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Cisco IOS リリース 15.2(4)EC2 は、すべて Cisco Industrial Ethernet IE 4010 スイッチ上で実行されます。

Cisco IOS ソフトウェアリリース 15.2(4)EC2 は、Cisco IE 4010 シリーズ スイッチの新しいソフトウェアリリースの一部で
す。このリリースでは、多くのテクノロジーを広く普及させている産業用の環境に、新しいソフトウェアの革新機能を提供し
ます。

これらのリリースノートには、Cisco IOS Release15.2(4)EC2 に関する重要な情報と、このリリースに適用される制限事項、
制約事項、警告が含まれます。

スイッチ ソフトウェアは、次のサイトからダウンロードできます（ログイン パスワードを持つ Cisco.com の登録ユーザ）。

https://software.cisco.com/download/home/286307930?catid=268438038
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システム要件
システム要件

サポートされるハードウェア

スイッチモデル

サポートされている SFP モジュール
SFP モジュールはスイッチのイーサネット SFP モジュールであり、他の装置との接続を可能にします。スイッチのモデルに
応じて、これらの現場交換可能なトランシーバモジュールは、アップリンク インターフェイスを提供します。このモジュール
には、光ファイバ接続用の LC コネクタがあります。サポートされる SFP モジュールの一覧については、IE 4010 のデータシー
トを参照してください。

Express セットアップの要件

ハードウェア

 1 GHz 以上の 32 ビット（x86）または 64 ビット（x64）プロセッサ

 1 GB RAM（32 ビット）または 2 GB RAM（64 ビット）

 16 GB（32 ビット）または 20 GB（64 ビット）の使用可能なハードディスク領域

表 1 スイッチモデル

モデル 合計ポー
ト数

アップリンク SFP ファイバ
ポート

銅線 
10/100/1000
PoE/PoE+ ポート1

デフォルト
のソフト
ウェア ラ
イセンス2

電源

IE-4010-16S12P 28 4 SFP
（100/1000M）

12
（100/1000M）

12
（10/100/1000M）

LAN Base 現場交換可能な 2 つの冗
長 AC 電源または DC 電源
をサポート。

詳しい仕様については、IE 
4010 のデータシートを参
照してください。

IE-4010-4S24P 28 4 SFP
（100/1000M）

24
（10/100/1000M）

LAN Base 現場交換可能な 2 つの冗
長 AC 電源または DC 電源
をサポート。

詳しい仕様については、IE 
4010 のデータシートを参
照してください。

1. すべての銅線ギガビット イーサネット インターフェイスは、10/100/1000 mbps への速度ネゴシエーションおよびデュプレックス ネゴシ
エーションをサポートしています。イーサネット 4010 シリーズ。

2. IP Services への有償アップグレードが可能です。IP Services ライセンスの製品番号は次のとおりです。L-IE4000-RTU=（IE4010 スイッチの
電子ソフトウェアライセンス）
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スイッチのライセンスのアップグレード
ソフトウェア

 Windows 7 または Mac OS 10.6.x を搭載した PC

 JavaScript が有効になっている Web ブラウザ（Internet Explorer 9.0、10.0、および 11.0、または Firefox のバージョン 
25 以上（推奨バージョンは 32））

 カテゴリ 5 または 6 のストレートケーブルまたはクロスケーブル

Express セットアップは、セッションを開始するときにブラウザのバージョンを確認し、プラグインを必要としません。

スイッチのライセンスのアップグレード
IE 4010 には、「lanbase」永久ライセンスが付属しています。このライセンスは、CLI コマンドを使用して「ipservices」評価ラ
イセンスまたは Right-To-Use（RTU）永久ライセンスにアップグレードできます。

インストール上の注意事項
次の方法を使用して、スイッチに IP 情報を割り当てることができます。

 スイッチのスタートアップガイドに説明されている Express Setup プログラム。

 スイッチのハードウェア インストレーション ガイドに説明されている CLI ベースのセットアッププログラム。

 スイッチのソフトウェア コンフィギュレーション ガイドに説明されている DHCP ベースの自動設定。

 スイッチのソフトウェア コンフィギュレーション ガイドに説明されている IP アドレスの手動割り当て。

ソフトウェア機能
このリリースは 15.2(4)EA IOS リリースから派生したものであるため、このリリースでサポートされる機能も類似してい
ます。

このリリースの次の新機能に関する詳細については、以下の関連するコンフィギュレーション ガイドを参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/cisco_ie4010/software/release/15-2_4_EC/configuration/guide
/scg-ie4010_5000.html

Right-to-Use ライセンス
「Right to Use」（RTU）は、お客様の利便性を高めるために設計された信頼ベースのライセンス方式です。RTU は、RMA のため
のライセンスのアップグレード、ダウングレード、または移動をお客様が簡単な EXEC CLI コマンドを使用して柔軟に行える
ように設計されています。「信頼」ベースの方式であるため、お客様は特定数のライセンスに対して事前に支払いを行った後
は、ライセンス数がその数を超えない限り、導入されたスイッチの全範囲にわたってこれらのライセンスをいつでも柔軟にア
クティブ化できます。

IE4010 に使用されるライセンスには、主に「評価」と「永久 RTU（PRTU）」の 2 種類があります。「評価」ライセンスを使用する
と、お客様は 60 日間無料でイメージを評価できます。「永久 RTU」ライセンスは、有効期限のない有料のライセンスです。定期
的なリマインダによって、評価ライセンスの有効期限が切れる前に永久ライセンスへの変更を求める通知が表示されます。こ
のライセンスは、CISL モデルの現在の「評価ライセンス」と同じようにイメージに「組み込まれています」ので、お客様はシス
コのサーバに接続してライセンスを取得する必要がありません。PRTU ライセンスは特定のハードウェアに関連付けられて
いません。このライセンスは、古いハードウェアや切り替え済みのハードウェアから非アクティブ化し、CLI を使用して交換
スイッチでアクティブ化できます。
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ソフトウェア機能
MACsec（IEEE 802.1AE）
MACsec は、レイヤ 2 で強力な暗号化の保護を行うための IEEE 802.1AE 規格です。MACsec は、同じ LAN に接続されている
ステーション間で、フレーム単位のセキュアな（暗号化および認証）MAC サービスを提供します。

注：MACsec 機能をサポートするには、IP Service ライセンスがインストールされている必要があります。

Profinet
PROFIBUS International（PI）のオープンな産業用イーサネットの標準である PROFINET V2.31 をサポートし、オートメー
ション コントロール用に TCP/IP および IT 標準を使用しています。PROFINET は、装置およびテスト機器の動きや精度の制御
が重要である産業用オートメーション システムやプロセス制御ネットワークに有用です。PROFINET はデータ交換を重視し
ており、速度要件に合った通信パスを定義しています。

CIP
Common Industrial Protocol（CIP）は、産業オートメーション アプリケーション用の産業プロトコルです。DeviceNet、
EtherNet/IP、CIP Safety および CIP sync などの CIP に基づいたネットワーク テクノロジーをサポートする組織である、
Open DeviceNet Vendors Association（ODVA）によってサポートされます。

これまで制御および情報プロトコルとして知られていましたが、CIP は、制御、安全、時間同期、モーション、設定、情報、といっ
た産業オートメーション アプリケーション向けのメッセージとサービスを包括的に網羅しています。これらの産業用アプリ
ケーションは CIP によって、エンタープライズレベルのイーサネットやインターネットに統合することができます。

Dying Gasp
 スイッチの電源が喪失した場合に、「Dying Gasp」メッセージを OAM センターに送信し、状況を通知します。

 これらのメッセージによってスイッチの電源喪失がダウンストリームノードに通知されるため、ダウンタイムの回復に
役立ちます。

Parallel Redundancy Protocol（PRP）
PRP は、ネットワークノードにその宛先に到達するための 2 つのトラフィック用代替パスを提供します。これにより、データ
伝送における障害を防止できます。

2 つのローカル エリア ネットワーク（LAN）が、独立した LAN セグメントを通過するトラフィック用の代替パスを提供しま
す。ただし、この 2 つの LAN は、同じトポロジを共有する必要があります。

PRP で IE4010 を動作させるには、2 つの異なるポートを通って各 LAN に同時に 2 つのパケットを宛先ノードへ送信します。
宛先ノードが最初のパケットを正常に受信すると、2 番目のパケットは、正常に受信しても破棄されます。送信された各パ
ケットには、宛先ノードで重複パケットを区別するための、インクリメント シーケンス番号が含まれます。

高精度時間プロトコル（PTP）
PTP は、IEEE-1588 で、ネットワーク化された測定/制御システムの精密クロック同期として定義されており、精度と安定性が
異なる分散デバイスクロックを含むパケットベースのネットワークでクロックを同期させるために開発されました。PTP は、
最小限の帯域幅でオーバーヘッド処理はほぼ必要としないため、分散システムでの使用に最適です。
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特記事項
Power over Ethernet（PoE）
 IEEE 802.3af 準拠の受電デバイス（ポートあたり最大 15.4 W の PoE）のサポート、および IEEE 802.3at 準拠の受電デバ

イス（ポートあたり最大 30 W の PoE+）のサポート。

 シスコ独自規格の受電デバイスのサポート。

 Cisco インテリジェント電力管理で設定可能なサポート。以下が含まれます。

— 強化された電力ネゴシエーション

— 予備電力

— ポート単位の電力ポリシング

Resilient Ethernet Protocol（REP）
Resilient Ethernet Protocol（REP）はシスコ独自のプロトコルで、スパニングツリー プロトコル（STP）の代替となります。REP 
はネットワーク ループの制御、リンク障害の処理、コンバージェンス時間の改善を実現します。REP は、セグメントに接続さ
れているポートのグループを制御することで、セグメントがブリッジング ループを作成するのを防ぎ、セグメント内のリン
ク障害に応答します。REP は、複雑なネットワークを構築するための基盤を提供し、VLAN ロード バランシングをサポートし
ます。

ゼロタッチ交換
IE 4010 スイッチの箱には、IOS イメージが含まれた SD カードが同梱されています。現場でハードウェアの交換が必要な場
合は、SD カードを取り外して新しいスイッチに挿入します。イメージが新しいスイッチにロードされるため、ゼロタッチ交換
が実現します。

特記事項

Express Setup のメモ
次のブラウザ設定は、Microsoft Internet Explorer で Express Setup を表示するために必要な時間を短縮するために推奨され
ます。

1. [ツール（Tools）] > [インターネット オプション（Internet Options）] を選択します。

2. [インターネット一時ファイル（Temporary Internet files）] エリアで [設定（Settings）] をクリックします。

3. [Settings] ウィンドウで、[Automatically] を選択します。

4. OK をクリックします。

5. [OK] をクリックして [Internet Options] ウィンドウを終了します。

HTTP サーバインターフェイスは、Express Setup を表示できるようにイネーブルにする必要があります。デフォルトでは、
HTTP サーバがスイッチでイネーブルになっています。HTTP サーバがイネーブルか、またはディセーブルかを表示するには、
show running-config 特権 EXEC コマンドを使用します。
5
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特記事項
HTTP サーバ インターフェイスを設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

 Express Setup は、HTTP プロトコル（デフォルトはポート 80）および認証（enable パスワード）のデフォルト方式を使
用して、スイッチかイーサネットポートのいずれかを経由して通信し、標準 Web ブラウザからのスイッチ管理を許可し
ます。

 HTTP ポートを変更する場合は、ブラウザの [参照先（Location）] または [アドレス（Address）] フィールドに IP アドレス
を入力するときに新しいポート番号を組み込む必要があります（http://10.1.126.45:184 など。ここで 184 は新しい 
HTTP のポート番号を意味します）。接続時に経由するポート番号を記録しておきます。スイッチの IP 情報を変更する場
合は注意してください。

 認証（enable パスワード）のデフォルト方式を使用しない場合、スイッチで使用する認証方式の HTTP サーバインター
フェイスを設定する必要があります。

HTTP サーバ インターフェイスを設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

注：Express Setup が Web ブラウザで失敗した場合は、リセットボタンを使用してスイッチをデフォルトにリセットします。

コマンド 目的

1. configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
2. ip http authentication {aaa | enable | 

local}
ユーザが使用する認証のタイプに対して HTTP サーバインターフェイスを
設定します。

aaa：認証、許可、アカウンティング機能をイネーブルにします。aaa キー
ワードを表示させるには、aaa new-model インターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを入力する必要があります。

enable：HTTP サーバのユーザ認証のデフォルト方式であるパスワードをイ
ネーブルにします。

local：シスコ製ルータまたはアクセスサーバで定義されているとおりに
ローカルユーザデータベースを指定します。

3. end 特権 EXEC モードに戻ります。
4. show running-config 入力を確認します。

コマンド 目的

1. configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
2. ip http authentication {enable | local | 

tacacs}
ユーザが使用する認証のタイプに対して HTTP サーバインターフェイスを
設定します。

enable：HTTP サーバのユーザ認証のデフォルト方式であるパスワードをイ
ネーブルにします。

local：シスコ製ルータまたはアクセスサーバで定義されているとおりに
ローカルユーザデータベースを指定します。

tacacs：TACACS サーバを指定します。
3. end 特権 EXEC モードに戻ります。
4. show running-config 入力を確認します。
6
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不具合
不具合
ここでは、不具合について説明します。問題の番号をクリックすると、Cisco バグ検索ツールに詳細情報を表示できます（ログ
インが必要です）。

未解決の警告

問題 説明 回避策

CSCva80784 SPEED AUTO 1000/全二重の GE ポートを
使用すると、100Full で FE リンクが許可さ
れる

リンクを切断してから再接続します。

CSCuw28503 IE プラットフォームでギガビット イーサ
ネット ポートを使用すると、Flex-Link の
フェールオーバー時間が約 700 ミリ秒に
なる。

CLI を使用して次のようにアラームコンタ
クトを設定します。

switch(config)# alarm contact 1 
descriptions TEST

次のコマンドから表示できます。

switch# show run | inc alarm

alarm contact 1 description TEST

CSCux98673 GLC-FE-T-I を使用すると、不正な FCS フ
レームを受信しても FCS-Err/Rcv-Err カウ
ンタ（show interfaces counter errors）が増
加しない。

なし：この SFP は IE 4010 ではサポートさ
れていません

CSCur09517 次の場合に、PRP LED が正常に動作しない。

1. 論理 PRP インターフェイスをオン/オフ
にする（interface prp-channel 1|2）

2. アップリンクポートのケーブルを抜き差
しする

3. 論理インターフェイス PRP-channel 1 
をオン/オフにして一連の問題を観察して
から、論理インターフェイス PRP-channel 
2 でも観察を行う（またはその逆を行う）

なし

CSCuw95573 ciscoenvMonAlarmContact MIB オブ
ジェクトがこのリリースでサポートされ
ていない。

CLI を使用して次のようにアラームコンタ
クトを設定します。

switch(config)# alarm contact 1 
descriptions TEST

次のコマンドから表示できます。

switch# show run | inc alarm

alarm contact 1 description TEST
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マニュアルの更新
解決済みの警告

マニュアルの更新

関連資料

設置、設定、メンテナンスおよび運用ガイド

https://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/industrial-ethernet-4010-series-switches/series.html#~tab-docum
ents

オンラインヘルプ（スイッチで利用可能）

 Express Setup のオンラインヘルプ 

 デバイス マネージャ オンライン ヘルプ

SFP 情報
 IE 4010 データシート。

MIB

 次の MIB ツールで、IOS のバージョン番号を使用して MIB を検索できます。
tools.cisco.com/ITDIT/MIBS/ 

法的情報
このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更されることがあります。このマニュアルに
記載されている表現、情報と推奨事項は、すべて正確であると考えていますが、明示的であれ黙示的であれ、一切の保証の責任
を負わないものとします。このマニュアルに記載されている製品の使用は、すべてユーザ側の責任となります。

対象製品のソフトウェア ライセンスおよび限定保証は、この参照により本書に組み込まれます。添付されていない場合には、
代理店にご連絡ください。

シスコが導入する TCP ヘッダー圧縮は、カリフォルニア大学バークレー校（UCB）により、UNIX オペレーティング システム
の UCB パブリック ドメイン バージョンの一部として開発されたプログラムを適応したものです。All rights reserved. 
Copyright © 1981, Regents of the University of California. 

不具合 説明 回避策

CSCvc28935 スイッチで NTP サーバを設定すると、
IE4010 が予期せずリロードされる。

この問題は、15.2(4)EC2 で解決されてい
ます。

PSIRTS

CSCvb16274 PPTP Start-Control-Connection-Reply パ
ケットがルータのメモリ内容をリークする

この問題は、15.2(4)EC2 で解決されてい
ます。

CSCuw481188 ASR920：再構成中に「addnew」から bcopy 
が呼び出されるとクラッシュする。

この問題は、15.2(4)EC2 で解決されてい
ます。

CSCux66005 Cisco IOS XE ソフトウェアでの IP フラグ
メントの再構成における Denial of Service
（DoS）の脆弱性。

この問題は、15.2(4)EC2 で解決されてい
ます。

CSCuy82078 _be_l2tp_avp_proto_digest_decode で
トレースバックが表示される。

この問題は、15.2(4)EC2 で解決されてい
ます。

CSCuz81292 IPv6 ネイバー探索パケット処理の動作。 この問題は、15.2(4)EC2 で解決されてい
ます。
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https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCux66005
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuy82078
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuz81292
https://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/industrial-ethernet-4010-series-switches/series.html#~tab-documents
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/industrial-ethernet-4010-series-switches/datasheet-c78-737279.html
http://tools.cisco.com/ITDIT/MIBS/
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通信、サービス、およびその他の情報
ここに記載されている他のいかなる保証にもよらず、各社のすべてのマニュアルとソフトウェアは、障害も含めて「現状のま
ま」として提供されます。シスコおよびこれら各社は、商品性の保証、特定目的への準拠の保証、および権利を侵害しないこと
に関する保証、あるいは取引過程、使用、取引慣行によって発生する保証をはじめとする、明示されたまたは黙示された一切の
保証の責任を負わないものとします。

いかなる場合においても、シスコおよびその供給者は、このマニュアルの使用または使用できないことによって発生する利益
の損失やデータの損傷をはじめとする、間接的、派生的、偶発的、あるいは特殊な損害について、あらゆる可能性がシスコまた
はその供給者に知らされていても、それらに対する責任を一切負わないものとします。

このマニュアルで使用している IP アドレスと電話番号は、実際のアドレスと電話番号を示すものではありません。マニュア
ル内の例、コマンド表示出力、ネットワーク トポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説
明の中に実際のアドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるもの
です。

このドキュメントのすべての印刷版と複製ソフトは管理対象外と見なされます。最新版については、現在のオンライン バー
ジョンを参照してください。

シスコは世界各国 200 箇所にオフィスを開設しています。各オフィスの住所、電話番号、FAX 番号は当社の Web サイト
（www.cisco.com/go/offices）をご覧ください。

通信、サービス、およびその他の情報
 シスコからタイムリーな関連情報を受け取るには、Cisco Profile Manager でサインアップしてください。

 重要な技術によりビジネスに必要な影響を与えるには、シスコ サービスにアクセスしてください。

 サービス リクエストを送信するには、シスコ サポートにアクセスしてください。

 安全で検証済みのエンタープライズクラスのアプリケーション、製品、ソリューション、およびサービスを探して参照す
るには、Cisco Marketplace にアクセスしてください。

 一般的なネットワーキング、トレーニング、認定関連の出版物を入手するには、Cisco Press にアクセスしてください。

 特定の製品または製品ファミリの保証情報を探すには、Cisco Warranty Finder にアクセスしてください。

Cisco バグ検索ツール
Cisco バグ検索ツール（BST）は、シスコ製品とソフトウェアの障害と脆弱性の包括的なリストを管理する Cisco バグ追跡シ
ステムへのゲートウェイとして機能する、Web ベースのツールです。BST は、製品とソフトウェアに関する詳細な障害情報を
提供します。

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this
URL: www.cisco.com/go/trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a
partnership relationship between Cisco and any other company. (1721R)

© 2016, 2021 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
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