルになりません。IEEE 802.1x 対応ポートのモードをトランクに
変更しようとしても、ポート モードは変更されません。
• ダイナミック モードのポートは、ネイバーとトランク ポートへの変更をネゴシエートする
場合があります。ダイナミック ポートで IEEE 802.1x をイネーブルにしようとすると、エラー
メッセージが表示され、IEEE 802.1x はイネーブルになりません。IEEE 802.1x 対応ポートを
ダイナミックに変更しようとしても、ポート モードは変更されません。
• ダイナミック トランキング プロトコル（DTP）はトンネル ポートではサポートされていま
せん。
• スイッチはレイヤ 3 トランクをサポートしません。したがって、サブインターフェイスを設
定する、またはレイヤ 3 インターフェイスで encapsulation キーワードを使用することはでき
ません。ただし、スイッチは、同等の機能を備えたレイヤ 2 トランクおよびレイヤ 3 VLAN
インターフェイスをサポートします。
• スイッチ スタックに Catalyst 3850 スイッチと Catalyst 3650 スイッチを組み合わせて含めるこ
とはできません。

VLAN トランクについて
トランキングの概要
トランクとは、1 つまたは複数のイーサネット スイッチ インターフェイスと他のネットワーキン
グ デバイス（ルータ、スイッチなど）の間のポイントツーポイント リンクです。イーサネット
トランクは 1 つのリンクを介して複数の VLAN トラフィックを伝送するので、VLAN をネット
ワーク全体に拡張できます。
すべてのイーサネット インターフェイス上で、次のトランキング カプセル化方式を使用できま
す。
• IEEE 802.1Q：業界標準のトランキング カプセル化方式です。

トランキング モード
イーサネット トランク インターフェイスは、さまざまなトランキング モードをサポートします。
インターフェイスをトランキングまたは非トランキングとして設定したり、ネイバー インター
フェイスとトランキングのネゴシエーションを行ったりするように設定できます。トランキング
を自動ネゴシエーションするには、インターフェイスが同じ VTP ドメインに存在する必要があり
ます。
トランク ネゴシエーションは、ポイントツーポイント プロトコル（PPP）であるダイナミック ト
ランキング プロトコル（DTP）によって管理されます。ただし、一部のインターネットワーキン
グ デバイスによって DTP フレームが不正に転送されて、矛盾した設定となる場合があります。
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関連トピック
トランク ポートの設定（CLI）, （2596 ページ）
レイヤ 2 インターフェイス モード, （2592 ページ）

レイヤ 2 インターフェイス モード
表 202：レイヤ 2 インターフェイス モード

モード

機能

switchport mode access

インターフェイス（アクセス ポート）を永続的
な非トランキング モードにして、リンクの非ト
ランク リンクへの変換をネゴシエートします。
インターフェイスは、ネイバー インターフェイ
スがトランク インターフェイスかどうかに関係
なく、非トランク インターフェイスになりま
す。

switchport mode dynamic auto

インターフェイスがリンクをトランク リンクに
変換できるようにします。インターフェイス
は、ネイバー インターフェイスが trunk または
desirable モードに設定されている場合、トラン
ク インターフェイスになります。すべてのイー
サネット インターフェイスのデフォルトのス
イッチポート モードは、dynamic auto です。

switchport mode dynamic desirable

インターフェイスがリンクのトランク リンクへ
の変換をアクティブに実行するようにします。
インターフェイスは、ネイバー インターフェイ
スが trunk、desirable、または auto モードに設
定されている場合、トランク インターフェイス
になります。

switchport mode trunk

インターフェイスを永続的なトランキング モー
ドにして、ネイバー リンクのトランク リンク
への変換をネゴシエートします。インターフェ
イスは、ネイバー インターフェイスがトランク
インターフェイスでない場合でも、トランク イ
ンターフェイスになります。
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モード

機能

switchport nonegotiate

インターフェイスが DTP フレームを生成しな
いようにします。このコマンドは、インター
フェイス スイッチポート モードが access また
は trunk の場合だけ使用できます。トランク リ
ンクを確立するには、手動でネイバー インター
フェイスをトランク インターフェイスとして設
定する必要があります。

switchport mode dot1q-tunnel

インターフェイスをトンネル（非トランキン
グ）ポートとして設定し、IEEE 802.1Q トラン
ク ポートと非対称リンクで接続されるようにし
ます。IEEE 802.1Q トンネリングは、サービス
プロバイダー ネットワーク全体でカスタマー
VLAN の整合性を維持するのに使用されます。

switchport mode private-vlan

プライベート VLAN モードを設定します。
（注）

switchport mode private-vlan コマンド
のオプションはサポートされていま
せん。

関連トピック
トランク ポートの設定（CLI）, （2596 ページ）
トランキング モード, （2591 ページ）

トランクでの許可 VLAN
デフォルトでは、トランク ポートはすべての VLAN に対してトラフィックを送受信します。各ト
ランクですべての VLAN ID（1 ～ 4094）が許可されます。ただし、許可リストから VLAN を削除
することにより、それらの VLAN からのトラフィックがトランク上を流れないようにすることが
できます。
スパニングツリー ループまたはストームのリスクを減らすには、許可リストから VLAN 1 を削除
して個々の VLAN トランク ポートの VLAN 1 をディセーブルにできます。トランク ポートから
VLAN 1 を削除した場合、インターフェイスは引き続き VLAN 1 内で Cisco Discovery Protocol
（CDP）、ポート集約プロトコル（PAgP）、Link Aggregation Control Protocol（LACP）、DTP、
および VTP などの管理トラフィックを送受信します。
VLAN 1 をディセーブルにしたトランク ポートが非トランク ポートになると、そのポートはアク
セス VLAN に追加されます。アクセス VLAN が 1 に設定されると、switchport trunk allowed の設
定には関係なく、ポートは VLAN 1 に追加されます。ポート上でディセーブルになっている任意
の VLAN について同様のことが当てはまります。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
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トランク ポートは、VLAN がイネーブルになっており、VTP が VLAN を認識し、なおかつポート
の許可リストにその VLAN が登録されている場合に、VLAN のメンバになることができます。
VTP が新しくイネーブルにされた VLAN を認識し、その VLAN がトランク ポートの許可リスト
に登録されている場合、トランク ポートは自動的にその VLAN のメンバになります。VTP が新し
い VLAN を認識し、その VLAN がトランク ポートの許可リストに登録されていない場合には、
トランク ポートはその VLAN のメンバにはなりません。
関連トピック
トランクでの許可 VLAN の定義（CLI）, （2598 ページ）

トランク ポートでの負荷分散
負荷分散により、スイッチに接続しているパラレル トランクの提供する帯域幅が分割されます。
STP は通常、ループを防止するために、スイッチ間で 1 つのパラレル リンク以外のすべてのリン
クをブロックします。負荷分散を行うと、トラフィックの所属する VLAN に基づいて、リンク間
でトラフィックが分散されます。
トランク ポートで負荷分散を設定するには、STP ポート プライオリティまたは STP パス コスト
を使用します。STP ポート プライオリティを使用して負荷分散を設定する場合には、両方の負荷
分散リンクを同じスイッチに接続する必要があります。STP パス コストを使用して負荷分散を設
定する場合には、それぞれの負荷分散リンクを同一のスイッチに接続することも、2 台の異なる
スイッチに接続することもできます。

STP プライオリティによるネットワーク負荷分散
同一のスイッチ上の 2 つのポートがループを形成すると、スイッチは STP ポート プライオリティ
を使用して、どのポートをイネーブルとし、どのポートをブロッキング ステートとするかを判断
します。パラレルトランクポートにプライオリティを設定することにより、そのポートに、特定
の VLAN のすべてのトラフィックを伝送させることができます。VLAN に対するプライオリティ
の高い（値の小さい）トランク ポートがその VLAN のトラフィックを転送します。同じ VLAN
に対してプライオリティの低い（値の大きい）トランク ポートは、その VLAN に対してブロッキ
ング ステートのままです。1 つのトランク ポートが特定の VLAN に関するすべてのトラフィック
を送受信することになります。
関連トピック
STP ポート プライオリティによる負荷分散の設定（CLI）, （2603 ページ）

STP パス コストによるネットワーク負荷分散
トランクにそれぞれ異なるパス コストを設定し、各パス コストをそれぞれ異なる VLAN 群に対
応付け、各 VLAN でポートをブロックすることによって、VLAN トラフィックを分散するパラレ
ル トランクを設定できます。VLAN はトラフィックを分離し、リンクが失われた場合に備えて冗
長性を維持します。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
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関連トピック
STP パス コストによる負荷分散の設定（CLI）, （2607 ページ）

機能の相互作用
トランキングは他の機能と次のように相互作用します。
• トランク ポートをセキュア ポートにすることはできません。
• トランク ポートは、トンネル ポートにできません。
• トランク ポートをまとめて EtherChannel ポート グループにすることはできますが、グルー
プ内のすべてのトランクに同じ設定をする必要があります。グループを初めて作成したとき
には、そのグループに最初に追加されたポートのパラメータ設定値をすべてのポートが引き
継ぎます。次に示すパラメータのいずれかの設定を変更すると、スイッチは、入力された設
定をグループ内のすべてのポートに伝播します。
◦ 許可 VLAN リスト。
◦ 各 VLAN の STP ポート プライオリティ。
◦ STP PortFast の設定値。
◦ トランク ステータス：
ポート グループ内の 1 つのポートがトランクでなくなると、すべてのポートがトランク
でなくなります。
• Per VLAN Spanning Tree（PVST）モードでは最大 24 までのトランク ポート、マルチ スパニ
ング ツリー（MST）モードでは最大 40 までのトランク ポートを設定することを推奨しま
す。
• トランク ポートで IEEE 802.1x をイネーブルにしようとすると、エラー メッセージが表示さ
れ、IEEE 802.1x はイネーブルになりません。IEEE 802.1x 対応ポートのモードをトランクに
変更しようとしても、ポート モードは変更されません。
• ダイナミック モードのポートは、ネイバーとトランク ポートへの変更をネゴシエートする
場合があります。ダイナミック ポートで IEEE 802.1x をイネーブルにしようとすると、エラー
メッセージが表示され、IEEE 802.1x はイネーブルになりません。IEEE 802.1x 対応ポートを
ダイナミックに変更しようとしても、ポート モードは変更されません。

VLAN トランクの設定方法
トランクの誤設定を避けるために、DTP をサポートしないデバイスに接続されたインターフェイ
スが DTP フレームを転送しないように（つまり DTP をオフにするように）設定してください。
• これらのリンク上でトランキングを行わない場合は、switchport mode access インターフェイ
ス コンフィギュレーション コマンドを使用して、トランキングをディセーブルにします。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
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• DTP をサポートしていないデバイスへのトランキングをイネーブルにするには、switchport
mode trunk および switchport nonegotiate インターフェイス コンフィギュレーション コマン
ドを使用して、インターフェイスがトランクになっても DTP フレームを生成しないように設
定します。

トランク ポートとしてのイーサネット インターフェイスの設定
トランク ポートの設定（CLI）
トランク ポートは VTP アドバタイズを送受信するので、VTP を使用する場合は、スイッチ上で
少なくとも 1 つのトランク ポートが設定されており、そのトランク ポートが別のスイッチのトラ
ンク ポートに接続されていることを確認する必要があります。そうでない場合、スイッチは VTP
アドバタイズを受信できません。

はじめる前に
デフォルトでは、インターフェイスはレイヤ 2 モードです。レイヤ 2 インターフェイスのデフォ
ルト モードは、switchport mode dynamic auto です。隣接インターフェイスがトランキングをサ
ポートし、トランキングを許可するように設定されている場合、リンクはレイヤ 2 トランクです。
また、インターフェイスがレイヤ 3 モードの場合は、switchport インターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを入力するとレイヤ 2 トランクになります。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id
例：

トランクに設定するポートを指定し、インターフェ
イス コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

Device(config)# interface
gigabitethernet1/0/2

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
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コマンドまたはアクション
ステップ 4

目的

switchport mode {dynamic {auto インターフェイスをレイヤ 2 トランクとして設定
| desirable} | trunk}
します（インターフェイスがレイヤ 2 アクセス
ポートまたはトンネルポートであり、トランキン
例：
グ モードを設定する場合に限り必要となりま
Device(config-if)# switchport す）。
mode dynamic desirable

• dynamic auto：ネイバー インターフェイスが
trunk または desirable モードに設定されてい
る場合に、インターフェイスをトランク リン
クとして設定します。これはデフォルトで
す。
• dynamic desirable：ネイバー インターフェイ
スが trunk、desirable、または auto モードに設
定されている場合に、インターフェイスをト
ランク リンクとして設定します。
• trunk：ネイバー インターフェイスがトラン
ク インターフェイスでない場合でも、イン
ターフェイスを永続的なトランキング モード
に設定して、リンクをトランク リンクに変換
するようにネゴシエートします。

ステップ 5

switchport access vlan vlan-id
例：

（任意）インターフェイスがトランキングを停止
した場合に使用するデフォルト VLAN を指定しま
す。

Device(config-if)# switchport
access vlan 200

ステップ 6

switchport trunk native vlan
vlan-id

IEEE 802.1Q トランク用のネイティブ VLAN を指
定します。

例：
Device(config-if)# switchport
trunk native vlan 200

ステップ 7

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

show interfaces
interface-idswitchport

インターフェイスのスイッチポート設定を表示し
ます。[Administrative Mode] および [Administrative
Trunking Encapsulation] フィールドに表示されま
す。

例：
Device# show interfaces
gigabitethernet1/0/2
switchport

ステップ 9

show interfaces interface-idtrunk インターフェイスのトランクの設定を表示します。
例：
Device# show interfaces
gigabitethernet1/0/2 trunk

ステップ 10

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定
を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

関連トピック
トランキング モード, （2591 ページ）
レイヤ 2 インターフェイス モード, （2592 ページ）

トランクでの許可 VLAN の定義（CLI）
VLAN 1 は、すべての Cisco スイッチのすべてのトランク ポートのデフォルト VLAN です。以前
は、すべてのトランク リンクで VLAN 1 を必ずイネーブルにする必要がありました。VLAN 1 の
最小化機能を使用して、個々の VLAN トランク リンクで VLAN 1 をディセーブルに設定できま
す。これにより、ユーザ トラフィック（スパニングツリー アドバタイズなど）は VLAN 1 で送受
信されなくなります。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パ
スワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id

設定するポートを指定し、インターフェイス
コンフィギュレーションモードを開始します。

例：
Device(config)# interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 4

switchport mode trunk

インターフェイスを VLAN トランク ポートと
して設定します。

例：
Device(config-if)# switchport
mode trunk

ステップ 5

switchport trunk allowed vlan {
word | add | all | except | none |
remove} vlan-list
例：
Device(config-if)# switchport
trunk allowed vlan remove 2

（任意）トランク上で許容される VLAN のリ
ストを設定します。
vlan-list パラメータは、1 ～ 4094 の単一の
VLAN 番号、または 2 つの VLAN 番号（小さ
い方が先、ハイフンで区切る）で指定された
VLAN 範囲です。カンマで区切った VLAN パ
ラメータの間、またはハイフンで指定した範
囲の間には、スペースを入れないでください。
デフォルトでは、すべての VLAN が許可され
ます。

ステップ 6

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

show interfaces
interface-idswitchport

表示された [Trunking VLANs Enabled] フィール
ドの設定を確認します。

例：
Device# show interfaces
gigabitethernet1/0/1 switchport

ステップ 8

copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに
設定を保存します。
例：
Device# copy running-config
startup-config

関連トピック
トランクでの許可 VLAN, （2593 ページ）

プルーニング適格リストの変更（CLI）
プルーニング適格リストは、トランクポートだけに適用されます。トランクポートごとに独自の
適格リストがあります。この手順を有効にするには、VTP プルーニングがイネーブルに設定され
ている必要があります。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id
例：

VLAN プルーニングを適用するトランク ポートを
選択し、インターフェイス コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

Device(config)# interface
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コマンドまたはアクション

目的

gigabitethernet2/0/1

ステップ 4

switchport trunk pruning vlan トランクからのプルーニングを許可する VLAN の
{add | except | none | remove} リストを設定します。
vlan-list [,vlan [,vlan [,,,]]
add、except、none、および remove キーワードの
使用方法については、このリリースに対応するコマ
ンド リファレンスを参照してください。
連続していない VLAN ID は、カンマ（スペースな
し）で区切ります。ID の範囲はハイフンで指定し
ます。有効な ID 範囲は 2 ～ 1001 です。拡張範囲
VLAN（VLAN ID 1006 ～ 4094）はプルーニングで
きません。
プルーニング不適格の VLAN は、フラッディング
トラフィックを受信します。
デフォルトでは、プルーニングが許可される VLAN
のリストには、VLAN 2 ～ 1001 が含まれます。

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 6

show interfaces
interface-idswitchport

表示された [Pruning VLANs Enabled] フィールドの
設定を確認します。

例：
Device# show interfaces
gigabitethernet2/0/1
switchport

ステップ 7

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定
を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config
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タグなしトラフィック用ネイティブ VLAN の設定（CLI）
IEEE 802.1Q タギングが設定されたトランク ポートは、タグ付きトラフィックおよびタグなしト
ラフィックの両方を受信できます。デフォルトでは、スイッチ はタグなしトラフィックを、ポー
トに設定されたネイティブ VLAN に転送します。ネイティブ VLAN は、デフォルトでは VLAN 1
です。
ネイティブ VLAN には任意の VLAN ID を割り当てることができます。
パケットの VLAN ID が出力ポートのネイティブ VLAN ID と同じであれば、そのパケットはタグ
なしで送信されます。ネイティブ VLAN ID と異なる場合は、スイッチはそのパケットをタグ付き
で送信します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
パスワードを入力します（要求された場
合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id
例：
Device(config)# interface
gigabitethernet1/0/2

ステップ 4

IEEE 802.1Q トランクとして設定するイン
ターフェイスを定義して、インターフェイ
ス コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

switchport trunk native vlan vlan-id トランク ポート上でタグなしトラフィック
を送受信する VLAN を設定します。
例：

vlan-id に指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。

Device(config-if)# switchport
trunk native vlan 12

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end
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コマンドまたはアクション
ステップ 6

目的

show interfaces interface-idswitchport [Trunking Native Mode VLAN] フィールドの
設定を確認します。
例：
Device# show interfaces
gigabitethernet1/0/2 switchport

ステップ 7

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイル
に設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

トランク ポートの負荷分散の設定
STP ポート プライオリティによる負荷分散の設定（CLI）
スイッチがスイッチ スタックのメンバの場合、spanning-tree [vlan vlan-id] port-priority priority イ
ンターフェイス コンフィギュレーション コマンドの代わりに、spanning-tree [vlan vlan-id] cost cost
インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して、フォワーディング ステートに
するインターフェイスを選択する必要があります。最初に選択させるインターフェイスには、低
いコスト値を割り当て、最後に選択させるインターフェイスには高いコスト値を割り当てます。
次の手順では、STP ポート プライオリティを使用した負荷分散を指定してネットワークを設定す
る方法について説明します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
パスワードを入力します（要求された場
合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configure terminal

スイッチ A で、グローバル コンフィギュ
レーション モードを開始します。

例：
Device# configure terminal
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

vtp domain domain-name

VTP 管理ドメインを設定します。

例：

1 ～ 32 文字のドメイン名を使用できます。

Device(config)# vtp domain
workdomain

ステップ 4

vtp mode server

スイッチ A を VTP サーバとして設定しま
す。

例：
Device(config)# vtp mode server

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 6

show vtp status
例：
Device# show vtp status

ステップ 7

show vlan

スイッチ A およびスイッチ B の両方で、
VTP 設定を確認します。
表示された VTP Operating Mode および VTP
Domain Name フィールドをチェックしま
す。
スイッチ A のデータベースに VLAN が存在
していることを確認します。

例：
Device# show vlan

ステップ 8

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 9

interface interface-id
例：

トランクとして設定するインターフェイス
を定義し、インターフェイス コンフィギュ
レーション モードを開始します。

Device(config)# interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 10

switchport mode trunk

ポートをトランク ポートとして設定しま
す。

例：
Device(config-if)# switchport
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コマンドまたはアクション

目的

mode trunk

ステップ 11

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

ステップ 12

show interfaces interface-idswitchport VLAN の設定を確認します。
例：
Device# show interfaces
gigabitethernet1/0/1 switchport

ステップ 13

スイッチ A で、スイッチ またはス
イッチ スタック の 2 番目のポート
に対して前述の手順を繰り返しま
す。

ステップ 14

スイッチ B で前述の手順を繰り返
し、スイッチ A で設定したトラン
ク ポートに接続するトランク ポー
トを設定します。

ステップ 15

show vlan
例：
Device# show vlan

ステップ 16

configure terminal

トランク リンクがアクティブになると、
VTP がスイッチ B に VTP および VLAN 情
報を渡します。このコマンドは、スイッチ
B が VLAN 設定を学習したことを確認しま
す。
スイッチ A で、グローバル コンフィギュ
レーション モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 17

interface interface-id
例：
Device(config)# interface
gigabitethernet1/0/1

STP のポート プライオリティを設定するイ
ンターフェイスを定義し、インターフェイ
ス コンフィギュレーション モードを開始し
ます。
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コマンドまたはアクション
ステップ 18

目的

spanning-tree vlan
指定された VLAN 範囲にポート プライオリ
vlan-rangeport-priority priority-value ティを割り当てます。0 ～ 240 のポート プ
ライオリティ値を入力します。ポート プラ
例：
イオリティ値は 16 ずつ増分します。
Device(config-if)# spanning-tree
vlan 8-10 port-priority 16

ステップ 19

exit

グローバル コンフィギュレーション モード
に戻ります。

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 20

interface interface-id
例：
Device(config)# interface
gigabitethernet1/0/2

ステップ 21

STP のポート プライオリティを設定するイ
ンターフェイスを定義し、インターフェイ
ス コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

spanning-tree vlan
指定された VLAN 範囲にポート プライオリ
vlan-rangeport-priority priority-value ティを割り当てます。0 ～ 240 のポート プ
ライオリティ値を入力します。ポート プラ
例：
イオリティ値は 16 ずつ増分します。
Device(config-if)# spanning-tree
vlan 3-6 port-priority 16

ステップ 22

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

ステップ 23

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 24

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイル
に設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config
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関連トピック
STP プライオリティによるネットワーク負荷分散, （2594 ページ）

STP パス コストによる負荷分散の設定（CLI）
次の手順では、STP パス コストを使用した負荷分散を指定してネットワークを設定する方法につ
いて説明します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
パスワードを入力します（要求された場
合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configure terminal

スイッチ A で、グローバル コンフィギュ
レーション モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id
例：

トランクとして設定するインターフェイス
を定義し、インターフェイス コンフィギュ
レーション モードを開始します。

Device(config)# interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 4

switchport mode trunk

ポートをトランク ポートとして設定しま
す。

例：
Device(config-if)# switchport mode
trunk

ステップ 5

exit

グローバル コンフィギュレーション モー
ドに戻ります。

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 6

スイッチ A またはスイッチ A スタッ
ク内の別のインターフェイスでス
テップ 2 ～ 4 を繰り返します。
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 8

show running-config
例：

入力を確認します。画面で、インターフェ
イスがトランク ポートとして設定されてい
ることを確認してください。

Device# show running-config

ステップ 9

show vlan
例：
Device# show vlan

ステップ 10

configure terminal

トランク リンクがアクティブになると、ス
イッチ A がもう一方のスイッチから VTP
情報を受信します。このコマンドは、ス
イッチ A が VLAN コンフィギュレーショ
ンを学習したことを確認します。
グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 11

interface interface-id
例：

STP コストを設定するインターフェイスを
定義し、インターフェイス コンフィギュ
レーション モードを開始します。

Device(config)# interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 12

spanning-tree vlan vlan-rangecost
cost-value

VLAN 2 ～ 4 のスパニングツリー パス コス
トを 30 に設定します。

例：
Device(config-if)# spanning-tree
vlan 2-4 cost 30

ステップ 13

end

グローバル コンフィギュレーション モー
ドに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

ステップ 14

スイッチ A に設定したもう一方の
トランクインターフェイスでステッ
プ 9 ～ 13 を繰り返し、VLAN 8、
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コマンドまたはアクション

目的

9、および 10 のスパニングツリー
パス コストを 30 に設定します。
ステップ 15

exit

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# exit

ステップ 16

show running-config
例：

入力を確認します。両方のトランク イン
ターフェイスに対してパス コストが正しく
設定されていることを表示で確認します。

Device# show running-config

ステップ 17

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイル
に設定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

関連トピック
STP パス コストによるネットワーク負荷分散, （2594 ページ）

次の作業
VLAN トランクを設定したら、次の項目を設定できます。
• VLANs
• VLAN グループ
• 音声 VLAN
• プライベート VLAN
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その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

この章で使用するコマンドの完全な構文および VLAN Command Reference (Catalyst 3850 Switches)
使用方法の詳細。
『Layer 2/3 Command Reference (Catalyst 3850
Switches)』
Command Reference (Catalyst 9300 Series Switches)
Command Reference (Catalyst 9500 Series Switches)

エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi

標準および RFC
標準/RFC

Title

RFC 1573

Evolution of the Interfaces Group of MIB-II

RFC 1757

Remote Network Monitoring Management

RFC 2021

SNMPv2 Management Information Base for the
Transmission Control Protocol using SMIv2

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs
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チ）
2610

OL-30686-01-J

VLAN トランクの機能履歴と情報

シスコのテクニカル サポート
Link

説明

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

VLAN トランクの機能履歴と情報
リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

このコマンドが導入されまし
た。
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音声 VLAN の設定
• 機能情報の確認, 2613 ページ
• 音声 VLAN の前提条件, 2613 ページ
• 音声 VLAN の制約事項, 2614 ページ
• 音声 VLAN に関する情報, 2614 ページ
• 音声 VLAN の設定方法, 2617 ページ
• 音声 VLAN のモニタリング, 2621 ページ
• 次の作業, 2621 ページ
• その他の参考資料, 2622 ページ
• 音声 VLAN の機能履歴と情報, 2623 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

音声 VLAN の前提条件
音声 VLAN の前提条件は、次のとおりです。
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• 音声 VLAN 設定はスイッチのアクセス ポートだけでサポートされており、トランク ポート
ではサポートされていません。

（注）

トランク ポートは、標準 VLAN と同様に、任意の数の音声 VLAN を伝送でき
ます。トランク ポートでは、音声 VLAN の設定がサポートされません。

• 音声 VLAN を有効にする前に、 trust device cisco-phone インターフェイス設定コマンドを入
力し、スイッチ上の QoS をイネーブルにします。Auto QoS 機能を使用すると、これらは自
動的に設定されます。
• IP Phone にコンフィギュレーションを送信するために、Cisco IP Phone に接続するスイッチ
ポート上で CDP をイネーブルにする必要があります（デフォルト設定では、CDP がすべて
のスイッチ インターフェイスでグローバルにイネーブルになっています）。

音声 VLAN の制約事項
音声 VLAN には、スタティック セキュア MAC アドレスを設定できません。

音声 VLAN に関する情報
音声 VLAN
音声 VLAN 機能を使用すると、アクセス ポートで IP Phone からの IP 音声トラフィックを伝送で
きます。スイッチを Cisco 7960 IP Phone に接続すると、IP Phone はレイヤ 3 IP 値およびレイヤ 2
サービス クラス（CoS）値を使用して、音声トラフィックを送信します。どちらの値もデフォル
トでは 5 に設定されます。データ送信が均質性に欠ける場合、IP Phone の音質が低下することが
あります。そのため、このスイッチは IEEE 802.1p CoS に基づく Quality of Service（QoS）をサポー
トしています。QoS は、分類およびスケジューリングを使用して、スイッチからのネットワーク
トラフィックを予測可能な方法で送信します。
デフォルトでは、音声 VLAN 機能はディセーブルになっています。この機能がイネーブルの場
合、すべてのタグなしトラフィックはポートのデフォルトの CoS プライオリティに従って送信さ
れます。CoS 値は、IEEE 802.1Q および 802.1p タグ付きトラフィックでは信頼されません。
Cisco7960 IP Phone は設定可能なデバイスであり、IEEE 802.1p プライオリティに基づいてトラ
フィックを転送するように設定できます。Cisco IP Phone によって割り当てられたトラフィック プ
ライオリティを信頼したり、オーバーライドしたりするようにスイッチを設定できます。

Cisco IP Phone の音声トラフィック
Cisco IP Phone と接続するアクセス ポートを、1 つの VLAN は音声トラフィック用に、もう 1 つの
VLAN は Cisco IP Phone に接続しているデバイスからのデータ トラフィック用に使用するように
設定できます。Cisco Discovery Protocol（CDP）パケットを送信するよう、スイッチ上のアクセス
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ポートを設定できます。CDP パケットは、接続する IP Phone に対して、次のいずれかの方法で音
声トラフィックをスイッチに送信するよう指示します。
• レイヤ 2 CoS プライオリティ値のタグ付き音声 VLAN による送信
• レイヤ 2 CoS プライオリティ値のタグ付きアクセス VLAN による送信
• タグなし（レイヤ 2 CoS プライオリティ値なし）のアクセス VLAN による送信

（注）

いずれの設定でも、音声トラフィックはレイヤ 3 IP precedence 値（音声トラフィックはデフォ
ルトで 5、音声制御トラフィックは 3）を伝送します。
関連トピック
Cisco IP Phone の音声トラフィックの設定（CLI）, （2617 ページ）
音声 VLAN のモニタリング, （2621 ページ）

Cisco IP Phone のデータ トラフィック
スイッチは、Cisco IP Phone のアクセス ポートに接続されたデバイスから送られる、タグ付きデー
タ トラフィック（IEEE 802.1Q または IEEE 802.1p フレーム タイプのトラフィック）を処理する
こともできます。CDP パケットを送信するよう、スイッチ上のレイヤ 2 アクセス ポートを設定で
きます。CDP パケットは、接続する IP Phone に対して、次のいずれかのモードで IP Phone アクセ
ス ポートを設定するよう指示します。
• trusted（信頼性がある）モードでは、Cisco IP Phone のアクセス ポート経由で受信したすべて
のトラフィックがそのまま IP Phone を通過します。
• untrusted（信頼性がない）モードでは、Cisco IP Phone のアクセス ポート経由で受信した IEEE
802.1Q および IEEE 802.1p フレームのすべてのトラフィックに、設定されたレイヤ 2 CoS 値
を与えます。デフォルトのレイヤ 2 CoS 値は 0 です。信頼できないモードがデフォルト設定
です。

（注）

Cisco IP Phone に接続されたデバイスからのタグなしトラフィックは、IP Phone のアクセス ポー
トの信頼状態に関係なく、そのまま IP Phone を通過します。
関連トピック
着信データ フレームのプライオリティ設定（CLI）, （2619 ページ）
音声 VLAN のモニタリング, （2621 ページ）
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音声 VLAN 設定時の注意事項
• Cisco7960 IP Phone は、PC やその他のデバイスとの接続もサポートしているので、スイッチ
を Cisco IP Phone に接続するポートは、さまざまな種類のトラフィックを伝送できます。ポー
トを設定することによって、Cisco IP Phone による音声トラフィックおよびデータ トラフィッ
クの伝送方法を決定できます。
• IP Phone で音声 VLAN 通信が適切に行われるには、スイッチ上に音声 VLAN が存在し、アク
ティブになっている必要があります。VLAN が存在しているかどうかを確認するには、show
vlan 特権 EXEC コマンドを使用します（リストで表示されます）。VLAN がリストされてい
ない場合は、音声 VLAN を作成します。
• Power Over Ethernet（PoE）スイッチは、シスコ先行標準の受電デバイスまたは IEEE 802.3af
準拠の受電デバイスが AC 電源から電力を供給されてない場合に、それらの受電デバイスに
自動的に電力を供給できます。
• 音声 VLAN を設定すると、PortFast 機能が自動的にイネーブルになります。音声 VLAN を
ディセーブルにしても、PortFast 機能は自動的にディセーブルになりません。
• Cisco IP Phone とその IP Phone に接続されたデバイスが同じ VLAN 上にある場合、両方とも
同じ IP サブネットに属していなければなりません。次の条件が満たされている場合は、同じ
VLAN 上にあります。
◦ 両方とも IEEE 802.1p またはタグなしフレームを使用する。
◦ Cisco IP Phone が IEEE 802.1p フレームを使用し、デバイスがタグなしフレームを使用す
る。
◦ Cisco IP Phone がタグなしフレームを使用し、デバイスが IEEE 802.1p フレームを使用す
る。
◦ Cisco IP Phone が IEEE 802.1Q フレームを使用し、音声 VLAN がアクセス VLAN と同じ
である。
• Cisco IP Phone と IP Phone に接続されたデバイスは、同一 VLAN、同一サブネット上にあっ
ても、使用するフレーム タイプが異なる場合は通信できません。トラフィックは同一サブ
ネット上でルーティングされないからです（ルーティングによってフレーム タイプの相違が
排除されます）。
• 音声 VLAN ポートには次のポート タイプがあります。
◦ ダイナミック アクセス ポート。
◦ IEEE 802.1x 認証ポート。

（注）

音声 VLAN が設定され Cisco IP Phone が接続されているアクセス ポートで
IEEE 802.1x をイネーブルにした場合、その IP Phone からスイッチへの接続が
最大 30 秒間失われます。
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◦ 保護ポート。
◦ SPAN または RSPAN セッションの送信元ポートまたは宛先ポート。
◦ セキュア ポート。

（注）

音声 VLAN も設定しているインターフェイス上でポート セキュリティをイ
ネーブルにする場合、ポートで許容されるセキュア アドレスの最大数を、ア
クセス VLAN におけるセキュア アドレスの最大数に 2 を足した数に設定する
必要があります。ポートを Cisco IP Phone に接続している場合、IP Phone に最
大で 2 つの MAC アドレスが必要になります。IP Phone のアドレスは、音声
VLAN で学習され、アクセス VLAN でも学習される場合があります。PC を IP
Phone に接続する場合、追加の MAC アドレスが必要になります。

音声 VLAN の設定方法
Cisco IP Phone の音声トラフィックの設定（CLI）
Cisco IP Phone に CDP パケットを送信して IP Phone による音声トラフィックの送信方法を設定す
るように、IP Phone に接続するポートを設定できます。IP Phone は指定された音声 VLAN に、レ
イヤ 2 CoS 値を使用して、IEEE 802.1Q フレームの音声トラフィックを伝送できます。IEEE 802.1p
のプライオリティ タグを使用すると、音声トラフィックにさらに高いプライオリティを与え、す
べての音声トラフィックをネイティブ（アクセス）VLAN 経由で転送できます。Cisco IP Phone は
タグなしの音声トラフィックを送信する、または独自の設定を使用してアクセス VLAN で音声ト
ラフィックを送信することもできます。いずれの設定でも、音声トラフィックはレイヤ 3 IP
precedence 値（デフォルトは 5）を伝送します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id
例：

IP Phone に接続するインターフェイスを指定し、
インターフェイス コンフィギュレーション モード
を開始します。

Device(config)# interface
gigabitethernet1/0/1

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

trust device cisco-phone

Cisco IP Phone の着信トラフィック パケットを信頼
するようにインターフェイスを設定します。

例：
Device(config-if)# trust-device
cisco-phone

ステップ 4

switchport voice vlan {vlan-id |
dot1p | none | untagged}
例：
Device(config-if)# switchport
voice vlan dot1p

音声 VLAN を設定します。
• vlan-id：すべての音声トラフィックが特定の
VLAN を経由して転送されるように IP Phone
を設定します。デフォルトでは、Cisco IP
Phone は IEEE 802.1p プライオリティ 5 を使用
して音声トラフィックを転送します。指定で
きる VLAN ID の範囲は 1 ～ 4094 です。
• dot1p：VLAN ID 0（ネイティブ VLAN）のタ
グが付けられた音声およびデータ IEEE 802.1p
プライオリティ フレームを受け入れるよう、
スイッチを設定します。デフォルトでは、ス
イッチは VLAN 0 のタグが付いたすべての音
声およびデータ トラフィックをドロップしま
す。802.1p に対応するよう設定されると、
Cisco IP Phone は IEEE 802.1p プライオリティ
5 を使用してトラフィックを転送します。
• none：IP Phone で独自の設定を使ってタグな
し音声トラフィックを送信できるようにしま
す。
• untagged：タグなしの音声トラフィックを送
信するように電話を設定します。

ステップ 5

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Device(config-if)# end

ステップ 6

次のいずれかを使用します。
• show interfaces
interface-idswitchport

音声 VLAN の設定、または QoS および音声 VLAN
の設定を確認します。

• show running-config
interface interface-id

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
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コマンドまたはアクション

目的

例：
Device# show interfaces
gigabitethernet1/0/1 switchport

または
Device# show running-config
interface gigabitethernet1/0/1

ステップ 7

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定
を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

関連トピック
Cisco IP Phone の音声トラフィック, （2614 ページ）
音声 VLAN のモニタリング, （2621 ページ）

着信データ フレームのプライオリティ設定（CLI）
PC またはその他のデータ デバイスを Cisco IP Phone ポートに接続できます。タグ付きデータ トラ
フィック（IEEE 802.1Q または IEEE 802.1p フレーム）を処理するために、CDP パケットを送信す
るようスイッチを設定できます。CDP パケットは Cisco IP Phone に対して、IP Phone 上のアクセ
ス ポートに接続されたデバイスからのデータ パケット送信方法を指示します。PC は、CoS 値が
割り当てられたパケットを生成できます。接続デバイスから IP Phone のポートに届いたフレーム
のプライオリティを変更しない（信頼する）または変更する（信頼しない）ように、IP Phone を
設定できます。
Cisco IP Phone で非音声ポートから受信するデータ トラフィックのプライオリティを設定するに
は、次の手順に従います。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id
例：

Cisco IP Phone に接続するインターフェイスを指
定し、インターフェイス コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

Device(config)# interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 4

switchport priority extend {cos
value | trust}
例：
Device(config-if)# switchport
priority extend trust

Cisco IP Phone のアクセス ポートから受信した
データ トラフィックのプライオリティを次のよ
うに設定します。
• cos value：PC または接続しているデバイス
から受信したプライオリティを、指定のCoS
値にオーバーライドするよう、IP Phone を
設定します。値は 0 ～ 7 です。7 が最高の
プライオリティです。デフォルトのプライ
オリティは cos 0 です。
• trust：PC または接続しているデバイスから
受信したプライオリティを信頼するよう IP
Phone アクセス ポートを設定します。

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

ステップ 6

show interfaces
interface-idswitchport

入力を確認します。

例：
Device# show interfaces
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コマンドまたはアクション

目的

gigabitethernet1/0/1
switchport

ステップ 7

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設
定を保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

関連トピック
Cisco IP Phone のデータ トラフィック, （2615 ページ）
音声 VLAN のモニタリング, （2621 ページ）

音声 VLAN のモニタリング
インターフェイスの音声 VLAN 設定を表示するには、show interfaces interface-id switchport 特権
EXEC コマンドを使用します。
関連トピック
Cisco IP Phone の音声トラフィックの設定（CLI）, （2617 ページ）
Cisco IP Phone の音声トラフィック, （2614 ページ）
着信データ フレームのプライオリティ設定（CLI）, （2619 ページ）
Cisco IP Phone のデータ トラフィック, （2615 ページ）

次の作業
音声 VLAN を設定した後は、次の設定を行うことができます。
• VLANs
• VLAN グループ
• VLAN トランキング
• VTP
• プライベート VLAN
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OL-30686-01-J

2621

その他の参考資料

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

この章で使用するコマンドの完全な構文および VLAN Command Reference (Catalyst 3850 Switches)
使用方法の詳細。
『Layer 2/3 Command Reference (Catalyst 3850
Switches)』
Command Reference (Catalyst 9500 Series Switches)
Command Reference (Catalyst 9300 Series Switches)

エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi

標準および RFC
標準/RFC

Title

RFC 1573

Evolution of the Interfaces Group of MIB-II

RFC 1757

Remote Network Monitoring Management

RFC 2021

SNMPv2 Management Information Base for the
Transmission Control Protocol using SMIv2

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs
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シスコのテクニカル サポート
Link

説明

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

音声 VLAN の機能履歴と情報
リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
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WLAN
• DHCP for WLANs の設定, 2627 ページ
• WLAN セキュリティの設定, 2639 ページ
• アクセス ポイント グループの設定, 2651 ページ
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章

DHCP for WLANs の設定
• 機能情報の確認, 2627 ページ
• DHCP for WLANs を設定するための前提条件, 2627 ページ
• DHCP for WLANs の設定に関する制約事項, 2629 ページ
• Dynamic Host Configuration Protocol について, 2629 ページ
• DHCP for WLANs の設定方法, 2634 ページ
• その他の参考資料, 2637 ページ
• DHCP for WLANs の機能情報, 2638 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソ
フトウェアリリースに対応したリリースノートを参照してください。このモジュールに記載され
ている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリストを確認する場合は、
このマニュアルの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

DHCP for WLANs を設定するための前提条件
• DHCP オプション 82 を使用するには、Cisco IOS ソフトウェアで DHCP を設定します。デフォ
ルトでは、DHCP オプション 82 は、すべてのクライアントに対してイネーブルにされます。
WLAN サブオプションを使用して無線クライアントの動作を制御できます。
• シスコのスマート サービス機能のプラットフォームでは、内部 DHCP サーバ機能をサポート
しています。ただし、大規模なエンタープライズ クラスのネットワークを構築する一般的な
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導入ガイドラインとして、無線クライアントにダイナミック IP アドレスを提供するために、
外部 DHCP サーバの使用をお勧めします。このような分散機能は、ネットワーク デバイスに
かかる処理および設定の負荷を低減し、大規模環境で効率的に動作させることができます。
• DHCP スヌーピング設定：DHCP スヌーピング設定は、クライアントの参加機能をすばやく
スイッチ上で設定するために必要なベスト プラクティスです。DHCP スヌーピングは各クラ
イアント VLAN 上で有効にする必要があります。WLAN でオーバーライドが適用される場
合は、オーバライド VLAN も対象となります。
DHCP スヌーピング設定の例
1 グローバル DHCP スヌーピングの設定：
1

Device(config)#ip dhcp snooping
Device(config)#ip dhcp snooping vlan 100

2

コマンドを有効にします。これは、ブロードキャスト アドレスを使
用して DHCP メッセージを送信するクライアントに必要で、ブロードキャスト ビット
が DHCP メッセージに設定されます。
Bootp-broadcast

Device(config)#ip dhcp snooping wireless bootp-broadcast enable

3 DHCP オプション情報を付加しないためには、次のコマンドを入力します。
Device(config)#no ip dhcp snooping information option

2 インターフェイス上で、次のように設定します。

（注）

IP DHCP snooping trust は、ポート チャネル インターフェイスのメンバ リンク
およびポート チャネル インターフェイスで必要です。

Device(config)#interface range TenGigabitEthernet 1/0/1 – 2
Device(config-if)#switchport mode trunk
Device(config-if)#switchport trunk allowed vlan 100
Device(config-if)#ip dhcp snooping trust
Device(config)#interface port-channel 1
Device(config-if)#switchport mode trunk
Device(config-if)#switchport trunk allowed vlan 100
Device(config-if)#ip dhcp snooping trust

（注）

DHCP スヌーピングは、上記の設定と同様に、ゲスト アクセス用のゲスト ア
ンカー スイッチで設定する必要があります。
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関連トピック
WLAN 用の DHCP 設定（CLI）, （2634 ページ）
Dynamic Host Configuration Protocol について, （2629 ページ）
内部 DHCP サーバ, （2630 ページ）
外部 DHCP サーバ, （2630 ページ）
DHCP 割り当て, （2631 ページ）
DHCP オプション 82 について, （2632 ページ）
DHCP スコープの設定, （2633 ページ）
内部 DHCP サーバに関する情報, （2633 ページ）

DHCP for WLANs の設定に関する制約事項
• WLAN で DHCP サーバをオーバーライドすると、DHCP サーバが到達可能であることを確認
するために、基盤となる Cisco IOS 設定を行う必要があります。
• DHCP WLAN オーバーライドは DHCP サービスがスイッチ上で有効な場合にだけ動作しま
す。
次の方法で、DHCP サービスを設定できます。
◦ スイッチで DHCP プールを設定します。
◦ SVI で DHCP リレー エージェントを設定します。注: SVI の VLAN は DHCP のオーバー
ライドが設定された WLAN にマッピングする必要があります。

関連トピック
WLAN 用の DHCP 設定（CLI）, （2634 ページ）
Dynamic Host Configuration Protocol について, （2629 ページ）
内部 DHCP サーバ, （2630 ページ）
外部 DHCP サーバ, （2630 ページ）
DHCP 割り当て, （2631 ページ）
DHCP オプション 82 について, （2632 ページ）
DHCP スコープの設定, （2633 ページ）
内部 DHCP サーバに関する情報, （2633 ページ）

Dynamic Host Configuration Protocol について
WLAN では、同じ Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）サーバまたは異なる DHCP サーバ
を使用するか、または DHCP サーバを使用しないように設定できます。DHCP サーバには、内部
DHCP サーバと外部 DHCP サーバの 2 つのタイプがあります。
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関連トピック
WLAN 用の DHCP 設定（CLI）, （2634 ページ）
DHCP for WLANs を設定するための前提条件, （2627 ページ）
DHCP for WLANs の設定に関する制約事項, （2629 ページ）

内部 DHCP サーバ
スイッチは、内部 DHCP サーバを持っています。このサーバは、一般的に、DHCP サーバを持た
ないブランチ オフィスで使用されます。無線ネットワークには、通常、スイッチと同じ IP サブ
ネット上にある最大 10 台のアクセス ポイントが含まれます。内部サーバは、ワイヤレス クライ
アント、ダイレクトコネクト アクセス ポイント、およびアクセス ポイントからリレーされた
DHCP 要求に対して DHCP アドレスを提供します。Lightweight アクセス ポイントのみサポートさ
れています。内部 DHCP サーバを使用する場合は、スイッチの管理インターフェイスの IP アドレ
スを DHCP サーバの IP アドレスとして設定する必要があります。
内部サーバでは、DHCP オプション 43 はサポートされていません。したがって、アクセス ポイン
トは、ローカル サブネット ブロードキャスト、ドメイン ネーム システム（DNS）、またはプラ
イミングなどの別の方法を使用してスイッチの管理インターフェイスの IP アドレスを見つける必
要があります。
内部 DHCP サーバ プールは、そのスイッチの無線クライアントだけをサポートし、他のスイッチ
のクライアントはサポートしません。また、内部 DHCP サーバは、無線クライアントだけをサポー
トし、有線クライアントをサポートしません。
クライアントがスイッチの内部 DHCP サーバを使用する場合、IP アドレスは、再起動後には保持
されません。その結果、複数のクライアントに同じ IP アドレスが割り当てられることがありま
す。IP アドレスの競合を解決するには、クライアントは既存の IP アドレスを解放し、新しいアド
レスを要求する必要があります。有線ゲスト クライアントは常に、ローカルまたは外部スイッチ
に接続されたレイヤ 2 ネットワークにあります。

（注）

DHCPv6 は内部 DHCP サーバではサポートされません。
関連トピック
WLAN 用の DHCP 設定（CLI）, （2634 ページ）
DHCP for WLANs を設定するための前提条件, （2627 ページ）
DHCP for WLANs の設定に関する制約事項, （2629 ページ）

外部 DHCP サーバ
オペレーティング システムは、DHCP リレーをサポートする業界標準の外部 DHCP サーバを使用
することにより、ネットワークに対しては DHCP リレーとして機能し、クライアントに対しては
DHCP サーバとして機能するように設計されています。これは、各スイッチは、DHCP サーバに
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対しては DHCP リレー エージェントとして機能し、無線クライアントに対しては仮想 IP アドレ
スでの DHCP サーバとして機能することを意味します。
スイッチは DHCP サーバから取得したクライアント IP アドレスをキャプチャするため、スイッチ
内、スイッチ間、およびサブネット間でのクライアント ローミング時に、各クライアントに対し
て同じ IP アドレスが保持されます。

（注）

外部 DHCP サーバは DHCPv6 をサポートします。
関連トピック
WLAN 用の DHCP 設定（CLI）, （2634 ページ）
DHCP for WLANs を設定するための前提条件, （2627 ページ）
DHCP for WLANs の設定に関する制約事項, （2629 ページ）

DHCP 割り当て
DHCP はインターフェイスごとに、または WLAN ごとに設定できます。特定のインターフェイス
に割り当てられたプライマリ DHCP サーバのアドレスを使用することをお勧めします。
個々のインターフェイスに DHCP サーバを割り当てることができます。プライマリおよびセカン
ダリ DHCP サーバの管理インターフェイス、AP マネージャ インターフェイス、動的インターフェ
イスの設定、DHCP サーバをイネーブルまたはディセーブルするためのサービス ポート インター
フェイスの設定を行うことができます。WLAN で DHCP サーバを定義することもできます。この
場合、サーバは、WLAN に割り当てられたインターフェイスの DHCP サーバ アドレスを上書きし
ます。
セキュリティに関する注意事項
高度なセキュリティが必要な場合は、すべてのクライアントが DHCP サーバから IP アドレスを取
得するように設定してください。この要件を適用するために、DHCP アドレスですべての WLAN
を設定できます。Assignment Required 設定で設定して、クライアントの固定 IP アドレスが禁止さ
れるようにします。DHCP Addr.Assignment Required が選択されている場合、クライアントは DHCP
を使って IP アドレスを取得する必要があります。固定 IP アドレスを持つクライアントはすべて、
ネットワーク上で許可されなくなります。クライアントの DHCP プロキシとして動作するスイッ
チが、DHCP トラフィックを監視します。

（注）

• 無線による管理をサポートする WLAN では、管理（デバイスサービシング）クライアン
トが DHCP サーバから IP アドレスを取得できるようにする必要があります。
セキュリティが多少劣ってもかまわない場合は、DHCP Addr.Assignment Required を無効に設定し
て WLAN を作成できます。その後クライアントは、固定 IP アドレスを使用するか、指定された
DHCP サーバの IP アドレスを取得するかを選択できます。
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（注）

DHCP アドレス有線ゲスト LAN に対する Assignment Required は、サポートされていません。
個別の WLAN は、[DHCP Address Assignment Required] を無効にして作成できます。これは、ス
イッチの DHCP プロキシがイネーブルの場合だけです。DHCP プロキシをディセーブルにする必
要があるプライマリ/セカンダリ コンフィギュレーションの DHCP サーバを定義しないでくださ
い。このような WLAN では、すべての DHCP 要求がドロップするため、クライアントは固定 IP
アドレスを使用しなければなりません。これらの WLANは、無線接続による管理をサポートして
いません。
関連トピック
WLAN 用の DHCP 設定（CLI）, （2634 ページ）
DHCP for WLANs を設定するための前提条件, （2627 ページ）
DHCP for WLANs の設定に関する制約事項, （2629 ページ）

DHCP オプション 82 について
DHCP オプション 82 では、DHCP を使用してネットワーク アドレスを割り当てる場合のセキュリ
ティが強化されます。スイッチが DHCP リレー エージェントとして動作して、信頼できないソー
スからの DHCP クライアント要求を阻止できるようにします。DHCP サーバに転送するようにク
ライアントからの DHCP 要求にオプション 82 情報を追加するようにスイッチを設定できます。
図 106：DHCP オプション 82

アクセス ポイントは、クライアントからのすべての DHCP 要求をスイッチに転送します。スイッ
チは、DHCP オプション 82 ペイロードを追加してから要求を DHCP サーバに転送します。このオ
プションの設定方法によって、ペイロードには MAC アドレス、または MAC アドレスとアクセス
ポイントの SSID が含まれます。
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（注）

すでにリレー エージェント オプションが含まれている DHCP パケットは、スイッチでドロッ
プされます。
DHCP オプション 82 が正しく動作するには、DHCP プロキシが有効でなければなりません。
関連トピック
WLAN 用の DHCP 設定（CLI）, （2634 ページ）
DHCP for WLANs を設定するための前提条件, （2627 ページ）
DHCP for WLANs の設定に関する制約事項, （2629 ページ）

DHCP スコープの設定
関連トピック
WLAN 用の DHCP 設定（CLI）, （2634 ページ）
DHCP for WLANs を設定するための前提条件, （2627 ページ）
DHCP for WLANs の設定に関する制約事項, （2629 ページ）

内部 DHCP サーバに関する情報
スイッチには組み込みの DHCP リレー エージェントがあります。ただし、別個の DHCP サーバを
持たないネットワーク セグメントが必要な場合、スイッチ に IP アドレスとサブネット マスクを
無線クライアントに割り当てる組み込みの内部 DHCP サーバを設定できます。一般に、1 つの ス
イッチ には、それぞれある範囲の IP アドレスを指定する 1 つ以上の内部 DHCP サーバを設定で
きます。
内部 DHCP サーバは内部 DHCP が機能するために必要となります。スイッチで DHCP が定義され
ると、管理インターフェイス、AP マネージャ インターフェイス、動的インターフェイスのプラ
イマリ DHCP サーバの IP アドレスをスイッチの管理インターフェイスにポイントすることができ
ます。

（注）

コントローラには、内部 DHCP サーバを提供する機能があります。この機能は非常に限定的
で、多くの場合はラボ環境などでの単純なデモンストレーションや概念実証に有用であると見
なされています。企業の実稼動ネットワークではこの機能を使用しないことを推奨します。
詳細については、以下を参照してください。 http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/wireless/
4400-series-wireless-lan-controllers/110865-dhcp-wlc.html#anc16
関連トピック
WLAN 用の DHCP 設定（CLI）, （2634 ページ）
DHCP for WLANs を設定するための前提条件, （2627 ページ）
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DHCP for WLANs の設定に関する制約事項, （2629 ページ）
DHCP スコープの設定（CLI）, （2636 ページ）

DHCP for WLANs の設定方法
WLAN 用の DHCP 設定（CLI）
WLAN で次の DHCP パラメータを設定するには、次の手順に従います。
• DHCP オプション 82 ペイロード
• DHCP（必須）
• DHCP オーバーライド

はじめる前に
• WLAN を設定するには admin 権限がなければなりません。
• DHCP のオーバーライドを設定するには、DHCP サーバの IP アドレスが必要です。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

shutdown

WLAN をシャットダウンします。

例：
Device(config)# shutdown

ステップ 3

wlan profile-name
例：

WLAN コンフィギュレーション サブモードを開始
します。profile-name は設定されている WLAN のプ
ロファイル名です。

Device# wlan test4

ステップ 4

ip dhcp opt82 {ascii | format
{add-ssid | ap-ethmac} | rid}
例：
Device(config)# ip dhcp
opt82 format add-ssid

WLAN で DHCP82 ペイロードを指定します。キー
ワードおよび引数は、次のとおりです。
• ascii：DHCP オプション 82 の ASCII を設定し
ます。これが設定されていない場合、オプショ
ン 82 の形式は ASCII 形式に設定されます。
• format：DHCP オプション 82 の形式を指定し
ます。次のオプションを使用できます。
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コマンドまたはアクション

目的
• add-ssid：AP 無線の MAC アドレスおよび
SSID である RemoteID 形式を設定します。
• ap-ethmac：AP Ethernet MAC アドレスで
ある RemoteID 形式を設定します。
（注）

フォーマット オプションが設定され
ていない場合、AP 無線の MAC アド
レスだけが使用されます。

• rid：DHCP オプション 82 に Cisco 2 バイト RID
を追加します。
ステップ 5

ip dhcp required
例：

DHCP サーバから IP アドレスをクライアントが取
得することを必須にします。スタティック クライ
アントは許可されません。

Device(config-wlan)# ip dhcp
required

ステップ 6

ip dhcp server ip-address
例：

WLAN に割り当てられたインターフェイスの DHCP
サーバ アドレスを上書きする WLAN 上の DHCP
サーバを定義します。

Device(config-wlan)# ip dhcp
server 200.1.1.2

ステップ 7

no shutdown

WLAN を再起動します。

例：
Device(config-wlan)# no
shutdown

ステップ 8

end
例：

特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z キーを
押しても、グローバルコンフィギュレーションモー
ドを終了できます。

Device(config)# end

ステップ 9

show wlan wlan-name

DHCP の設定を確認します。

例：
Device(config-wlan)# show
wlan test-wlan

関連トピック
Dynamic Host Configuration Protocol について, （2629 ページ）
内部 DHCP サーバ, （2630 ページ）
外部 DHCP サーバ, （2630 ページ）
DHCP 割り当て, （2631 ページ）
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DHCP オプション 82 について, （2632 ページ）
DHCP スコープの設定, （2633 ページ）
内部 DHCP サーバに関する情報, （2633 ページ）
DHCP for WLANs を設定するための前提条件, （2627 ページ）
DHCP for WLANs の設定に関する制約事項, （2629 ページ）

DHCP スコープの設定（CLI）
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

ip dhcp pool pool-name

DHCP プール アドレスを設定します。

例：
Device(config)#ip dhcp pool
test-pool

ステップ 3

network network-name mask-address ドット付き 10 進表記とマスク アドレスで
ネットワーク番号を指定します。
例：
Device(dhcp-config)#network
209.165.200.224 255.255.255.0

ステップ 4

dns-server hostname

DNS ネーム サーバを指定します。IP アド
レスまたはホスト名を指定できます。

例：
Device(dhcp-config)#dns-server
example.com

ステップ 5

end
例：

特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z
キーを押しても、グローバル コンフィギュ
レーション モードを終了できます。

Device(config)# end

関連トピック
内部 DHCP サーバに関する情報, （2633 ページ）
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その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

システム管理

System Management Configuration Guide (Catalyst
3850 Switches)

エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://cisco.com/go/mibs
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シスコのテクニカル サポート
Link

説明

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

DHCP for WLANs の機能情報
機能名

リリース

機能情報

WLAN の DHCP 機能

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
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• 機能情報の確認, 2639 ページ
• レイヤ 2 セキュリティの前提条件, 2639 ページ
• AAA Override について, 2640 ページ
• WLAN セキュリティの設定方法, 2641 ページ
• その他の参考資料, 2648 ページ
• WLAN レイヤ 2 セキュリティに関する機能情報, 2649 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソ
フトウェアリリースに対応したリリースノートを参照してください。このモジュールに記載され
ている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリストを確認する場合は、
このマニュアルの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

レイヤ 2 セキュリティの前提条件
同じ SSID を持つ WLAN は、ビーコン応答とプローブ応答でアドバタイズされる情報に基づいて
クライアントが WLAN を選択できるように、一意のレイヤ 2 セキュリティ ポリシーを使用して
いる必要があります。使用可能なレイヤ 2 セキュリティ ポリシーは、次のとおりです。
• なし（オープン WLAN）
• Static WEP または 802.1X
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（注）

• Static WEP と 802.1X は両方とも、ビーコン応答とプローブ応答で同じ
ビットによってアドバタイズされるので、クライアントはこれらを区別
できません。したがって、同じ SSID を持つ複数の WLAN では、Static
WEP と 802.1X の両方を使用できません。
• WLAN WEP は、1810w アクセス ポイントではサポートされません。

• WPA/WPA2

（注）

• 同じ SSID を持つ複数の WLAN で WPA と WPA2 を使用することはでき
ませんが、同じ SSID を持つ 2 つの WLAN は、PSK を使用する WPA/TKIP
と 802.1X を使用する Wi-Fi Protected Access（WPA）/Temporal Key Integrity
Protocol（WPA）で設定するか、802.1X を使用する WPA/TKIP または
802.1X を使用する WPA/AES で設定することができます。
• TKIP サポートが設定された WLAN は RM3000AC モジュールで有効にさ
れません。

（注）

WLAN が暗号化キーなしでレイヤ 2 セキュリティ WEP で設定されている場合は、次の XML
メッセージが表示されます。
apf_xml_validate_vapStatus: Encryption mode 0 for static WEP does not match encryption
mode 2 for dynamic WEP
Validation for node ptr_apfCfgData.apfVAPIDData.apfVapStatus failed, indices for node
are 11

関連トピック
静的 WEP と 802.1X レイヤ 2 セキュリティ パラメータの設定（CLI）
レイヤ 2 パラメータの設定（GUI）, （2644 ページ）
静的 WEP レイヤ 2 セキュリティ パラメータの設定（CLI）, （2641 ページ）
WPA + WPA2 レイヤ 2 セキュリティ パラメータの設定（CLI）, （2642 ページ）
802.1X レイヤ 2 セキュリティ パラメータの設定（CLI）, （2643 ページ）
高度な WLAN プロパティの設定（CLI）
AAA Override について, （2640 ページ）

AAA Override について
WLAN の AAA Override オプションを使用すると、WLAN で Identity ネットワーキングを設定でき
ます。これにより、AAA サーバから返される RADIUS 属性に基づいて、個々のクライアントに
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VLAN タギング、Quality Of Service (QoS)、およびアクセス コントロール リスト (ACL) を適用す
ることができます。
関連トピック
高度な WLAN プロパティの設定（CLI）
レイヤ 2 セキュリティの前提条件, （2639 ページ）

WLAN セキュリティの設定方法
静的 WEP レイヤ 2 セキュリティ パラメータの設定（CLI）
はじめる前に
管理者特権が必要です。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

security static-wep-key
キーワードは次のとおりです。
[authentication {open | shared}
• static-wep-key：静的な WEP キー認証を設定しま
| encryption {104 | 40} {ascii |
す。
hex} [0 | 8]]
例：
Device(config-wlan)#
security static-wep-key
authentication open

• authentication：設定する認証タイプを指定しま
す。値は、open および shared です。
• encryption：設定する暗号化タイプを指定しま
す。有効な値は 104 と 40 です。40 ビットキーに
は、ASCII テキスト文字が 5 文字と 16 進数文字
が 10 文字必要です。104 ビットキーには、ASCII
テキスト文字が 13 文字と 16 進数文字が 26 文字
必要です。
• ascii：キー形式を ASCII に指定します。
• hex：キー形式を HEX に指定します。

ステップ 3

end
例：

特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z キーを押
しても、グローバル コンフィギュレーション モード
を終了できます。

Device(config)# end
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関連トピック
レイヤ 2 セキュリティの前提条件, （2639 ページ）

WPA + WPA2 レイヤ 2 セキュリティ パラメータの設定（CLI）
はじめる前に
管理者特権が必要です。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

securitywpa
例：
Device(config-wlan)# security wpa

ステップ 3

security wpa wpa1

を有効にします。

例：
Device(config-wlan)# security wpa
wpa1

ステップ 4

security wpa wpa1 ciphers [aes | tkip] WPA1 暗号を指定します。次のいずれかの
暗号化タイプを選択します。
例：
Device(config-wlan)# security wpa
wpa1 ciphers aes

• aes：WPA/AES のサポートを指定しま
す。
• tkip：WPA/TKIP のサポートを指定し
ます。

ステップ 5

security wpa wpa2

WPA 2 をイネーブルにします。

例：
Device(config-wlan)# security wpa

ステップ 6

security wpa wpa2 ciphers [aes | tkip] WPA2 暗号化を設定します。次のいずれか
の暗号化タイプを選択します。
例：
Device(config-wlan)# security wpa
wpa2 ciphers tkip

• aes：WPA/AES のサポートを指定しま
す。
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コマンドまたはアクション

目的
• tkip：WPA/TKIP のサポートを指定し
ます。

ステップ 7

end
例：

特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z
キーを押しても、グローバル コンフィギュ
レーション モードを終了できます。

Device(config)# end

関連トピック
レイヤ 2 セキュリティの前提条件, （2639 ページ）

802.1X レイヤ 2 セキュリティ パラメータの設定（CLI）
はじめる前に
管理者特権が必要です。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

security dot1x

802.1X セキュリティを指定します。

例：
Device(config-wlan)# security
dot1x

ステップ 3

security [authentication-list
次のキーワードと引数があります。
auth-list-name | encryption {0 | 104 |
• authentication-list：IEEE 802.1x の認証リ
40}
ストを指定します。
例：
Device(config-wlan)# security
encryption 104

ステップ 4

end
例：

•
（注）

WLAN 内のすべてのキーは、同じ
サイズでなければなりません。

特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z
キーを押しても、グローバル コンフィギュ
レーション モードを終了できます。

Device(config)# end
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関連トピック
レイヤ 2 セキュリティの前提条件, （2639 ページ）

レイヤ 2 パラメータの設定（GUI）
はじめる前に
• 管理者特権が必要です。

手順
ステップ 1

[Configuration] > [WLAN] をクリックします。
[WLANs] ページが表示されます。

ステップ 2

設定する WLAN の WLAN プロファイルをクリックします。
[WLANs > Edit] ページが表示されます。

ステップ 3

[Security] > [Layer 2] タブをクリックします。
（注）
WLAN WEP は、1810w アクセス ポイントではサポートされませ
ん。
パラメータ
説明
Layer2 Security

選択した WLAN のレイヤ 2 セキュリティ。値は次のとおりです。
• None—No：レイヤ 2 セキュリティは選択されていません。
• WPA+WPA2：Wi-Fi Protected Access。
• 802.1X：WEP 802.1X データ暗号化のタイプ。これらの設定については、
レイヤ 2 802.1X パラメータに関するトピックを参照してください。
• Static WEP：静的 WEP 暗号化パラメータ。
• Static WEP + 802.1x：静的 WEP および 802.1X の両パラメータ。

MAC Filtering

MAC アドレス フィルタリング[MAC Filters] > [New page] で、実際の MAC ア
ドレスによってローカルにクライアントを設定できます。最大 12000 のロー
カル ネット ユーザを追加できます。そうでない場合は、RADIUS サーバの
クライアントを構成します。
（注）

Fast Transition

MAC フィルタは、MAC Authentication By Pass（MAB）として知ら
れています。

アクセスポイント間の高速移行をイネーブルまたはディセーブルにするチェッ
クボックス。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
2644

OL-30686-01-J

WLAN セキュリティの設定方法

パラメータ

説明

Over the DS

分散システム上の高速移行をイネーブルまたはディセーブルにするチェック
ボックス。

Reassociation
Timeout

高速移行の再アソシエーションがタイムアウトになるまでの時間（秒単位）。

WPA + WPA2 パラメータを設定するには、次の詳細情報を提供します。
パラメータ

説明

WPA Policy

WPA Policy をイネーブルまたはディセーブルにするチェックボックス。

WPA Encryption

WPA2 encryption type: TKIP または AES。WPA ポリシーがイネーブルな場合
だけ使用可能です。

WPA2 Policy

WPA2 Policy をイネーブルまたはディセーブルにするチェックボックス。

WPA2 Encryption

WPA2 encryption type: TKIP または AES。WPA2 ポリシーがイネーブルな場合
だけ使用可能です。

Authentication Key 再生成メカニズム パラメータ。値は次のとおりです。
Management（認証
• 802.1X
キー管理）
• CCKM
• PSK
• 802.1x + CCKM
PSK Format

認証キー管理の PSK 値を選択するとイネーブルになります。ASCII 形式また
は 16 進形式を選択し、事前共有キーを入力します。

802.1x パラメータを設定するには、次の詳細情報を入力します。
パラメータ

説明

802.11 data
encryption

WEP 802.11 データ暗号化タイプ。

タイプ

セキュリティ タイプ。
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パラメータ

説明

Key size

キー サイズ。値は次のとおりです。
• なし
• 40 ビット
• 104 ビット
サードパーティの AP WLAN（17）は 802.1X 暗号化としてのみ設定できま
す。ドロップダウン設定可能な 802.1X パラメータは、この WLAN には使用
できません。

静的 WEP を指定するには、次のパラメータを設定します。
パラメータ

説明

802.11 Data
Encryption

静的 WEP 暗号化タイプ。

Current Key

現在選択されているキーの詳細を表示します。

タイプ

セキュリティ タイプ。

Key size

キー サイズ。値は次のとおりです。
• 未設定
• 40 ビット
• 104 ビット

Key Index

1～4 のインデックス。
各 WLAN に 1 つの一意な WEP キー インデックスを適用できます。WEP キー
インデックスは 4 つしかないため、静的 WEP レイヤ 2 暗号化には 4 つの
WLAN しか設定できません。
WEP キー インデックスは 4 つしかないため、静的 WEP レイヤ 2 暗号化には
4 つの WLAN しか設定できません。

Encryption Key

暗号化キー。

Key Format

ASCII または 16 進の暗号キー形式を選択します。

Allow Shared Key
Authentication

自身がイネーブルまたはディセーブルに設定できる認証キー。
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静的 WEP と 802.1X パラメータを設定するには
パラメータ

説明

Static WEP Parameters
802.11 Data
Encryption

静的 WEP 暗号化タイプ。

Current Key

現在選択されているキーの詳細を表示します。

タイプ

セキュリティ タイプ。

Key size

キー サイズ。値は次のとおりです。
• 未設定
• 40 ビット
• 104 ビット

Key Index

1～4 のインデックス。
キー インデックスは、WLAN ごとに固有のものです。特定の WLAN で使用
できる「key 1」は 1 個のみです。WLAN ごとに最大 4 個のキーを定義でき
ます。スイッチは、キー インデックスを通知して、同様に設定されたクライ
アントが使用するキーを確認できるようにします。これは、WLAN ごとに実
行されます。
必要に応じて、最大 4 個のキーを持つ WLAN （最大 512）を WEP として設
定できます。

Encryption Key

暗号化キー。

Key Format

ASCII または 16 進の暗号キー形式を選択します。

Allow Shared Key
Authentication

自身がイネーブルまたはディセーブルに設定できる認証キー。

802.1x Parameters
802.11 Data
Encryption

静的 WEP 暗号化タイプ。

タイプ

セキュリティ タイプ。

Key size

キー サイズ。値は次のとおりです。
• 未設定
• 40 ビット
• 104 ビット
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その他の参考資料

ステップ 4

[Apply] をクリックします。

関連トピック
レイヤ 2 セキュリティの前提条件, （2639 ページ）

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

WLAN コマンド リファレンス

WLAN Command Reference, Cisco IOS XE Release
3SE (Catalyst 3850 Switches)

セキュリティ コンフィギュレーション ガイド

Security Configuration Guide (Catalyst 3850
Switches)

エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs
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シスコのテクニカル サポート
Link

説明

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

WLAN レイヤ 2 セキュリティに関する機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能をリストし、特定の設定情報へのリンクを示します。
機能名

リリース

機能情報

WLAN のセキュリティ機能

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
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アクセス ポイント グループの設定
• 機能情報の確認, 2651 ページ
• AP グループを設定するための前提条件, 2651 ページ
• アクセス ポイント グループの設定に関する制約事項, 2652 ページ
• アクセス ポイント グループについて, 2652 ページ
• アクセス ポイント グループの設定方法, 2653 ページ
• その他の参考資料, 2655 ページ
• アクセス ポイント グループの機能履歴と情報, 2656 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソ
フトウェアリリースに対応したリリースノートを参照してください。このモジュールに記載され
ている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリストを確認する場合は、
このマニュアルの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

AP グループを設定するための前提条件
次に、スイッチでアクセス ポイント グループを作成するための前提条件を示します。
• VLAN またはサブネットにサービスを提供するルータ上で、必要なアクセス コントロール
リスト（ACL）を定義する必要があります。
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• アクセス ポイント グループ VLAN では、マルチキャスト トラフィックがサポートされま
す。ただし、クライアントがあるアクセス ポイントから別のアクセス ポイントにローミン
グする場合、IGMP スヌーピングが有効になっていないと、クライアントによってマルチキャ
スト トラフィックの受信が停止されることがあります。
関連トピック
アクセス ポイント グループについて, （2652 ページ）
アクセス ポイント グループの設定に関する制約事項, （2652 ページ）

アクセス ポイント グループの設定に関する制約事項
• AP グループ テーブル内の WLAN に対するインターフェイス マッピングが、WLAN インター
フェイスと同じであるとします。WLAN インターフェイスが変更されると、AP グループ
テーブル内の WLAN に対するインターフェイス マッピングも新しい WLAN インターフェイ
スに変わります。
AP グループ テーブル内の WLAN に対するインターフェイス マッピングが、WLAN に定義
されたインターフェイスと異なるとします。WLAN インターフェイスが変更されても、AP
グループ テーブル内の WLAN に対するインターフェイス マッピングは新しい WLAN イン
ターフェイスに変わりません。
• スイッチ上の設定をクリアすると、アクセス ポイント グループのすべてが非表示となりま
す。ただし、デフォルトのアクセス ポイント グループである「default-group」（自動的に作
成される）は例外です。
• デフォルトのアクセス ポイント グループには、最大 16 の WLAN を関連付けることができ
ます。デフォルトのアクセス ポイント グループの WLAN ID は、16 以下である必要があり
ます。大規模なデフォルトのアクセス ポイント グループ内で ID が 16 以上の WLAN が作成
されると、WLAN SSID はブロードキャストされません。デフォルトのアクセス ポイント グ
ループのすべての WLAN ID で ID が 16 以下であることが必要です。16 を超える ID を含む
WLAN は、カスタム アクセス ポイント グループに割り当てることができます。
• 同じ AP グループと同じ FlexConnect グループに属しているメッシュ ツリー（同じセクター）
内のすべての フレックス + ブリッジ AP は WLAN-VLAN マッピングを正しく継承するよう
に設定することをお勧めします。
関連トピック
アクセス ポイント グループについて, （2652 ページ）
AP グループを設定するための前提条件, （2651 ページ）

アクセス ポイント グループについて
スイッチ上に最大 512 の WLAN を作成した後では、さまざまなアクセス ポイントに WLAN を選
択的に公開（アクセス ポイント グループを使用して）することで、ワイヤレス ネットワークを
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より適切に管理できます。一般的な展開では、WLAN 上のすべてのユーザはスイッチ上の 1 つの
インターフェイスにマップされます。したがって、WLAN に関連付けられているすべてのユーザ
は、同じサブネットまたは VLAN に存在します。しかし、複数のインターフェイス間で負荷を分
散すること、またはアクセスポイントグループを作成して、個々の部門（たとえばマーケティン
グ部門）などの特定の条件に基づくグループ ユーザへと負荷を分配することを選択できます。さ
らに、ネットワーク管理を簡素化するために、これらのアクセスポイントグループを別個のVLAN
で設定できます。
関連トピック
アクセス ポイント グループの作成, （2653 ページ）
アクセス ポイント グループの表示, （2655 ページ）
AP グループへのアクセス ポイントの割り当て, （2654 ページ）
AP グループを設定するための前提条件, （2651 ページ）
アクセス ポイント グループの設定に関する制約事項, （2652 ページ）

アクセス ポイント グループの設定方法
アクセス ポイント グループの作成
はじめる前に
この操作を実行するには、管理者特権が必要です。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 2

ap group ap-group-name

アクセスポイントグループを作成します。

例：
Device(config)# ap group
my-ap-group

ステップ 3

wlan wlan-name

WLAN に AP グループを関連付けます。

例：
Device(config-apgroup)# wlan
wlan-name
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

vlan vlan-name

（任意）
VLAN にアクセス ポイント グループを割
り当てます。

例：
Device(config-apgroup)# vlan
test-vlan

ステップ 5

特権 EXEC モードに戻ります。また、
Ctrl+Z キーを押しても、グローバル コン
フィギュレーション モードを終了できま
す。

end
例：
Device(config)# end

次に、AP グループを作成する例を示します。
Device# configure terminal
Device(config-apgroup)# ap group test-ap-group-16
Device(config-wlan-apgroup)# wlan test-ap-group-16
Device(config-wlan-apgroup)# vlan VLAN1300

関連トピック
アクセス ポイント グループについて, （2652 ページ）

AP グループへのアクセス ポイントの割り当て
はじめる前に
この操作を実行するには、管理者特権が必要です。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステッ
プ1

ap name ap-name
ap-group-name ap-group
例：
Device# ap name 1240-101
ap-groupname apgroup_16

アクセス ポイント グループにアクセス ポイントを割り当
てます。次のキーワードと引数があります。
• name：このキーワードに続く引数がスイッチに関連
付けられている AP の名前であることを指定します。
• ap-name：AP グループに関連付けたい AP。
• ap-group-name：このキーワードに続く引数がスイッ
チに設定されている AP グループの名前を指定しま
す。
• ap-group：スイッチで設定されたアクセス ポイント
グループの名前。
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その他の参考資料

関連トピック
アクセス ポイント グループについて, （2652 ページ）

アクセス ポイント グループの表示
はじめる前に
この操作を実行するには、管理者特権が必要です。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

show ap groups [extended ]

スイッチで設定された AP グループを表示しま
す。extended キーワードは、システムで詳細に定
義されているすべての AP グループ情報を表示し
ます。

例：
Device# show ap groups

関連トピック
アクセス ポイント グループについて, （2652 ページ）

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

WLAN コマンド

WLAN Command Reference, Cisco IOS XE Release
3SE (Catalyst 3850 Switches)

Lightweight アクセス ポイント コンフィギュレー Lightweight Access Point Configuration Guide, Cisco
IOS XE Release 3SE (Catalyst 3850 Switches)
ション
Lightweight アクセス ポイント コマンド

Lightweight Access Point Command Reference, Cisco
IOS XE Release 3SE (Catalyst 3850 Switches)
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エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

シスコのテクニカル サポート
説明

Link

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

アクセス ポイント グループの機能履歴と情報
次の表で、このモジュールで説明した機能をリストし、特定の設定情報へのリンクを示します。
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機能名

リリース

機能情報

AP グループ数

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
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数字
11n Mode パラメータ 2238
128 ビット 422
802.11a（または 802.11b/g）Global Parameters ページ 2234
802.11a（または 802.11b/g）Network Status パラメータ 2234,
2241

802.11g Support パラメータ 2234
802.11h Global Parameters ページ 2241
802.11h、説明 2230
802.11n 2229
devices 2229
802.1x 1745

A
AAA サーバ グループの定義 1586
AAA でのローカル モード 1613
ABR 1369
ACE 1649
IP 1649
イーサネット 1649
ACL 1090, 1649, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663,
1665, 1671, 1672, 1673, 1675, 1680, 1686, 1688, 1689, 1700, 1701,
1702
interface 1662
IP 1655, 1657, 1663, 1671
undefined 1663

マッチング基準 1655
暗黙のマスク 1657
暗黙的な拒否 1671
IPv4 1655, 1656, 1662, 1673, 1675
インターフェイス 1662
インターフェイスへの適用 1675
サポートされていない機能 1655
マッチング基準 1655
作成 1655
数値 1656

ACL (続き)
IPv4 (続き)
端末回線、設定する 1673
port 1649
QoS 1090
VLAN マップ 1660, 1680
設定 1680
設定時の注意事項 1660
VLAN マップを ACL ルータと共に使用 1660
コンパイル 1689
サポートされていない機能 1655
IPv4 1655
サポートされるタイプ 1649
の例 1689
ハードウェアでのサポート 1659
へのコメント 1688
マッチング 1662
モニタリング 1686
ルータ 1649
ルータ ACL と VLAN マップの設定時の注意事項 1661
レイヤ 4 情報 1661
ロギング メッセージ 1658
拡張 IPv4 1655, 1665
マッチング基準 1655
作成 1665
時間範囲 1661
定義 1655
適用 1090, 1672, 1675, 1700, 1701, 1702
ルーテッド パケットの 1701
QoS に適応 1090
インターフェイスへの 1675
スイッチド パケットの 1700
ブリッジド パケット上の 1700
マルチキャスト パケット上の 1702
時間範囲 1672
標準 IPv4 1655, 1663
マッチング基準 1655
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ACL (続き)
標準 IPv4 (続き)
作成 1663
優先順位 1649
ACS 508
All APs ページ 1282
alternate 576
port 576
AnchorTime パラメータ 1273
AP Mode パラメータ 1282
ARP 2470
AS パス フィルタ、BGP 1405
auto モード 186
auto-copy 2067
auto-extract を使用したアップグレード 2067
Auto-MDIX 139
設定 139
説明 139
Auto-MDIX コマンドの設定例 140
Auto-MDIX、設定する 139
Auto-QoS 1218
モニタリング 1218
Auto-RP 292, 302
利点 292
auto-upgrade 2067
auto-upgrade を使用した自動アップグレード 2067
automatic 1744

B
BackboneFast 657, 669
イネーブル化 669
説明 657
bandwidth percent 1103
Beacon Period パラメータ 2234
Berkeley r-tool の置換 1623
BGP 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1407, 1408, 1412, 1423, 1428, 1430
マルチパス サポート 1403
CIDR 1407
イネーブル化 1412
コミュニティ フィルタリング 1423
デフォルト設定 1408
ネイバー、タイプ 1402
バージョン 4 1401
パスの選択 1403
プレフィックス フィルタリング 1405
リセット セッション 1402
ルーティング ドメイン コンフェデレーション 1430

BGP (続き)
ルート マップ 1404
ルート リフレクタ 1407
集約アドレス 1428
説明 1401
bindings 1723, 1744
IP ソース ガード 1744
アドレス、Cisco IOS DHCP サーバ 1723
BIP マルチキャスト ルーティング 354
boot network コマンド 2389
BPDU 577, 624, 651
RSTP 形式 624
フィルタリング 651
内容 577
BSR 315
候補 315

C
CA トラストポイント 1632, 1635
設定 1635
定義 1632
Call Admission Control（コール アドミッション制御） 1156
CCX 813
リンク テスト 813
CCX レイヤ 2 クライアント ローミング 2258
説明 2258
CDP 152, 184, 1110, 2470
LLDP での定義 152
および信頼境界 1110
電力ネゴシエーションの拡張機能 184
CDP に対する電力ネゴシエーションの拡張機能 184
CEF 438, 1480
distributed 1480
IPv6 438
CEFv6 438
Change Rules Priority パラメータ 2031
Channel Announcement パラメータ 2241
Channel Assignment Leader パラメータ 1274
Channel Assignment Method パラメータ 1272
Channel Scan Duration パラメータ 1263
CipherSuite 1634
Cisco 3300 シリーズ Mobility Services Engine（MSE）、wIPS
での使用 2038
Cisco 7960 IP フォン 2614
Cisco Discovery Protocol（CDP） 885
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Cisco Express Forwarding; シスコ エクスプレス フォワー
ディング 1480
「CEF」を参照 1480
Cisco Group Management Protocol 355
CGMP を参照してください。 355
Cisco IOS DHCP サーバ 1723
DHCP、Cisco IOS DHCP サーバを参照 1723
Cisco IOS IP SLA 946
Cisco IP Phone のデータ トラフィック 2615
Cisco IP Phone の音声トラフィック 2614
Cisco Networking Service 865
Cisco インテリジェント電力管理 184
Cisco ワークグループ ブリッジ 795
Cisco 以外のワークグループ ブリッジ 795
CIST リージョナル ルート 613, 615
「MSTP」を参照 613, 615
CIST ルート 614
「MSTP」を参照 614
class 1124
classification 1087, 1088, 1090
デバイス固有 1088
レイヤ 2 1087
レイヤ 3 1087
CleanAir 29
コンポーネント 29
CleanAir のイネーブル化 33, 37
2.4 GHz 33
5 GHz 37
CleanAir のモニタリング 48, 51
CLI の使用 48
GUI の使用 51
CleanAir の設定 42
GUI の使用方法 42
CLNS 1437
ISO CLNS を参照 1437
clock 2120
システム クロックを参照 2120
CNS 865
CoA 要求コマンド 1558
collect パラメータ 70
CONFIG_FILE 環境変数 2417
指定 2417
Control and Provisioning of Wireless Access Points プロトコ
ル（CAPWAP） 753
説明 753
controllers 753
ディスカバリ プロセス 753
copy rcp running-config コマンド 2398, 2400
copy rcp startup-config コマンド 2398, 2400

copy rcp コマンド 2409
copy running-config rcp コマンド 2394
copy running-config tftp コマンド 2393
copy startup-config rcp コマンド 2394, 2395
copy startup-config tftp コマンド 2393
copy startup-config コマンド 2404
copy tftp startup-config コマンド 2397
CoS 1085, 2619
プライオリティのオーバーライド 2619
レイヤ 2 フレーム 1085
CoS/DSCP マップ、QoS での 1112
Coverage Exception Level per AP パラメータ 1277
crashinfo ファイル 2473
crashinfo、説明 2473
Customer Edge デバイス 1455

D
Data Rates パラメータ 2234
DCA Channel Sensitivity パラメータ 1273
DCA Channels パラメータ 1274
debug コマンドを使用 2473
debugging 2473, 2488, 2499
エラー メッセージ出力のリダイレクト 2488
コマンドを使用 2473
すべてのシステム診断のイネーブル 2499
designated 576
port 576
switch 576
DHCP 425, 1717, 1727
DHCP for IPv6 425
「DHCPv6」を参照 425
イネーブル化 1717, 1727
サーバ 1717
リレー エージェント 1727
DHCP for IPv6 425
「DHCPv6」を参照 425
DHCP Option 82 1720, 1728
ヘルパー アドレス 1728
概要 1720
転送アドレス、指定 1728
DHCP オプション 43 784
DHCP オプション 60 784
DHCP オプション 82 1735, 2632
説明 2632
表示 1735
例 2632
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internal 2630
DHCP サーバ ポート ベースのアドレス割り当て 1737, 1739
イネーブル化 1739
デフォルト設定 1737
DHCP スヌーピング 1718, 1719, 1720, 1744
Option 82 データ挿入 1720
信頼できないメッセージ 1718
信頼できるインターフェイス 1718
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1724, 1731, 1737

イネーブル化 1737
バインディング ファイル 1724
形式 1724
場所 1724
バインディングの追加 1737
設定 1737
設定時の注意事項 1731
説明 1723
DHCPv6 425, 448, 451
クライアント機能のイネーブル化 451
設定時の注意事項 448
DHCPv6 サーバ機能のイネーブル化 448
デフォルト設定 448
説明 425
DHCPv6 クライアント機能のイネーブル化：コマンド例 454
DHCPv6 サーバ機能のイネーブル化 448
DHCPv6 サーバ機能のイネーブル化：コマンド例 454
Differentiated Services（Diff-Serv）アーキテクチャ 1084
DiffServ コード ポイント 1086
disabled 584
state 584
Distance Vector Multicast Routing Protocol：距離ベクトル
マルチキャスト ルーティング プロトコル 355
DVMRP を参照してください。 355
distribute-list コマンド 1501
DNS 423, 2125, 2126, 2135
IPv6 423
セットアップ 2135
デフォルト設定 2126
概要 2125
DNS ベースの SSM マッピング 338
Domain Name System; ドメイン ネーム システム 2125
「DNS」を参照 2125
DRP 424, 435
IPv6 424
説明 424

DRP (続き)
設定 435
DSCP 1086
DSCP マップ 1112
DSCP/CoS マップ、QoS での 1113
DTLS データ暗号化。「データ暗号化」を参照 760
DTPC Support パラメータ 2234
DUAL 有限状態マシン、EIGRP 1388
DVMRP 376
mrinfo 要求、応答 376
トンネル 376
ネイバー情報の表示 376
ネイバー 376
情報の表示 376

E
EDCA Profile パラメータ 2320
EDRRM 32
EIGRP 1387, 1388, 1390, 1395, 1397, 1399
インターフェイス パラメータ、設定 1395
コンポーネント 1388
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モニタリング 1399
定義 1387
認証 1397
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EIGRP IPv6 コマンド 426
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Enable Low Latency MAC パラメータ 2320
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IPv6 426
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erase コマンド 2416
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MCS データ レート 2238
mDNS 382

mDNS ゲートウェイ 383, 384
mDNS-SD 383
mDNS-SD、ワイヤレス 383
member number 2073
merged 2057
MFIB 356
Min Failed Client Count per AP パラメータ 1277
MLD クエリー 405
MLD スヌーピング 404
MLD スヌーピング クエリー コマンドの設定例 419
MLD スヌーピング クエリーの設定：コマンド例 420
MLD メッセージ 405
MLD レポート 407
MLD 即時脱退のイネーブル化：コマンド例 420
MLDv1 Done メッセージ 407
Modular QoS CLI 1086
MQC 1074
mrouter ポート 721
MSDP 289, 1294
概要 1294
MSDP コマンドの設定例 1319
MSDP ピアからの送信元情報の要求：コマンド例 1320
MST モード 2595
MSTP 587, 608, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 620, 627, 628,
630, 631, 633, 634, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 643, 644, 645, 650,
651, 659, 660, 661, 663, 665, 670, 671, 672

設定 628, 630, 631, 633, 634, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 643
ネイバー タイプ 643
BPDU ガード 651, 663
イネーブル化 663
説明 651
BPDU フィルタリング 651, 665
イネーブル化 665
説明 651
CIST リージョナル ルート 613, 615
CIST ルート 614
CIST、説明 613
CST 614
領域間の動作 614
EtherChannel ガード 659, 670
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イネーブル化 661
説明 650
PortFast 対応ポートのシャットダウン 651
VLAN から MST インスタンスへのマッピング 628
インターフェイス ステート、ブロッキングからフォ
ワーディングへ 650
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デフォルト設定 627
モードのイネーブル化 628
モード間の相互運用性と互換性 587, 608
ルート ガード 660, 671
イネーブル化 671
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説明 661
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メトリック 1371
ルート 1371
モニタリング 1386

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

IN-11

索引

OSPF (続き)
ルータ ID 1372
ルート集約 1370
仮想リンク 1371
設定 1374

P
PaGP 679
PAgP 683, 686, 697, 705
「EtherChannel」を参照 683
モード 683
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PIM スタブ ルーティング 289, 297
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PIM ドメイン境界 293, 311
PIM 共有ツリー 295
ping 2469, 2486, 2497
概要 2469
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RADIUS 1467
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uRPF 1466
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