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IPv4 アドレスの設定

この章では、ネットワーキング デバイスの一部であるインターフェイスでの IPv4 アドレスの設定およ

びその手順について説明します。

（注） このマニュアルでは、これ以降 IPv4 アドレスを示す場合、IPv4 ではなく、IP だけ使用します。

このモジュール内の機能情報の検索

ご使用の Cisco IOS ソフトウェア リリースが、このモジュールで説明している機能の一部をサポート

していない場合があります。このモジュール内に記載されている特定の機能のリンクにアクセスする場

合、および各機能がサポートされているリリースのリストを参照する場合は、「IP アドレスの機能情報」

（P.27）を参照してください。

プラットフォームと、Cisco IOS および Catalyst OS ソフトウェア イメージに関するサポート情報
の検索 
プラットフォームのサポートと、Cisco IOS および Catalyst OS ソフトウェア イメージのサポートに関

する情報を検索するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、

http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスしてください。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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IPv4 アドレスの設定

  IP アドレスに関する情報
IP アドレスに関する情報
IP アドレスを設定するには、次の概念を理解しておく必要があります。

• 「2 進数ナンバリング」（P.2）

• 「IP アドレスの構造」（P.4）

• 「IP アドレス クラス」（P.5）

• 「IP ネットワークのサブネット化」（P.7）

• 「IP ネットワーク アドレス割り当て」（P.8）

• 「クラスレス Inter-Domain ルーティング」（P.11）

• 「プレフィクス」（P.11）

2 進数ナンバリング

IP アドレスは 32 ビット長です。32 ビットは 4 つのオクテット（8 ビット）に分割されます。2 進数ナ

ンバリングの基本を理解しておくと、ネットワークで IP アドレスを管理する場合に非常に役に立ちま

す。これは、32 ビットの値が変わると、別の IP ネットワーク アドレスまたは IP ホスト アドレスのい

ずれかを示すためです。

2 進数の値は、右から左に順番に 0 ～ 7 で累乗した 2 を、各位置の数（0 または 1）に掛けた数値で表

されます。図 1 に、8 桁の 2 進数の例を示します。

図 1 8 桁の 2 進数の例
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IPv4 アドレスの設定

  IP アドレスに関する情報
図 2 に、0 ～ 255 における 2 進数から 10 進数の変換例を示します。

図 2 0 ～ 134 における 2 進数から 10 進数への変換
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IPv4 アドレスの設定

  IP アドレスに関する情報
図 3 に、135 ～ 255 における 2 進数から 10 進数の変換例を示します。

図 3 135 ～ 255 における 2 進数から 10 進数への変換

IP アドレスの構造

IP ホスト アドレスは、IP パケットを送信できるデバイスを示します。IP ネットワーク アドレスは、1 
つ以上のホストが接続できる特定のネットワーク セグメントを示します。次に、IP アドレスの特性を

示します。

• IP アドレスは 32 ビット長です。

• IP アドレスは、それぞれが 1 バイト（オクテット）の 4 セクションに分割されます。

• IP アドレスは、通常、ドット付き 10 進で知られる形式で記述されます。

表 1 に、IP アドレスの例をいくつか示します。
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表 1 IP アドレスの例

ドット付き 10 進形式の IP アドレス 2 進数形式の IP アドレス

10.34.216.75 00001010.00100010.11011000.01001011

172.16.89.34 10101100.00010000.01011001.00100010

192.168.100.4 11000000.10101000.01100100.00000100
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（注） 表 1 の IP アドレスは、RFC 1918『Address Allocation for Private Internets』のものです。これらの IP 
アドレスは、インターネット上でルーティングできません。これらは、プライベート ネットワークで使

用されます。RFC1918 の詳細については、http://www.ietf.org/rfc/rfc1918.txt を参照してください。

IP アドレスは、ネットワークおよびホストとして知られる 2 つのセクションにさらに分割されます。

この分割は、IP アドレスからクラスの任意の範囲で行われます。詳細については、RFC 791『Internet 
Protocol』（http://www.ietf.org/rfc/rfc0791.txt）を参照してください。

IP アドレス クラス

IP アドレスの割り当て方法にいくつかの構造を提供するため、IP アドレスはクラスにグループ化され

ます。各クラスには、IP アドレスの範囲があります。各クラスの IP アドレスの範囲は、32 ビット IP 
アドレスのネットワーク セクションに割り当てられるビットの数により決まります。ネットワーク セ
クションに割り当てられるビットの数は、ドット付き 10 進形式のマスク、または略字 /n（ここで n は
マスクのビットの数です）で表されます。

表 2 に、クラスおよび各クラスに関連付けられるマスクごとの IP アドレスの範囲のリストを示します。

太字の数値は、各クラスの IP アドレスのネットワーク セクションを示します。他の数値は、ホスト IP 
アドレスに使用できます。たとえば、IP アドレス 10.90.45.1、マスク 255.0.0.0 は、ネットワーク IP 
アドレス 10.0.0.0 およびホスト IP アドレス 0.90.45.1 に分割されます。

表 2 クラスおよびマスク別の IP アドレス範囲

クラス 範囲

A（ドット付き 10 進形式の範囲 /マ
スク）

0.0.0.0 ～ 127.0.0.0/8（255.0.0.0）

A（2 進数形式の範囲） 00000000.00000000.00000000.00000000 ～
01111111.00000000.00000000.00000000

A（2 進数形式のマスク） 11111111.00000000.00000000.00000000/8

B（ドット付き 10 進形式の範囲 /マ
スク）

128.0.0.0 ～ 191.255.0.0/16（255.255.0.0）

B（2 進数形式の範囲） 10000000.00000000.00000000.00000000 ～
10111111.11111111.00000000.00000000

B（2 進数形式のマスク） 11111111.11111111.00000000.00000000/16

C（ドット付き 10 進形式の範囲 /マ
スク）

192.0.0.0 ～ 223.255.255.0/24（255.255.255.0）

C（2 進数形式の範囲） 11000000.00000000.00000000.00000000 ～
11011111.11111111.11111111.00000000

C（2 進数形式のマスク） 11111111.11111111.11111111.0000000/24

D1（ドット付き 10 進形式の範囲 /マ
スク）

224.0.0.0 ～ 239.255.255.255/32（255.255.255.255）

D（2 進数形式の範囲） 11100000.00000000.00000000.00000000 ～
11101111.11111111.11111111.11111111

D（2 進数形式のマスク） 11111111.11111111.11111111.11111111/32

E2（ドット付き 10 進形式の範囲 /マ
スク）

240.0.0.0 ～ 255.255.255.255/32（255.255.255.255）
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（注） これらの範囲の一部の IP アドレスは、特殊な目的のために予約されています。詳細については、RFC 
3330『Special-Use IP Addresses』（http://www.ietf.org/rfc/rfc3330.txt）を参照してください。

ネットワーク マスク内の数値が 1 から 0 または 0 から 1 に変更されると、ネットワーク アドレスが変

わります。たとえば、10101100.00010000.01011001.00100010/16 を 
10101100.00110000.01011001.00100010/16 に変更すると、ネットワーク アドレスが 172.16.89.34/16 
から 172.48.89.34/16 に変わります。

ネットワーク マスク外の数値が 1 から 0 または 0 から 1 に変更されると、ホスト アドレスが変わりま

す。たとえば、10101100.00010000.01011001.00100010/16 を 
10101100.00010000.01011001.00100011/16 に変更すると、ホスト アドレスが 172.16.89.34/16 から 
172.16.89.35/16 に変わります。

各クラスの IP アドレスは、特定の範囲の IP ネットワーク アドレスおよび IP ホスト アドレスをサポー

トします。各クラスで使用できる IP ネットワーク アドレスの範囲は、使用できるビットの数で 2 を累

乗した式で求められます。クラス A アドレスの場合、 初のオクテット（表 2）の 初のビットの値

は常に 0 です。7 ビットは、追加ネットワーク アドレスの作成用です。そのため、クラス A で使用で

きる IP ネットワーク アドレスは 128 あります（27 = 128）。

IP アドレス クラスで使用できる IP ホスト アドレスの数は、使用できるビットの数で 2 を累乗し 2 を
引いた数で求められます。IP ホスト アドレスのクラス A アドレスで使用できるビットは 24 あります。

そのため、クラス A で使用できる IP ホスト アドレスは 16,777,214 あります（(224) - 2 = 16,777,214）。

（注） 累乗した数から 2 を引くのは、ホストで使用できない IP アドレスが 2 つあるためです。すべて 0 のホ

スト アドレスは、ネットワーク アドレスと同じになるため使用できません。たとえば、10.0.0.0 は、

IP ネットワーク アドレスと IP ホスト アドレスの両方で使用できません。すべて 1 のアドレスは、ネッ

トワークのすべてのホストにアクセスするときに使用されるブロードキャスト アドレスです。たとえ

ば、アドレスが 10.255.255.255 の IP データグラムは、ネットワーク 10.0.0.0 のすべてのホストにより

受け入れられます。

表 3 に、各クラスの IP アドレスで使用できるネットワークおよびホスト アドレスを示します。

E（2 進数形式の範囲） 11110000.00000000.00000000.00000000 ～
11111111.11111111.11111111.11111111

E（2 進数形式のマスク） 11111111.11111111.11111111.11111111/32

1. クラス D の IP アドレスは、マルチキャスト アプリケーションに予約されています。

2. クラス E の IP アドレスは、ブロードキャスト トラフィックに予約されています。

表 2 クラスおよびマスク別の IP アドレス範囲 （続き）

クラス 範囲

表 3 各クラスの IP アドレスで使用できるネットワークおよびホスト アドレス

クラス ネットワーク アドレス ホスト アドレス

A 128 16,777,214

B 16,3841

1. 表 2 に示すように、 初の 2 ビットは常に 10 になるた
め、クラス B の IP ネットワーク アドレスで使用できる
ビットは 14 だけです。

65534

C 2,097,1522 254
6
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IP ネットワークのサブネット化

IP アドレス クラスのネットワークおよびホスト ビットを任意に分割したことで、IP スペースの割り当

てが非効率的になりました。たとえば、ネットワークに 16 の物理セグメントがある場合、16 の IP 
ネットワーク アドレスが必要です。16 のクラス B の IP ネットワーク アドレスを使用する場合、各物

理セグメントで 65,534 のホストをサポートできます。サポートされるホスト IP アドレスは合計で 
1,048,544（16 × 65,534 = 1,048,544）です。単一のネットワーク セグメントで 65,534 のホストを使

用できるネットワーク テクノロジーはあまりありません。また、1,048,544 の IP ホスト アドレスを必

要とする組織もあまりありません。この問題では、同様の IP サブネットワーク アドレスのグループに 
IP ネットワーク アドレスを分割できる新しい戦略を開発する必要がありました。この戦略は、サブ

ネット化と呼ばれます。

たとえば、ネットワークに 16 の物理セグメントがある場合、16 の IP サブネットワーク アドレスが必

要です。これは、1 つのクラス B の IP アドレスで実現できます。たとえば、クラス B の IP アドレス 
172.16.0.0 の場合、3 番めのオクテットから 4 ビットをサブネット ビットとして予約できます。これに

より、16 のサブネット IP アドレスを使用できます（24 = 16）。表 4 に、172.16.0.0/20 の IP サブネッ

トを示します。

2. 表 2 に示すように、最初の 3 ビットは常に 110 になるた
め、クラス C の IP ネットワーク アドレスで使用できる
ビットは 21 だけです。

表 4 172.16.0.0/20 を使用した IP サブネット アドレスの例

数値

ドット付き 10 進形式の IP サブネット 
アドレス 2 進数形式の IP サブネット アドレス

01

1. サブネット ビットがすべて 0 に設定されている最初のサブネットは、サブネット 0 と呼ばれます。これはネット
ワーク アドレスとの区別ができないため、注意して使用する必要があります。

172.16.0.0 10101100.00010000.00000000.00000000

1 172.16.16.0 10101100.00010000.00010000.00000000

2 172.16.32.0 10101100.00010000.00100000.00000000

3 172.16.48.0 10101100.00010000.00110000.00000000

4 172.16.64.0 10101100.00010000.01000000.00000000

5 172.16.80.0 10101100.00010000.01010000.00000000

6 172.16.96.0 10101100.00010000.01100000.00000000

7 172.16.112.0 10101100.00010000.01110000.00000000

8 172.16.128.0 10101100.00010000.10000000.00000000

9 172.16.144.0 10101100.00010000.10010000.00000000

10 172.16.160.0 10101100.00010000.10100000.00000000

11 172.16.176.0 10101100.00010000.10110000.00000000

12 172.16.192.0 10101100.00010000.11000000.00000000

13 172.16.208.0 10101100.00010000.11010000.00000000

14 172.16.224.0 10101100.00010000.11100000.00000000

15 172.16.240.0 10101100.00010000.11110000.00000000
7
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サブネットワーク（サブネット）マスク内の数値が 1 から 0 または 0 から 1 に変更されると、サブネッ

トワーク アドレスが変わります。たとえば、10101100.00010000.01011001.00100010/20 を 
10101100.00010000.01111001.00100010/20 に変更すると、ネットワーク アドレスが 172.16.89.34/20 
から 172.48.121.34/20 に変わります。

サブネット マスク内の数値が 1 から 0 または 0 から 1 に変更されると、ホスト アドレスが変わります。

たとえば、10101100.00010000.01011001.00100010/20 から 
10101100.00010000.01011001.00100011/20 に変更すると、ホスト アドレスが 172.16.89.34/20 から 
172.16.89.35/20 に変わります。

ワンポイント アドバイス 手動による IP ネットワーク、サブネットワークおよびホストの計算の必要性をなくすには、インター

ネットで利用できるいずれかの無料の IP サブネット カリキュレータを使用します。

ネットワーク アドレスとサブネットまたはサブネットワーク アドレスという用語は混同しやすいこと

もあります。また、これらを使用する状況も複雑な場合があります。一般的に、ネットワーク アドレ
スという用語は、「特定のネットワーク セグメント用の宛先 IP ホストでトラフィックを受信できるよ

うに、ルータがトラフィックをそのセグメントに送信するときに使用する IP アドレス」を表します。

そのため、ネットワーク アドレスという用語は、サブネット化されていない IP ネットワーク アドレス

とサブネット化された IP ネットワーク アドレスの両方に使用できます。実際はサブネット化された

ネットワーク アドレスである特定の IP ネットワーク アドレスにルータからトラフィックを転送すると

きの問題をトラブルシューティングする場合、宛先ネットワーク アドレスをサブネット ネットワーク 
アドレスとするとより詳しくなります。これは、ルーティング プロトコルによっては、サブネット 
ネットワーク ルートとネットワーク ルートのアドバイタズの処理が異なる場合があるためです。たと

えば、RIP v2 のデフォルトの動作では、ルーティング アップデートを他のルータに送信するときに、

サブネット化されていないネットワーク アドレス（172.16.32.0/24 は RIP v2 により 172.16.0.0/16 と
してアドバタイズされます）に接続されるようにサブネット ネットワーク アドレスを自動的に集約し

ます。そのため、他のルータが、ネットワークの IP ネットワーク アドレスを認識している場合もあり

ますが、その IP ネットワーク アドレスのサブネット化されたネットワーク アドレスを認識していない

場合もあります。

ヒント IP アドレス空間という用語は、IP アドレスの範囲を示すときに使用されることがあります。次に例を

示します。「現在の IP アドレス空間で使用できるすべての IP アドレスを使用しているために新しい IP 
ネットワーク アドレスをネットワークに割り当てる必要があります。」

IP ネットワーク アドレス割り当て

ルータは、IP ネットワーク アドレスを追跡し、ネットワークのネットワーク IP トポロジ（OSI リファ

レンス モデルのレイヤ 3）を理解して、IP トラフィックを正しくルートできます。ルータがネット

ワーク レイヤ（IP）トポロジを理解できるようにするには、ルータにより他の物理ネットワーク セグ

メントから分離されているすべての個々の物理ネットワーク セグメントに、固有の IP ネットワーク ア
ドレスが必要です。

図 4 に、IP ネットワーク アドレスが正しく設定された簡単なネットワークの例を示します。R1 のルー

ティング テーブルは、表 5 のようになります。

表 5 正しく設定されたネットワークのルーティング テーブル 

インターフェイス イーサネット 0 インターフェイス イーサネット 1

172.31.32.0/24（接続） 172.31.16.0/24（接続）
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IPv4 アドレスの設定

  IP アドレスに関する情報
図 4 正しく設定されたネットワーク

図 5 に、IP ネットワーク アドレスが正しく設定されていない簡単なネットワークの例を示します。R1 
のルーティング テーブルは、表 6 のようになります。IP アドレスが 172.31.32.3 の PC が、IP アドレ

ス 172.31.32.54 の PC に IP トラフィックを送信しようした場合、ルータ R1 は、IP アドレスが 
172.31.32.54 の PC の接続先となるインターフェイスを判別できません。

E1 172.31.16.1

E0 172.31.32.1

172.31.16.2

172.31.16.3

172.31.16.4

172.31.32.2

172.31.32.3

172.31.32.4

R1

 172.31.32.0/24

 172.31.16.0/24

S1

S2

E1 172.31.16.1

E0 172.31.32.1

172.31.16.2

172.31.16.3

172.31.16.4

172.31.32.2

172.31.32.3

172.31.32.4

R1R1

 172.31.32.0/24

 172.31.16.0/24

S1

S2

18
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表 6 正しく設定されていないネットワークのルータ R1 のルーティング テーブル（例 1）

イーサネット 0 イーサネット 1

172.31.32.0/24（接続） 172.31.32.0/24（接続）
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IPv4 アドレスの設定

  IP アドレスに関する情報
図 5 正しく設定されていないネットワーク（例 1）

図 5 のような間違いを防止するため、Cisco IOS-based ネットワーキング デバイスでは、IP ルーティ

ングがイネーブルにされている場合にルータの複数のインターフェイスで同じ IP ネットワーク アドレ

スを設定できません。

172.16.31.0/24 が R2 および R3 で使用されている、図 6 のような間違いを防ぐ唯一の方法として、IP 
ネットワーク アドレスを割り当てている場所を正確に示したネットワーク ドキュメントが必要です。

図 6 正しく設定されていないネットワーク（例 2）

18
62

69

 172.31.32.0/24

 172.31.32.0/24

表 7 正しく設定されていないネットワークのルータ R1 のルーティング テーブル（例 2）

イーサネット 0 シリアル 0 シリアル 1

172.16.32.0/24（接続） 192.168.100.4/29（接続）
172.16.31.0/24 RIP

192.168.100.8/29（接続）
172.16.31.0/24 RIP

R1

R3R2

172.16.31.5/24 172.16.31.6/24

172.16.32.5/24

192.168.100.5/29

192.168.100.6/29

192.168.100.9/29

192.168.100.10/29

E0 E0

E0

S0 S1

S0 S0

R1

R3R2

R1R1

R3R3R2R2

172.16.31.5/24 172.16.31.6/24

172.16.32.5/24

192.168.100.5/29

192.168.100.6/29

192.168.100.9/29

192.168.100.10/29

E0 E0

E0

S0 S1

S0 S0

18
62

70
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IPv4 アドレスの設定

  IP アドレスの設定方法
IP ルーティングの詳細については、「関連資料」（P.25）で IP ルーティングに関連するドキュメントの

リストを参照してください。

クラスレス Inter-Domain ルーティング

インターネットの使用が増加を続け、表 2 に示すように、クラス構造を使用した IP アドレスの割り当

て方法には制限があるため、IP アドレスを割り当てるためのさらに柔軟な方法が必要になりました。

この新しい方法については、RFC 1519『Classless Inter-Domain Routing (CIDR): an Address 
Assignment and Aggregation Strategy』に記載されています。CIDR により、ネットワーク管理者は、

任意のマスクを IP アドレスに適用して、管理するネットワークの要件を満たす IP アドレッシング計画

を作成できます。

CIDR の詳細については、RFC 1519（http://www.ietf.org/rfc/rfc1519.txt）を参照してください。

プレフィクス

プレフィクスという用語は、通常、ルーティング テーブルの構築に重要な IP ネットワーク アドレスの

ビット数を示すときに使用されます。クラスフル（A、B、C ネットワーク アドレス境界を厳守する）

IP アドレスだけを使用する場合、プレフィクスは、アドレスのクラスのマスクと同じです。たとえば、

クラスフル IP アドレッシングを使用すると、192.168.10.0 などのクラス C の IP ネットワーク アドレ

スは、24 ビットのマスク（/24 または 255.255.255.0）を使用します。また、24 ビットのプレフィクス

を使用するということもできます。

CIDR を使用する場合、プレフィクスは、ネットワークのルーティング テーブルをどのように読み込

むかに基づいて、IP ネットワーク アドレスに任意に割り当てられます。たとえば、192.168.10.0、
192.168.11.0、192.168.12.0、192.168.13.0 など、クラス C の IP アドレスのグループは、16 ビット プ
レフィクス（192.168.0.0/16）の 192.168.0.0 への単一ルートとしてアドバタイズできます。これによ

り、ネットワークのルータで管理が必要なルートの数が 1/4 に削減されます。

IP アドレスの設定方法
ここでは、次の作業について説明します。

• 「IP アドレスをインターフェイスに割り当てることによるネットワークとの IP 接続の確立」（P.11）

• 「セカンダリ IP アドレスの使用によるネットワークでサポートされる IP ホストの数の増加」（P.13）

• 「ポイントツーポイント WAN インターフェイスでの IP アンナンバードを使用することによる、IP 
接続の確立を必要とする IP アドレス数の削減」（P.14）

• 「ポイントツーポイント WAN インターフェイスで 31 ビット プレフィクスの IP アドレスを使用す

ることによる、IP 接続の確立を必要とする IP アドレス数の削減」（P.16）

• 「IP サブネット ゼロの使用を許可することによる、使用できる IP サブネットの数の 大化」（P.19）

• 「ネットワーク マスクの形式の指定」（P.20）

IP アドレスをインターフェイスに割り当てることによるネットワークとの 
IP 接続の確立

インターフェイスで IP アドレスを設定するには、次の操作を実行します。
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IPv4 アドレスの設定

  IP アドレスの設定方法
手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. interface type number

4. no shutdown

5. ip address ip-address mask

6. end

手順の詳細

トラブルシューティングのヒント

次のコマンドは、IP アドレッシングのトラブルシューティングに役に立ちます。

• show ip interface：インターフェイスの IP パラメータを表示します。

• show ip route connected：ネットワーキング デバイスの接続先 IP ネットワークを表示します。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 interface type number

例：
Router(config)# interface fastethernet 0/0

インターフェイスを指定し、インターフェイス コンフィ

ギュレーション モードを開始します。

ステップ 4 no shutdown

例：
Router(config-if)# no shutdown

インターフェイスをイネーブルにします。

ステップ 5 ip address ip-address mask

例：
Router(config-if)# ip address 172.16.16.1 
255.255.240.0

インターフェイスの IP アドレスを設定します。

ステップ 6 end

例：
Router(config-if)# end

現在のコンフィギュレーション モードを終了し、特権 
EXEC モードに戻ります。
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IPv4 アドレスの設定

  IP アドレスの設定方法
セカンダリ IP アドレスの使用によるネットワークでサポートされる IP ホ
ストの数の増加

ネットワーク セグメントを割り当てているサブネットで使用できる IP ホスト アドレスをすべて使用し

ている状態で、ネットワーク セグメントにさらに多くの IP ホストを接続する必要がある場合、セカン

ド IP ネットワーク アドレスをネットワーク セグメントに追加することで、サブネットが異なるすべて

のホストのアドレッシングを変更する必要がなくなります。

インターフェイスでセカンダリ IP アドレスを設定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. interface type number

4. no shutdown

5. ip address ip-address mask

6. ip address ip-address mask secondary

7. end

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力しま

す。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 interface type number

例：
Router(config)# interface fastethernet 0/0

インターフェイスを指定し、インターフェイス コンフィ

ギュレーション モードを開始します。

ステップ 4 no shutdown

例：
Router(config-if)# no shutdown

インターフェイスをイネーブルにします。

ステップ 5 ip address ip-address mask

例：
Router(config-if)# ip address 172.16.16.1 
255.255.240.0

インターフェイスの IP アドレスを設定します。
13



 

IPv4 アドレスの設定

  IP アドレスの設定方法
トラブルシューティングのヒント

次のコマンドは、IP アドレッシングのトラブルシューティングに役に立ちます。

• show ip interface：インターフェイスの IP パラメータを表示します。

• show ip route connected：ネットワーキング デバイスの接続先 IP ネットワークを表示します。

次の作業

ネットワークで複数のルータを使用していて、ルーティング プロトコルをすでに設定している場合、

他のルータが、割り当てられている新しい IP ネットワークにアクセスできるようにします。この場合、

状況によっては、新しいネットワークをアドバタイズできるように、ルータのルーティング プロトコ

ルの設定を変更する必要があります。ルーティング プロトコルの設定については、次の URL の
『Cisco IOS IP Routing Protocols Configuration Guide, Release 12.4T』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/iproute/configuration/guide/12_4t/irp_12_4t_book.html.

ポイントツーポイント WAN インターフェイスでの IP アンナンバードを使
用することによる、IP 接続の確立を必要とする IP アドレス数の削減

IP ネットワークまたはサブネット アドレスの数が制限されていて、ネットワークでポイントツーポイ

ント WAN を使用している場合、IP アンナンバード インターフェイス機能を使用することで、実際に 
IP アドレスを割り当てることなく、ポイントツーポイント WAN インターフェイスの IP 接続をイネー

ブルにできます。

ポイントツーポイント WAN インターフェイスで IP アンナンバード インターフェイス機能を設定する

には、次の作業を実行します。

• 「IP アンナンバード機能」（P.15）

• 「制約事項」（P.15）

• 「手順の概要」（P.15）

• 「手順の詳細」（P.15）

• 「トラブルシューティングのヒント」（P.16）

ステップ 6 ip address ip-address mask secondary

例：
Router(config-if)# ip address 172.16.32.1 
255.255.240.0 secondary

インターフェイスでセカンダリ IP アドレスを設定します。

ステップ 7 end

例：
Router(config-if)# end

現在のコンフィギュレーション モードを終了し、特権 
EXEC モードに戻ります。

コマンドまたはアクション 目的
14
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IPv4 アドレスの設定

  IP アドレスの設定方法
IP アンナンバード機能

IP アンナンバード インターフェイス機能を使用すると、明示的な IP アドレスに割り当てることなく、

ポイントツーポイント WAN インターフェイスで IP 処理をイネーブルにできます。IP アンナンバード 
ポイントツーポイント WAN インターフェイスは、別のインターフェイスの IP アドレスを使用して IP 
接続をイネーブルにします。これにより、ネットワーク アドレスを節約できます。

制約事項

IP アンナンバード インターフェイス機能には次の制約事項が適用されます。

• IP アンナンバード インターフェイス機能がサポートされるのは、ポイントツーポイント（非マル

チアクセス）WAN インターフェイスだけです。

• IP アンナンバード インターフェイス機能を使用するインターフェイスで Cisco IOS イメージを

ネットブートできません。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. interface type number

4. no shutdown

5. ip address ip-address mask

6. interface type number

7. no shutdown

8. ip unnumbered type number

9. end

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 interface type number

例：
Router(config)# interface fastethernet 0/0

インターフェイスを指定し、インターフェイス コンフィ

ギュレーション モードを開始します。
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IPv4 アドレスの設定

  IP アドレスの設定方法
トラブルシューティングのヒント

次のコマンドは、IP アドレッシングのトラブルシューティングに役に立ちます。

• show ip interface：インターフェイスの IP パラメータを表示します。

• show ip route connected：ネットワーキング デバイスの接続先 IP ネットワークを表示します。

ポイントツーポイント WAN インターフェイスで 31 ビット プレフィクス
の IP アドレスを使用することによる、IP 接続の確立を必要とする IP アド
レス数の削減

ネットワーキング デバイスにより使用される IP サブネットの数を削減して、RFC 3021 で規定されて

いる 31 ビット プレフィクスの IP アドレスを使用して接続先のポイントツーポイント WAN との IP 接
続を確立できます。

ポイントツーポイント WAN インターフェイスで 31 ビット プレフィクスの IP アドレスを設定するに

は、次の作業を実行します。

• 「RFC 3021」（P.17）

ステップ 4 no shutdown

例：
Router(config-if)# no shutdown

インターフェイスをイネーブルにします。

ステップ 5 ip address ip-address mask 

例：
Router(config-if)# ip address 172.16.16.1 
255.255.240.0 

インターフェイスの IP アドレスを設定します。

ステップ 6 interface type number

例：
Router(config-if)# interface serial 0/0

ポイントツーポイント WAN インターフェイスを指定して、

インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始

します。

ステップ 7 no shutdown

例：
Router(config-if)# no shutdown

ポイントツーポイント WAN インターフェイスをイネーブ

ルにします。

ステップ 8 ip unnumbered type number 

例：
Router(config-if)# ip unnumbered fastethernet 
0/0

ポイントツーポイント WAN インターフェイスで IP アンナ

ンバード機能をイネーブルにします。

この例では、ポイントツーポイント WAN インターフェイ

スは、ファスト イーサネット 0/0 から IP アドレス 
172.16.16.1 を使用します。

ステップ 9 end

例：
Router(config-if)# end

現在のコンフィギュレーション モードを終了し、特権 
EXEC モードに戻ります。

コマンドまたはアクション 目的
16
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  IP アドレスの設定方法
• 「前提条件」（P.18）

• 「制約事項」（P.18）

• 「手順の概要」（P.18）

• 「手順の詳細」（P.18）

• 「トラブルシューティングのヒント」（P.19）

RFC 3021

RFC 3021『Using 31-bit Prefixes on IPv4 Point-to-Point Links』より以前では、多くのネットワーク管

理者は、30 ビット サブネット マスク（255.255.255.252）の IP アドレスをポイントツーポイント イン

ターフェイスに割り当て、IP アドレス空間を節約していました。これにより、255.255.255.240 などの

より短いサブネット マスクの IP アドレスを割り当てた場合よりも、IP アドレス空間を節約できました

が、30 ビット サブネット マスクの IP アドレスでは、リンクあたり 4 つのアドレスが必要です。これ

らは、ホスト アドレスが 2 つ（リンクの各ホスト インターフェイスに 1 つずつ）、すべてゼロのネット

ワーク アドレスが 1 つ、すべて 1 のブロードキャスト ネットワーク アドレスが 1 つです。

表 8 に、30 ビット（255.255.255.252 または /30）サブネット マスクが IP アドレス 192.168.100.4 に
適用されるときに作成される 4 つの IP アドレスの例を示します。ホスト IP アドレスの指定に使用され

るビットは太字で示しています。

ポイントツーポイントにはエンドポイント（ホスト）は 2 つだけで、一方のホストで転送される任意の

パケットは、常にもう一方のホストで受信されるため、ブロードキャスト サポートは必要ありません。

そのため、すべて 1 のブロードキャスト IP アドレスは、ポイントツーポイント インターフェイスには

必要ありません。

RFC 3021 を簡単に説明すると、31 ビット プレフィクス（31 ビット サブネット マスクを IP アドレス

に適用されることで作成されます）を使用することで、ポイントツーポイント ネットワークですべて

ゼロとすべて 1 の IP アドレスをホスト アドレスとして割り当てることができます。RFC 3021 より以

前では、ポイントツーポイント リンクで一般的に使用される 長のプレフィクスは 30 ビットでした。

つまり、すべてゼロとすべて 1 の IP アドレスは使用されていませんでした。

表 9 に、31 ビット（255.255.255.254 または /31）サブネット マスクが IP アドレス 192.168.100.4 に
適用されるときに作成される 2 つの IP アドレスの例を示します。ホスト IP アドレスの指定に使用され

るビットは太字で示しています。

表 8 30 ビット サブネット マスク（/30）が使用されるときに作成される 4 つの IP アドレス

Address 説明 2 進数

192.168.100.4/30 すべてゼロの IP アドレス 11000000.10101000.01100100.00000100

192.168.100.5/30 初のホスト アドレス 11000000.10101000.01100100.00000101

192.168.100.6/30 2 番めのホスト アドレス 11000000.10101000.01100100.00000110

192.168.100.7/30 すべて 1 のブロードキャス

ト アドレス

11000000.10101000.01100100.00000111

表 9 31 ビット サブネット マスク（/31）が使用されるときに作成される 4 つの IP アドレス

Address 説明 2 進数

192.168.100.4/31 初のホスト アドレス 11000000.10101000.01100100.00000100

192.168.100.5/31 2 番めのホスト アドレス 11000000.10101000.01100100.00000101
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  IP アドレスの設定方法
RFC 3021 の詳細については、http://www.ietf.org/rfc/rfc3021.txt を参照してください。

前提条件

31 ビット プレフィクスの IP アドレスをポイントツーポイント インターフェイスで設定する前に、ク

ラスレス IP アドレッシングをネットワーキング デバイスで設定する必要があります。クラスレス IP 
アドレッシングは、Cisco IOS ソフトウェアの多くのバージョンでデフォルトでイネーブルにされてい

ます。ネットワーキング デバイスで IP クラスレス アドレッシングが設定されているかわからない場

合、グローバル コンフィギュレーション モードで ip classless コマンドを入力して、クラスレス IP ア
ドレッシングをイネーブルにします。

制約事項

この作業は、ポイントツーポイント（非マルチアクセス）WAN インターフェイスだけで実行できます。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. ip classless

4. interface type number

5. no shutdown

6. ip address ip-address mask

7. end

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip classless

例：
Router(config)# ip classless

（任意）IP クラスレス（CIDR）をイネーブルにします。

（注） このコマンドは、Cisco IOS の多くのバージョンで

デフォルトでイネーブルにされています。ネット

ワーキング デバイスを実行している Cisco IOS の
バージョンでデフォルトでこのコマンドがイネー

ブルにされているかわからない場合、次に示すよ

うに ip classless コマンドを入力します。この作業

を実行したら、設定を表示します。ip classless コ
マンドが設定に表示されていない場合、デフォル

トでイネーブルにされています。
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  IP アドレスの設定方法
トラブルシューティングのヒント

次のコマンドは、IP アドレッシングのトラブルシューティングに役に立ちます。

• show ip interface：インターフェイスの IP パラメータを表示します。

• show ip route connected：ネットワーキング デバイスの接続先 IP ネットワークを表示します。

IP サブネット ゼロの使用を許可することによる、使用できる IP サブネッ
トの数の最大化

ネットワーク アドレスをすべて使用しているときに、ネットワークでサブネット化を使用すると、サ

ブネット ゼロを設定できるようにネットワーキング デバイスを設定できます。これにより、IP アド

レッシング方式のすべてのサブネットに使用できるネットワーク アドレスが 1 つ追加されます。表 4 
に、172.16.0.0/20 の IP サブネット（サブネット 0 を含む）を示します。

ネットワーキング デバイスで IP サブネット ゼロの使用をイネーブルにするには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. ip subnet-zero

4. interface type number

5. no shutdown

6. ip address ip-address mask

7. end

ステップ 4 interface type number

例：
Router(config)# interface serial 0/0

ポイントツーポイント WAN インターフェイスを指定して、

インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始

します。

ステップ 5 no shutdown

例：
Router(config-if)# no shutdown

インターフェイスをイネーブルにします。

ステップ 6 ip address ip-address mask

例：
Router(config-if)# ip address 192.168.100.4 
255.255.255.254

31 ビット プレフィクスの IP アドレスをポイントツーポイ

ント WAN インターフェイスで設定します。

ステップ 7 end

例：
Router(config-if)# end

現在のコンフィギュレーション モードを終了し、特権 
EXEC モードに戻ります。

コマンドまたはアクション 目的
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  IP アドレスの設定方法
手順の詳細

トラブルシューティングのヒント

次のコマンドは、IP アドレッシングのトラブルシューティングに役に立ちます。

• show ip interface：インターフェイスの IP パラメータを表示します。

• show ip route connected：ネットワーキング デバイスの接続先 IP ネットワークを表示します。

ネットワーク マスクの形式の指定

デフォルトでは、show コマンドは、IP アドレスおよびそのネットマスクをドット付き 10 進表記で表

示します。たとえば、サブネットは 131.108.11.55 255.255.255.0 として表示されます。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip subnet-zero

例：
Router(config)# ip subnet-zero

IP サブネット ゼロの使用をイネーブルにします。

ステップ 4 interface type number

例：
Router(config)# interface fastethernet 0/0

インターフェイスを指定し、インターフェイス コンフィ

ギュレーション モードを開始します。

ステップ 5 no shutdown

例：
Router(config-if)# no shutdown

インターフェイスをイネーブルにします。

ステップ 6 ip address ip-address mask 

例：
Router(config-if)# ip address 172.16.0.1 
255.255.240.0

インターフェイスでサブネット ゼロ IP アドレスを設定し

ます。

ステップ 7 end

例：
Router(config-if)# end

現在のコンフィギュレーション モードを終了し、特権 
EXEC モードに戻ります。
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  IP アドレスの設定方法
ネットワーク マスクは、16 進数形式またはビット カウント形式で表示する方が便利なこともありま

す。16 進数形式は通常 UNIX システムで使用されます。前述の例の場合、131.108.11.55 
0XFFFFFF00 として表示されます。

ビット カウント形式でネットワーク マスクを表示すると、アドレス自体にスラッシュ（/）とネットマ

スクの合計ビット数が追加されます。前述の例の場合、131.108.11.55/24 として表示されます。

• 「現在のセッションでのネットマスクの表示形式の指定」

• 「個々の回線でのネットマスクの表示形式の指定」

現在のセッションでのネットマスクの表示形式の指定

現在のセッションでのネットマスクの表示形式を指定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. enable

2. term ip netmask-format {bitcount | decimal | hexadecimal}

手順の詳細

個々の回線でのネットマスクの表示形式の指定

個々の回線でのネットマスクの表示形式を指定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. line vty first last

4. term ip netmask-format {bitcount | decimal | hexadecimal}

5. end

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 term ip netmask-format {bitcount | decimal | 
hexadecimal}

例：
Router# term ip netmask-format hexadecimal

ルータでのネットワーク マスクの表示に使用される形式を

指定します。
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  IP アドレスの設定例
手順の詳細

IP アドレスの設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

• 「IP アドレスをインターフェイスに割り当てることによるネットワークとの IP 接続の確立：例」（P.22）

• 「セカンダリ IP アドレスの使用によるネットワークでサポートされる IP ホストの数の増加：例」

（P.23）

• 「ポイントツーポイント WAN インターフェイスでの IP アンナンバードを使用することによる、IP 
接続の確立を必要とする IP アドレス数の削減：例」（P.23）

• 「ポイントツーポイント WAN インターフェイスで 31 ビット プレフィクスの IP アドレスを使用す

ることによる、IP 接続の確立を必要とする IP アドレス数の削減：例」（P.24）

• 「IP サブネット ゼロの使用を許可することによる、使用できる IP サブネットの数の 大化：例」

（P.24）

IP アドレスをインターフェイスに割り当てることによるネットワークとの 
IP 接続の確立：例

次の例では、3 つのインターフェイスで IP アドレスを設定します。

!

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 line vty first last

例：
Router(config)# line vty 0 4

first および last 引数で指定した回線の範囲でライン コン

フィギュレーション モードを開始します。

ステップ 4 term ip netmask-format {bitcount | decimal | 
hexadecimal}

例：
Router(config-line)# ip netmask-format 
hexadecimal

ルータで個々の回線のネットワーク マスクを表示するとき

に使用される形式を指定します。

ステップ 5 end

例：
Router(config-if)# end

現在のコンフィギュレーション モードを終了し、特権 
EXEC モードに戻ります。
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  IP アドレスの設定例
interface FastEthernet0/0
no shutdown

 ip address 172.16.16.1 255.255.240.0
!
interface FastEthernet0/1
no shutdown

 ip address 172.16.32.1 255.255.240.0
!
interface FastEthernet0/2
no shutdown

 ip address 172.16.48.1 255.255.240.0
!

セカンダリ IP アドレスの使用によるネットワークでサポートされる IP ホ
ストの数の増加：例

次の例では、3 つのインターフェイスでセカンダリ IP アドレスを設定します。

!
interface FastEthernet0/0
no shutdown
ip address 172.16.16.1 255.255.240.0
ip address 172.16.32.1 255.255.240.0 secondary

!
!
interface FastEthernet0/1
no shutdown
ip address 172.17.16.1 255.255.240.0
ip address 172.17.32.1 255.255.240.0 secondary

!
!
interface FastEthernet0/2
no shutdown
ip address 172.18.16.1 255.255.240.0
ip address 172.18.32.1 255.255.240.0 secondary

!

ポイントツーポイント WAN インターフェイスでの IP アンナンバードを使
用することによる、IP 接続の確立を必要とする IP アドレス数の削減：例

次の例では、3 つのインターフェイスでアンナンバード IP 機能を設定します。

!
interface FastEthernet0/0
no shutdown
ip address 172.16.16.1 255.255.240.0

!
interface serial0/0
no shutdown
ip unnumbered fastethernet0/0

!
interface serial0/1
no shutdown
ip unnumbered fastethernet0/0

!
interface serial0/2
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  次の作業
no shutdown
ip unnumbered fastethernet0/0

!

ポイントツーポイント WAN インターフェイスで 31 ビット プレフィクス
の IP アドレスを使用することによる、IP 接続の確立を必要とする IP アド
レス数の削減：例

次の例では、2 つのインターフェイスで 31 ビット プレフィクスを設定します。

!
ip classless
!
interface serial0/0
no shutdown
ip address 192.168.100.2 255.255.255.254

!
!
interface serial0/1
no shutdown
ip address 192.168.100.4 255.255.255.254

IP サブネット ゼロの使用を許可することによる、使用できる IP サブネッ
トの数の最大化：例

次の例では、サブネット ゼロをイネーブルにします。

!
interface FastEthernet0/0
no shutdown

 ip address 172.16.16.1 255.255.240.0
!
ip subnet-zero
!

次の作業
ネットワークに複数のルータがあり、ルーティング プロトコルを設定していない場合、ルーティング 
プロトコルの設定については、次の URL の『Cisco IOS IP Routing Protocols Configuration Guide, 
Release 12.4T』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/iproute/configuration/guide/12_4t/irp_12_4t_book.html

参考資料
ここでは、IP アドレスに関する関連資料について説明します。
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  参考資料
関連資料

規格

MIB

RFC

関連項目 参照先

IP アドレッシング コマンド：コマンド構文の詳細、

コマンド モード、コマンド履歴、デフォルト、使用上

の注意事項、および例

『Cisco IOS IP Addressing Services Command Reference』

IP アドレッシング IP ルーティングの基本原理 『IP Routing Primer ISBN 1578701082』

規格 タイトル

新しい規格または変更された規格はサポートされてい

ません。また、既存の規格に対するサポートに変更は

ありません。

—

MIB MIB リンク

新しい MIB または変更された MIB はサポートされて

いません。また、既存の MIB に対するサポートに変

更はありません。

—

RFC1

1. これらの参考資料は、IP アドレッシングおよび IP ルーティングに関連する項目で使用できる多くの RFC の例です。RFC の完全なリスト
については、IETF RFC のサイト（http://www.ietf.org/rfc.html）を参照してください。

タイトル

RFC 791 『Internet Protocol』

http://www.ietf.org/rfc/rfc0791.txt

RFC 1338 『Classless Inter-Domain Routing (CIDR): an Address Assignment 
and Aggregation Strategy』
http://www.ietf.org/rfc/rfc1519.txt

RFC 1466 『Guidelines for Management of IP Address Space』
http://www.ietf.org/rfc/rfc1466.txt

RFC 1716 『Towards Requirements for IP Routers』
http://www.ietf.org/rfc/rfc1716.txt

RFC 1918 『Address Allocation for Private Internets』
http://www.ietf.org/rfc/rfc1918.txt

RFC 3330 『Special-Use IP Addresses』
http://www.ietf.org/rfc/rfc3330.txt
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  参考資料
シスコのテクニカル サポート

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを 大限に活用してください。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立

ちます。

• テクニカル サポートを受ける

• ソフトウェアをダウンロードする

• セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ

製品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

• ツールおよびリソースへアクセスする

– Product Alert の受信登録

– Field Notice の受信登録

– Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

• Networking Professionals（NetPro）コミュニ

ティで、技術関連のディスカッションに参加する

• トレーニング リソースへアクセスする

• TAC Case Collection ツールを使用して、ハード

ウェアや設定、パフォーマンスに関する一般的な

問題をインタラクティブに特定および解決する

この Web サイト上のツールにアクセスする際は、

Cisco.com のログイン ID およびパスワードが必要です。

http://www.cisco.com/en/US/support/index.html 
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  IP アドレスの機能情報
IP アドレスの機能情報
表 10 に、このモジュールで説明した機能をリストし、特定の設定情報へのリンクを示します。

ご使用の Cisco IOS ソフトウェア リリースでは、一部のコマンドが使用できない場合があります。特

定のコマンドのリリース情報については、コマンド リファレンス マニュアルを参照してください。

プラットフォームのサポートおよびソフトウェア イメージのサポートに関する情報を検索するには、

Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator を使用すると、特定のソフトウェア リ
リース、機能セット、またはプラットフォームをサポートする Cisco IOS と Catalyst OS のソフトウェ

ア イメージを判別できます。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアクセ

スしてください。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

（注） 表 10 に、特定の Cisco IOS ソフトウェア リリース群で特定の機能をサポートする Cisco IOS ソフト

ウェア リリースだけを示します。特に明記されていない限り、Cisco IOS ソフトウェア リリース群の

後続のリリースでもこの機能をサポートします。

表 10 IP アドレスの機能情報

機能名 リリース 機能情報

IP ポイントツーポイント リンクでの 31 ビット 
プレフィクスの使用 

12.0(14)S
12.2(4)T

インターネットで IP アドレス空間を節約するために、31 
ビット プレフィクス長により、ポイントツーポイント リ
ンクで 2 つだけの IP アドレスの使用が可能になりました。

以前は、カスタマーは、ポイントツーポイント リンクで IP 
アドレスまたはアンナンバード インターフェイスを 4 つ使

用する必要がありました。

次のセクションで、この機能に関する情報を参照できます。

• 「ポイントツーポイント WAN インターフェイスで 31 
ビット プレフィクスの IP アドレスを使用することに

よる、IP 接続の確立を必要とする IP アドレス数の削

減」（P.16）

IP アンナンバード インターフェイス 10.0 IP アドレス空間を節約するために、IP アンナンバード イ
ンターフェイスは、別のインターフェイスの IP アドレスを

使用して IP 接続を確立できます。

次のコマンドが導入または変更されました。

ip unnumbered。
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  IP アドレスの機能情報
Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's 
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IP サブネット ゼロ 10.0 IP アドレス空間を節約するために、IP サブネット ゼロに

より、インターフェイスの IP アドレスとしてすべてゼロの

サブネットを使用できます。たとえば、ファスト イーサ

ネット 0/0 で 172.16.0.1/24 を設定できます。

次のコマンドが導入または変更されました。

ip subnet-zero。

クラスレス Inter-Domain ルーティング 10.0 CIDR は、クラス（クラス A、クラス B など）の概念をな

くす、新しい IP アドレスの参照方法です。たとえば、ネッ

トワーク 192.213.0.0（不正なクラス C ネットワーク番号）

は、CIDR 表記で 192.213.0.0/16 と表される場合、有効な

スーパーネットです。/16 は、スーパーネット マスクが 16 
ビットで構成されることを示します（左からカウントしま

す）。そのため、192.213.0.0/16 は、192.213.0.0 
255.255.0.0 と同じです。

次のコマンドが導入または変更されました。ip classless。

表 10 IP アドレスの機能情報 （続き）

機能名 リリース 機能情報
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Address Resolution Protocol（ARP; アドレス解決プロトコル）は、IP ルーティングに必要な機能を実

行します。ARP は、Media Access Control（MAC; メディア アクセス制御）アドレスとしても知られ

る、ホストのハードウェア アドレスを既知の IP アドレスから検索します。ARP は、どのような MAC 
アドレスが IP アドレスにマッピングされているかを記録するキャッシュ（テーブル）を保持していま

す。ARP は IP が動作するすべての Cisco IOS システムに含まれています。

ここでは、IP ルーティング用の ARP、および設定可能な ARP のオプション機能について説明します。

これには、スタティック ARP エントリ、ダイナミック ARP エントリのタイムアウト、キャッシュの

クリア、プロキシ ARP などが含まれます。

このモジュール内の機能情報の検索

ご使用の Cisco IOS ソフトウェア リリースが、このモジュールで説明している機能の一部をサポート

していない場合があります。 新の機能情報および警告については、ご使用のプラットフォームおよび

ソフトウェア リリースのリリースノートを参照してください。このモジュール内に記載されている特定

の機能のリンクにアクセスする場合、および各機能がサポートされているリリースのリストを参照する

場合は、「アドレス解決プロトコル オプション設定の機能情報」（P.20）を参照してください。

プラットフォームと、Cisco IOS および Catalyst OS ソフトウェア イメージに関するサポート情報
の検索 
プラットフォームのサポートと、Cisco IOS および Catalyst OS ソフトウェア イメージのサポートに関

する情報を検索するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、

http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスしてください。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

目次
• 「アドレス解決プロトコル オプションについて」（P.2）

• 「アドレス解決プロトコル オプションの設定方法」（P.8）

• 「アドレス解決プロトコル オプションの設定例」（P.17）

• 「参考資料」（P.18）

• 「アドレス解決プロトコル オプション設定の機能情報」（P.20）
© 2007-2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Copyright © 2007–2011, シスコシステムズ合同会社．All rights reserved.

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


アドレス解決プロトコル オプションの設定

  アドレス解決プロトコル オプションについて
アドレス解決プロトコル オプションについて
ARP オプションを設定するには、次の概念を理解しておく必要があります。

• 「レイヤ 2 およびレイヤ 3 アドレッシング」（P.2）

• 「アドレス解決プロトコル」（P.3）

• 「ARP のキャッシング」（P.4）

• 「ARP キャッシュのスタティック エントリとダイナミック エントリ」（P.5）

• 「ARP を使用しないデバイス」（P.5）

• 「Inverse ARP」（P.5）

• 「Reverse ARP」（P.6）

• 「プロキシ ARP」（P.6）

• 「シリアル回線アドレス解決プロトコル」（P.7）

• 「許可 ARP」（P.7）

レイヤ 2 およびレイヤ 3 アドレッシング

IP アドレッシングは、Open System Interconnection（OSI; オープン システム インターコネクション）

リファレンス モデルのレイヤ 2（データ リンク）およびレイヤ 3（ネットワーク）で発生します。OSI 
は ISO と ITU-T によって開発されたネットワーク構造モデルで、7 層からなり、各層にアドレッシン

グやフロー制御、エラー制御、カプセル化、信頼できるメッセージ転送など特定のネットワーク機能を

規定しています。

レイヤ 2 アドレスは、直接接続されているデバイス間のローカルな伝送に使用されます。レイヤ 3 アド

レスは、インターネットワーク環境での、間接的に接続されたデバイスに使用されます。各ネットワー

クは、データの送受信を実行するため、アドレッシングによってデバイスの識別とグループ化を行いま

す。イーサネット（802.2、802.3、イーサネット II、SubNetwork Access Protocol（SNAP; サブネッ

トワーク アクセス プロトコル））、トークン リング、Fiber Distributed Data Interface（FDDI; ファイバ

分散データ インターフェイス）では、各 Network Interface Card（NIC; ネットワーク インターフェイ

ス カード）に固定された Media Access Control（MAC; メディア アクセス制御）アドレスを使用しま

す。 もよく使用されているネットワーク タイプは、Ethernet II と SNAP です。

同じネットワークの一部でないデバイス間での通信を行うためには、48 ビットの MAC アドレスが IP 
アドレスにマッピングされる必要があります。マッピング実行に使用されるレイヤ 3 プロトコルには、

次のようなものがあります。

• Address Resolution Protocol（ARP; アドレス解決プロトコル）

• Reverse ARP（RARP）

• Serial Line ARP（SLARP; シリアル ライン ARP）

• Inverse ARP

IP マッピングを行うために、イーサネット、トークン リング、および FDDI のフレームには、宛先ア

ドレスと送信元アドレスが含まれます。パケットのスイッチングが行われるフレーム リレー ネット

ワークおよび Asynchronous Transfer Mode（ATM; 非同期転送モード）ネットワークのデータ パケッ

トは、同じ宛先に到達するのにさまざまなルートを通ります。パケットは受信側で再び正しい順序に組

み立てられます。

フレーム リレー ネットワークでは、Virtual Circuit（VC; 仮想回線）と呼ばれる多数の論理回線を持

つ、1 つの物理リンクが存在します。フレームのアドレス フィールドには、各 VC を識別するための 
Data-Link Connection Identifier（DLCI; データリンク接続識別子）が含まれます。たとえば、図 1 で
2
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は、ルータ Fred が接続されたフレーム リレー スイッチがフレームを受信すると、スイッチは VC 識別

用の DLCI に基づいて、Barney か Betty のいずれかにフレームを転送します。こうして、Fred は 1 つ
の物理接続で複数の論理接続を持つことになります。

図 1 フレーム リレー ネットワーク

ATM ネットワークは、High-Level Data Link Control（HDLC; ハイレベル データリンク コントロー

ル）プロトコルによるポイントツーポイント シリアル リンクを使用します。HDLC は、受信者が示さ

れたフレーム ヘッダー フレームの 5 バイト内に含まれる、意味を持たないアドレス フィールドを含ん

でいます（1 つに限定されているため）。

AppleTalk は Apple コンピュータ用に設計されたもので、24 ビット アドレスを使用し、独自のアドレ

ス解決方法を持つ、特別なアドレッシング方式です。データがインターネットワークに到達すると、

AppleTalk ネットワークをインターネットワークに接続しているデバイスを越えるアドレス解決の動作

は IP アドレス解決と同じです。AppleTalk ネットワークについて詳しくは、

www.corecom.com/html/appletalk.html の『Core Competence AppleTalk』（ホワイト ペーパー）を参

照してください。

アドレス解決プロトコル

Address Resolution Protocol（ARP; アドレス解決プロトコル）は、インターネットワーク上の通信用

に開発されたもので、RFC 826 で定義されました。ルータとレイヤ 3 スイッチは、IP パケットをネッ

トワークを越えて送れるよう IP アドレスを MAC ハードウェア アドレスにマップするために、ARP を
必要とします。デバイスは、データグラムを別のデバイスに送る前に、宛先デバイスの MAC アドレス

および対応する IP アドレスがあるかどうか、自身の ARP キャッシュを確認します。エントリがない場

合、送信元デバイスはブロードキャスト メッセージをネットワーク上のすべてのデバイスに送信しま

す。各デバイスは、IP アドレスを自身のものと比較します。IP アドレスが一致するデバイスだけが、

デバイスの MAC アドレスを含んだパケットによって送信デバイスへ応答します（「プロキシ ARP」の

ケースを除く）。送信元デバイスは、以後の参照用に宛先デバイスの MAC アドレスを自身の ARP テー

ブルに追加し、パケットをカプセル化するデータリンク ヘッダーとトレーラーを作成して、データ転

送に進みます。 図 2 に、ARP ブロードキャストと応答プロセスを示します。

13
52
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Barney

Betty

Fred
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図 2 ARP プロセス

宛先デバイスが、別のルータをはさんだリモートのネットワーク上にある場合、送信デバイスがデフォ

ルト ゲートウェイの MAC アドレスの ARP 要求を送信する点を除き、プロセスは同じです。アドレス

が解決され、デフォルト ゲートウェイがパケットを受信すると、デフォルト ゲートウェイは接続され

ているネットワークへ宛先 IP アドレスをブロードキャストします。宛先デバイス ネットワーク上の

ルータは、ARP を使用して宛先デバイスの MAC アドレスを取得して、パケットを配信します。

イーサネット以外の IEEE 802 ネットワークにおける IP データグラムのカプセル化および ARP 要求 /
応答については、Subnetwork Access Protocol（SNAP; サブネットワーク アクセス プロトコル）を使

用します。

ARP 要求メッセージには、次のフィールドがあります。

• HLN：ハードウェア アドレス長さ。メッセージ中のハードウェア アドレスの長さを指定します。

IEEE 802 MAC アドレス（イーサネット）の場合、値は 6 です。

• PLN：プロトコル アドレス長さ。メッセージ中のプロトコル（レイヤ 3）アドレスの長さを指定し

ます。IPv4 の場合、値は 4 です。

• OP：オペコード。メッセージの性質を次のコードで指定します。

– 1：ARP 要求。

– 2：ARP 応答。

– 3 ～ 9：RARP および Inverse ARP の要求と応答。

• SHA：送信側ハードウェア アドレス。メッセージを送信するデバイスのレイヤ 2 ハードウェア ア
ドレスを指定します。

• SPA：送信側プロトコル アドレス。送信デバイスの IP アドレスを指定します。

• THA：ターゲット ハードウェア アドレス。受信側デバイスのレイヤ 2 ハードウェア アドレスを指

定します。

• TPA：ターゲット プロトコル アドレス。受信側デバイスの IP アドレスを指定します。

ARP のキャッシング

IP アドレスの MAC アドレスへのマッピングは、ネットワーク上の各ホップ（ルータ）でインター

ネットワークで送信されるデータグラムすべてに対して実行されるため、ネットワークのパフォーマン

スが低下する場合があります。ブロードキャストを 小限にしてネットワーク リソースの無駄な使用

を制限するため、ARP キャッシングが実装されました。

ARP のキャッシングは、アドレスを学習しながら、ネットワーク アドレスおよび関連付けられたデー

タリンク アドレスをメモリに一定期間保存する方法です。これにより、データグラムが送信されるた

びに同じアドレスをブロードキャストすることによる貴重なネットワーク リソースの使用を 小限に

抑えられます。情報が古くなる可能性があるため、キャッシュ エントリはメンテナンスする必要があ

ります。このため、キャッシュ エントリが定期的に期限切れとなるように設定することが大切です。

ネットワーク上の各デバイスは、アドレスがブロードキャストされると自身のテーブルを更新します。

10.1.1.2  

 MAC  4523.7985.7734 

Barney
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4



アドレス解決プロトコル オプションの設定

  アドレス解決プロトコル オプションについて
エントリには、スタティック ARP キャッシュ エントリとダイナミック ARP キャッシュ エントリがあ

ります。スタティック エントリは手動で設定され、固定的にキャッシュ テーブル内に保持されます。

同一ネットワーク内のデバイスと定期的に通信する必要があるデバイスに 適です。ダイナミック エ
ントリは Cisco IOS ソフトウェアによって追加され、一定期間保持された後、削除されます。

ARP キャッシュのスタティック エントリとダイナミック エントリ

スタティック ルーティングでは、各ルータの各インターフェイスの IP アドレス、サブネット マスク、

ゲートウェイ、対応する MAC アドレスを、管理者が手動でテーブルに入力することが求められます。

スタティック ルーティングでは細かい制御が行えますが、テーブルのメンテナンスに必要な作業も増

加します。ルートの追加や変更のたびに、テーブルを更新する必要があります。

ダイナミック ルーティングでは、ネットワーク上のルータが相互にルーティング テーブル情報を交換

できるようにするプロトコルを使用します。テーブルは自動で作成また変更されます。制限時間を付加

しない限り、管理作業は必要ないため、ダイナミック ルーティングはスタティック ルーティングより

効率的です。デフォルトの制限時間は 4 時間です。ネットワーク内にキャッシュへの追加や削除が必要

なルータが非常に多くある場合、制限時間を調整する必要があります。

ディスタンスベクトルやリンクステートといった、ダイナミック ルーティングがルートの学習に使用

するルーティング プロトコルについては、本マニュアルで扱いません。詳しくは、『Cisco IOS IP 
Routing Protocols Configuration Guide, Release 12.4』を参照してください。

ARP を使用しないデバイス

ネットワークが 2 つのセグメントに分かれている場合、ブリッジがセグメント間をつなぎ、各セグメン

トへのトラフィックを MAC アドレスに基づいてフィルタします。IP アドレスと対応する MAC アドレ

スとの両方を含む ARP キャッシュを持つルータとは異なり、ブリッジは MAC アドレスだけを使用す

る独自のアドレス テーブルを作成します。

パッシブ ハブは、ネットワーク内の他のデバイスを物理的に接続する、中央接続型デバイスです。こ

のハブは、すべてのポートからデバイスにメッセージを送信し、レイヤ 1 で動作しますが、アドレス 
テーブルを持ちません。

レイヤ 2 スイッチは、すべてのポートにメッセージを送るハブとは異なり、メッセージの宛先となるデ

バイスがどのポートに接続されているかを判定し、そのポートにだけメッセージを送信します。しか

し、レイヤ 3 スイッチは ARP キャッシュ（テーブル）を作成するルータです。

ブリッジについて詳しくは、『Cisco IOS Bridging and IBM Networking Configuration Guide, Release 
12.4』を参照してください。スイッチについて詳しくは、『Cisco IOS Switching Services Configuration 
Guide, Release 12.4』を参照してください。

Inverse ARP

ATM ネットワークではデフォルトでイネーブルにされている Inverse ARP は、ATM マップ エントリ

を作成するもので、接続の逆の端に位置するサーバ（またはリレー エージェント）にユニキャスト パ
ケットを送るのに必要です。Inverse ARP がサポートされているのは、aal5snap カプセル化方式だけ

です。

マルチポイント インターフェイスでは、ブロードキャスト パケットが使用されるため、その他のカプ

セル化方式を使用して IP アドレスを取得できます。しかし、ATM マップ エントリがないために、接

続の逆の端へのユニキャスト パケット送信は失敗し、DHCP の更新やリリースも失敗します。

Inverse ARP と ATM ネットワークの詳細については、『Cisco IOS Wide-Area Networking 
Configuration Guide, Release 12.4』の「Configuring ATM」の章を参照してください。
5
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Reverse ARP

RFC 903 で定義された Reverse ARP（RARP）は、ARP と同じように動作しますが、RARP 要求パ

ケットは MAC アドレスではなく IP アドレスを要求する点が異なります。RARP はしばしばディスク

レス ワークステーションで使用されます。この種のデバイスはブートのときに使用する IP アドレスを

保存する方法を持たないからです。わかっている唯一のアドレスは、ハードウェアに固定されている 
MAC アドレスだけです。

RARP を使用するには、ルータ インターフェイスと同じネットワーク セグメント上に RARP サーバを

設置する必要があります。 図 3 に、RARP の動作方法を示します。

図 3 RARP プロセス

RARP には、いくつかの制限事項があります。これらの制限事項のため、ほとんどのビジネスでは IP 
アドレスをダイナミックに割り当てるために DHCP を使用します。DHCP はコスト効率が高く、メン

テナンスも RARP より少なくすみます。 も重要な制限事項は次のとおりです。

• RARP はハードウェア アドレスを使用するため、多数の物理ネットワークに及ぶ大きなインター

ネットワークでは、各セグメントに RARP サーバと冗長性のための追加サーバとともに設置する

必要があります。各セグメントに 2 つのサーバを維持するには、コストがかかります。

• 各サーバを、ハードウェア アドレスと IP アドレスとの間のスタティック マッピングのテーブルを

使用して設定する必要があります。IP アドレスのメンテナンスは難しくなります。

• RARP が提供するのはホストの IP アドレスだけで、サブネット マスクやデフォルト ゲートウェイ

ではありません。

Cisco IOS ソフトウェアは、起動時に応答可能な RARP 要求に応答するためのインターフェイスの IP 
アドレスが未知である場合に、RARP の使用を試行します。Cisco IOS ソフトウェアには、AutoInstall 
と呼ばれる、シスコ デバイスのコンフィギュレーションを自動化する機能があります。

AutoInstall は RARP をサポートしており、ネットワーク マネージャによって新しいルータをネット

ワークに接続してオンにし、既存のコンフィギュレーション ファイルを自動的にロードします。この

プロセスは、NVRAM 内に有効なコンフィギュレーション ファイルがない場合に開始されます。

AutoInstall の詳細については、『Cisco IOS Configuration Fundamentals Configuration Guide, Release 
12.4』を参照してください。

プロキシ ARP
RFC 1027 で定義されたプロキシ ARP は、同一の IP ネットワークまたはサブネットワーク内のルータ

によって接続された複数の物理ネットワーク セグメントに分割されているデバイスが、IP アドレスか

ら MAC アドレスへの解決を行えるようにするため、実装されました。複数のデバイスが同一のデータ

リンク レイヤ ネットワーク内に位置していないものの、同一の IP ネットワーク内に存在する場合、デ

バイスは相手がローカル ネットワークにあるかのようにして互いにデータ転送を試みます。しかし、
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ルータはハードウェアレイヤのブロードキャストを通過させないため、デバイス間を分割しているルー

タはブロードキャスト メッセージを送信しません。このため、アドレスの解決ができなくなってしま

います。

プロキシ ARP はデフォルトでイネーブルにされているため、ローカル ネットワーク間に位置する「プ

ロキシ ルータ」は、ブロードキャストの宛先のルータであるかのように、MAC アドレスを使用して応

答します。プロキシ ルータの MAC アドレスを受信すると、送信側デバイスはデータグラムをプロキ

シ ルータに送信します。プロキシ ルータはデータグラムを順次指定されたデバイスへと送信します。

プロキシ ARP は、次のような状況で起動されます。

• ターゲット IP アドレスが、要求を受信した同一の物理ネットワーク（LAN）上にない。

• ネットワーキング デバイスに、ターゲット IP アドレスまでのルートが 1 つ以上存在する。

• ターゲット IP アドレスまでのルートすべてが、要求を受信したインターフェイスとは別のイン

ターフェイスを通過する。

プロキシ ARP がディセーブルにされると、デバイスはインターフェイス上で受信した ARP 要求に対

し、ターゲット IP アドレスが自身の IP アドレスと同一であるか、ARP 要求内のターゲット IP アドレ

スに対して ARP エイリアスがスタティックに設定されている場合に限り、応答します。

シリアル回線アドレス解決プロトコル

Serial Line ARP（SLARP; シリアル ライン ARP）は、High-Level Data Link Control（HDLC; ハイレ

ベル データリンク コントロール）カプセル化を使用するシリアル インターフェイスに使用されます。

TFTP サーバに加えて、SLARP サーバ、中継（ステージング）ルータ、および SLARP サービスを提

供するもう 1 台のルータが必要になる場合があります。インターフェイスがサーバに直接接続されてい

ない場合、ステージング ルータはアドレス解決要求をサーバに転送する必要があります。もしくは、

SLARP サービスが動作する直接接続されたルータが必要になります。Cisco IOS ソフトウェアは、起

動時にソフトウェアが応答可能な SLARP 要求に応答するためのインターフェイスの IP アドレスが未

知である場合に、SLARP の使用を試行します。

Cisco IOS ソフトウェアには、AutoInstall と呼ばれる、シスコ デバイスのコンフィギュレーションを

自動化する機能があります。AutoInstall は SLARP をサポートしており、ネットワーク マネージャに

よって新しいルータをネットワークに接続してオンにし、既存のコンフィギュレーション ファイルを

自動的にロードします。このプロセスは、NVRAM 内に有効なコンフィギュレーション ファイルがな

い場合に開始されます。AutoInstall の詳細については、『Cisco IOS Configuration Fundamentals 
Configuration Guide, Release 12.4』を参照してください。

（注） AutoInstall は、フレーム リレー カプセル化を使用するシリアル インターフェイスをサポートしています。

許可 ARP
許可 ARP は、ユーザのログオフ時に、それが自発的なものか、ネットワーク デバイスの障害によるも

のかを明確に認識する必要性に対処します。パブリック Wireless LAN（WLAN; ワイヤレス LAN）と 
DHCP に実装されます。許可 ARP の詳細については、『DHCP Configuration Guide, Cisco IOS Release 
12.4』の「Configuring DHCP Services for Accounting and Security」の章を参照してください。
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アドレス解決プロトコル オプションの設定方法
ARP はデフォルトでイネーブルになっており、デフォルトではイーサネット カプセル化を使用するよ

う設定されています。ARP の機能の変更や確認を行うには、次の作業を実行します。

• 「インターフェイス カプセル化の有効化」（P.8）（任意）

• 「スタティック ARP エントリの定義」（P.9）（任意）

• 「ARP キャッシュ内のダイナミック エントリへの有効期限設定」（P.12）

• 「プロキシ ARP のグローバルな無効化」（P.13）（任意）

• 「特定のインターフェイス上のプロキシ ARP の無効化」（P.14）（任意）

• 「ARP コンフィギュレーションの確認」（P.15）（任意）

インターフェイス カプセル化の有効化

イーサネット、フレーム リレー、FDDI、トークン リングなど、特定のネットワークに対し、あるタイ

プのカプセル化をサポートさせるには、次の作業を実行します。フレーム リレー カプセル化が指定さ

れると、Virtual Circuit（VC; 仮想回線）と呼ばれる論理回線を多数持つ 1 つの物理リンクのフレーム 
リレー サブネットワーク用にインターフェイスが設定されます。フレームのアドレス フィールドには、

各 VC を識別するための Data-Link Connection Identifier（DLCI; データリンク接続識別子）が含まれ

ます。SNAP カプセル化が指定されると、インターフェイスは FDDI またはトークン リング ネット

ワーク向けに設定されます。

（注） この作業で指定するカプセル化の種類は、「スタティック ARP エントリの定義」（P.9）で指定されたカ

プセル化の種類と一致している必要があります。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. interface type number

4. arp {arpa | frame-relay | snap}

5. exit
8
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手順の詳細

スタティック ARP エントリの定義

ダイナミック ARP をサポートしていないホストのために IP アドレス（32 ビット アドレス）と MAC 
アドレス（48 ビット アドレス）の間のスタティック マッピングを定義するには、次の作業を実行しま

す。ほとんどのホストはダイナミック アドレス解決をサポートしているため、スタティック ARP 
キャッシュ エントリの定義は通常必要ありません。この作業では、ARP キャッシュにタイムアウトに

なることがない固定エントリを設定します。このエントリは、no arp コマンドまたは各インターフェ

イスに対する clear arp interface コマンドを使用して削除するまで、ARP テーブル内に残ります。

（注） この作業で指定するカプセル化の種類は、「インターフェイス カプセル化の有効化」（P.8）で指定され

たカプセル化の種類と一致している必要があります。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 interface type number

例：
Router(config)# interface ethernet0/0

インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始

します。

ステップ 4 arp {arpa | frame-relay | snap}

例：
Router(config-if)# arp arpa

イーサネット、FDDI、フレーム リレー、トークン リングな

ど、ネットワークの種類によってインターフェイスのカプ

セル化の種類を指定します。キーワードは次のとおりです。

• arpa：イーサネット 802.3 ネットワーク向けのカプセ

ル化をイネーブルにします。

• frame-relay：フレーム リレー ネットワーク向けのカ

プセル化をイネーブルにします。

• snap：FDDI やトークン リング ネットワーク向けのカ

プセル化をイネーブルにします。

ステップ 5 exit

例：
Router(config-if)# exit

インターフェイス コンフィギュレーション モードを終了

します。
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3. arp {ip-address | vrf vrf-name} hardware-address encap-type [interface-type] 

4. exit

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。
10
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ステップ 3 arp {ip-address | vrf vrf-name} 
hardware-address encap-type [interface-type]

例：
Router(config)# arp 10.0.0.0 aabb.cc03.8200 
arpa

ARP キャッシュ内で IP アドレスを MAC アドレスにグ

ローバルに関連付けます。引数およびキーワードは次のと

おりです。

• ip-address：ローカルのデータリンク アドレスに対応

した、ドット付き 10 進表記 4 つで表現される IP アド

レス。

• vrf vrf-name：Virtual Private Network（VPN; バー

チャル プライベート ネットワーク）の仮想ルーティン

グおよび転送のインスタンス。vrf-name 引数は、どの

ような名前でも問題ありません。

• hardware-address：ローカルのデータリンク アドレス

（48 ビット アドレス）。

• encap-type：スタティック エントリのカプセル化の種

類。キーワードは次のとおりです。

– arpa：イーサネット インターフェイス用。

– sap：Hewlett Packard インターフェイス用。

– smds：Switched Multimegabit Data Service
（SMDS; スイッチド マルチメガビット データ 
サービス）インターフェイス用。

– snap：FDDI およびトークン リング インターフェ

イス用。

– srp-a：Switch Route Processor-side A（SRP-A; 
スイッチ ルート プロセッササイド A）インター

フェイス用。

– srp-b：Switch Route Processor-side B（SRP-B; 
スイッチ ルート プロセッササイド B）インター

フェイス用。

• interface-type：（任意）インターフェイスの種類。

キーワードは次のとおりです。

– ethernet：IEEE 802.3 インターフェイス。

– loopback：ループバック インターフェイス。

– null：インターフェイスなし。

– serial：シリアル インターフェイス。

– alias：デバイスは指定されたアドレスのインター

フェイスであるかのように ARP 要求に応答。

ステップ 4 exit

例：
Router(config)# exit

特権 EXEC モードに戻ります。

コマンドまたはアクション 目的
11
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ARP キャッシュ内のダイナミック エントリへの有効期限設定

ARP キャッシュ内のダイナミック エントリに制限時間を設定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. interface type number

4. arp timeout seconds

5. exit

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 interface type number

例：
Router(config)# interface ethernet0/0

インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始

します。

ステップ 4 arp timeout seconds

例：
Router(config-if)# arp timeout 30

ARP キャッシュ エントリがキャッシュに保持される期間

を秒数で設定します。値をゼロに設定すると、エントリは

キャッシュからクリアされなくなります。デフォルトは 
14400 秒（4 時間）です。

（注） キャッシュ エントリが頻繁に変更されるネット

ワークでは、デフォルトの期限をもっと短く変更

する必要があります。

ステップ 5 exit

例：
Router(config-if)# exit

インターフェイス コンフィギュレーション モードを終了

します。
12



アドレス解決プロトコル オプションの設定

  アドレス解決プロトコル オプションの設定方法
プロキシ ARP のグローバルな無効化 
プロキシ ARP はデフォルトでイネーブルになっています。プロキシ ARP をすべてのインターフェイ

ス上でグローバルにディセーブルにするには、次の作業を実行します。

Cisco IOS ソフトウェアは、ルーティングに必要な情報を持たないホストが他のネットワークやサブ

ネット上のホストの MAC アドレスを判定できるよう、プロキシ ARP（RFC 1027 で定義されている）

を使用します。たとえば、ホスト A と B が別の物理ネットワーク上にあると仮定します。ホスト B は
ホスト A からの ARP ブロードキャスト要求を受信できず、応答も不可能です。しかし、ホスト A の物

理ネットワークがゲートウェイによってホスト B の物理ネットワークに接続されている場合、ゲート

ウェイはホスト A からの ARP 要求を見ることが可能です。

物理ネットワークに対応してサブネット番号が割り当てられていると仮定すると、ゲートウェイはそれ

が別の物理ネットワーク上にあるホストへの要求であることも判定できます。こうして、ゲートウェイ

は、ホスト B のネットワーク アドレスがゲートウェイ自身のアドレスであるとして、ホスト B に代

わって応答できます。ホスト A はこの回答を見てキャッシュし、以降のホスト B への IP パケットを

ゲートウェイに送信します。

ゲートウェイはこのようなホスト B へのパケットを、設定された IP ルーティング プロトコルを使用し

て転送します。このようなゲートウェイは、透過的サブネット ゲートウェイ、または ARP サブネット 
ゲートウェイと呼ばれることがあります。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. ip arp proxy disable

4. exit

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip arp proxy disable 

例：
Router(config)# ip arp proxy disable

プロキシ ARP をすべてのインターフェイスでディセーブ

ルにします。

• ip arp proxy disable コマンドは、他のプロキシ ARP 
インターフェイス コンフィギュレーションより優先さ

れます。

• プロキシ ARP を再度イネーブルにするには、no ip 
arp proxy disable コマンドを使用します。

• プロキシ ARP はデフォルトでイネーブルになってい

るため、default ip proxy arp コマンドでデフォルト

のプロキシ ARP 動作に戻すことによっても、イネー

ブルにできます。
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特定のインターフェイス上のプロキシ ARP の無効化

プロキシ ARP はデフォルトでイネーブルになっています。プロキシ ARP を特定のインターフェイス

上でディセーブルにするには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. interface type number

4. no ip proxy-arp

5. exit

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 interface type number

例：
Router(config)# interface ethernet0/0

インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始

します。

ステップ 4 no ip proxy-arp

例：
Router(config-if)# ip proxy-arp

インターフェイスでプロキシ ARP をディセーブルにしま

す。

• プロキシ ARP を再度イネーブルにするには、ip 
proxy-arp コマンドを使用します。

• プロキシ ARP はデフォルトでイネーブルになってい

るため、default ip proxy-arp コマンドでそのイン

ターフェイスのデフォルトのプロキシ ARP 動作に戻

すことによっても、イネーブルにできます。

ステップ 5 exit

例：
Router(config-if)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終了します。
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ARP キャッシュのクリア

インターフェイスに関連付けられたエントリの ARP キャッシュをクリアし、ARP キャッシュ、高速ス

イッチング キャッシュ、IP ルート キャッシュからすべてのダイナミック エントリをクリアするには、

次の作業を実行します。

手順の概要

1. enable

2. clear arp interface type number

3. clear arp-cache

4. exit

手順の詳細

ARP コンフィギュレーションの確認

ARP コンフィギュレーションを確認するには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. show interfaces

2. show arp

3. show ip arp

4. show processes cpu | include (ARP|PID)

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 clear arp interface type number

例：
Router# clear arp interface ethernet0/0

インターフェイスの ARP キャッシュをすべてクリアしま

す。type および number 引数は、インターフェイスの種類

と、インターフェイスに割り当てられた数値です。

ステップ 3 clear arp-cache

例：
Router# clear arp-cache

ARP キャッシュ、高速スイッチング キャッシュ、IP ルー

ト キャッシュからすべてのダイナミック エントリをクリ

アします。

ステップ 4 exit

例：
Router# exit

EXEC モードに戻ります。
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手順の詳細

ステップ 1 show interfaces

特定のインターフェイス上で使用されている ARP の種類、および ARP タイムアウトの値を表示する

には、show interfaces EXEC コマンドを使用します。

Router# show interfaces

Ethernet 0 is up, line protocol is up
Hardware is MCI Ethernet, address is 0000.0c00.750c (bia 0000.0c00.750c)
Internet address is 10.108.28.8, subnet mask is 255.255.255.0
MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 100000 usec, rely 255/255, load 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set, keepalive set (10 sec)
ARP type: ARPA, ARP Timeout 4:00:00
Last input 0:00:00, output 0:00:00, output hang never
Last clearing of “show interface” counters 0:00:00
Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
Five minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
Five minute output rate 2000 bits/sec, 4 packets/sec
1127576 packets input, 447251251 bytes, 0 no buffer
Received 354125 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 57186* throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
5332142 packets output, 496316039 bytes, 0 underruns
0 output errors, 432 collisions, 0 interface resets, 0 restarts

ステップ 2 show arp

ARP キャッシュの内容を調べるには、show arp EXEC コマンドを使用します。

Router# show arp

Protocol Address Age (min) Hardware Addr Type Interface
Internet 10.108.42.112 120 0000.a710.4baf ARPA Ethernet3
AppleTalk 4028.5 29 0000.0c01.0e56 SNAP Ethernet2
Internet 110.108.42.114 105 0000.a710.859b ARPA Ethernet3
AppleTalk 4028.9 - 0000.0c02.a03c SNAP Ethernet2
Internet 10.108.42.121 42 0000.a710.68cd ARPA Ethernet3
Internet 10.108.36.9 - 0000.3080.6fd4 SNAP TokenRing0
AppleTalk 4036.9 - 0000.3080.6fd4 SNAP TokenRing0
Internet 10.108.33.9 - 0000.0c01.7bbd SNAP Fddi0

ステップ 3 show ip arp

IP エントリを表示させるには、show ip arp EXEC コマンドを使用します。ARP キャッシュから非ス

タティック エントリをすべて削除するには、clear arp-cache 特権 EXEC コマンドを使用します。

Router# show ip arp

Protocol Address Age(min) Hardware Addr Type Interface
Internet 171.69.233.22 9 0000.0c59.f892 ARPA Ethernet0/0
Internet 171.69.233.21 8 0000.0c07.ac00 ARPA Ethernet0/0
Internet 171.69.233.19 - 0000.0c63.1300 ARPA Ethernet0/0
Internet 171.69.233.30 9 0000.0c36.6965 ARPA Ethernet0/0
Internet 172.19.168.11 - 0000.0c63.1300 ARPA Ethernet0/0
Internet 172.19.168.254 9 0000.0c36.6965 ARPA Ethernet0/0

ステップ 4 show processes cpu | include (ARP|PID)

ARP プロセスや RARP プロセスを表示するには、show processes cpu | include (ARP|PID) コマンド

を使用します。

Router# show processes cpu | include (ARP|PID)
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PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
1          1736         58   29931     0%    0%    0% Check heaps
2            68        585     116 1.00% 1.00%    0% IP Input
3             0        744       0     0%    0%    0% TCP Timer
4             0          2       0     0%    0%    0% TCP Protocols
5             0          1       0     0%    0%    0% BOOTP Server
6            16        130     123     0%    0%    0% ARP Input
7             0          1       0     0%    0%    0% Probe Input
8             0          7       0     0%    0%    0% MOP Protocols
9             0          2       0     0%    0%    0% Timers
10           692         64   10812 0%    0%    0% Net Background
11             0          5       0 0%    0%    0% Logger
12             0         38       0 0%    0%    0% BGP Open
13             0          1       0 0%    0%    0% Net Input
14           540       3466     155 0%    0%    0% TTY Background
15             0          1       0 0%    0%    0% BGP I/O
16          5100       1367    3730 0%    0%    0% IGRP Router
17            88       4232      20 0.20% 1.00%    0% BGP Router
18           152      14650      10 0%    0%    0% BGP Scanner
19           224         99    2262 0%    0% 1.00% Exec

アドレス解決プロトコル オプションの設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

• 「スタティック ARP エントリ コンフィギュレーション：例」（P.17）

• 「カプセル化の種類のコンフィギュレーション：例」（P.17）

• 「プロキシ ARP コンフィギュレーション：例」（P.18）

• 「ARP キャッシュのクリア」（P.15）

スタティック ARP エントリ コンフィギュレーション：例

次の例に、キャッシュにスタティック ARP エントリを設定し、alias キーワードを使用して Cisco IOS 
ソフトウェアが指定されたアドレスのインターフェイスであるかのように ARP 要求に応答できるよう

設定する方法を示します。

arp 10.0.0.0 aabb.cc03.8200 alias
interface ethernet0/0

カプセル化の種類のコンフィギュレーション：例

次の例に、インターフェイスのカプセル化を設定する方法を示します。snap キーワードは、インター

フェイス Ethernet0/0 が FDDI またはトークン リング ネットワークに接続されていることを示します。

interface ethernet0/0
 ip address 10.108.10.1 255.255.255.0
 arp snap
17
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プロキシ ARP コンフィギュレーション：例

次の例に、インターフェイス Ethernet0/0 に対しディセーブルにされているプロキシ ARP を設定する

方法を示します。

interface ethernet0/0
ip proxy-arp

ARP キャッシュのクリア：例

次の例に、インターフェイスに関連付けられた ARP キャッシュ内のエントリすべてをクリアする方法

を示します。

Router# clear arp interface ethernet0/0

次の例に、ARP キャッシュ内のダイナミック エントリすべてをクリアする方法を示します。

Router# clear arp-cache

参考資料
ここでは、アドレス解決プロトコル オプションの設定に関する関連資料について説明します。

関連資料

規格

MIB

関連項目 参照先

ARP コマンド：コマンド構文の詳細、コマンド モー

ド、コマンド履歴、デフォルト、使用上の注意事項、

および例

『Cisco IOS IP Addressing Services Command Reference』

ARP タスクのモニタリングおよびメンテナンス 「Monitoring and Maintaining ARP Information」モジュール

規格 タイトル

この機能がサポートする新しい規格または変更された

規格はありません。また、この機能で変更された既存

規格のサポートはありません。

—

MIB MIB リンク

この機能がサポートする新しい MIB または変更され

た MIB はありません。また、この機能で変更された

既存の MIB のサポートはありません。

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリース、および機能セッ

トの MIB の場所を検索しダウンロードするには、次の URL にある 
Cisco MIB Locator を使用します。

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

シスコのテクニカル サポート

RFC タイトル

RFC 826 『Address Resolution Protocol』

RFC 903 『Reverse Address Resolution Protocol』

RFC 1027 『Proxy Address Resolution Protocol』

RFC 1042 『Standard for the Transmission of IP Datagrams over IEEE 802 
Networks』

説明 リンク

シスコのテクニカル サポート Web サイトには、数千

ページに及ぶ検索可能な技術情報があります。製品、

テクノロジー、ソリューション、技術的なヒント、お

よびツールへのリンクもあります。Cisco.com に登録

済みのユーザは、このページから詳細情報にアクセス

できます。

http://www.cisco.com/en/US/support/index.html 
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アドレス解決プロトコル オプション設定の機能情報
表 1 に、このモジュールで説明した機能をリストし、特定の設定情報へのリンクを示します。この表

には、Cisco IOS Release 12.2(1)、または 12.0(3)S 以降のリリースで導入または変更された機能だけを

示します。

ご使用の Cisco IOS ソフトウェア リリースでは、一部のコマンドが使用できない場合があります。特

定のコマンドのサポートの導入時期に関する詳細については、コマンド リファレンス マニュアルを参

照してください。

Cisco IOS ソフトウェア イメージは、Cisco IOS ソフトウェア リリース、機能セット、プラットフォー

ムそれぞれに固有です。プラットフォーム サポートと Cisco IOS ソフトウェア イメージ サポートに関

する情報を入手するには、Cisco Feature Navigator を使用します。http://www.cisco.com/go/fn にある 
Cisco Feature Navigator にアクセスしてください。アクセスするには、Cisco.com のアカウントが必要

です。アカウントをお持ちでない場合や、ユーザ名やパスワードを忘れた場合は、ログイン ダイアロ

グボックスで [Cancel] をクリックし、表示される説明に従ってください。

Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's 
trademarks can be found at 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. (1005R)

このマニュアルで使用している IP アドレスは、実際のアドレスを示すものではありません。マニュアル内の例、コマンド出力、および

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。

© 2007 Cisco Systems, Inc. 
All rights reserved.

Copyright © 2007–2011, シスコシステムズ合同会社 .
All rights reserved.

表 1 アドレス解決プロトコル オプション設定の機能情報

機能名

ソフトウェア リ
リース 機能の設定情報

ARP の 適化 12.2(15)T

Cisco IOS XE 
Release 2.1

15.0(1)S

Cisco IOS XE 
3.1.0SG

Cisco IOS ソフトウェアの以前のバージョンでは、ARP 
テーブルは IP アドレスに基づいたエントリでの検索が容易

になるよう構成されていました。しかし、ルータ上のイン

ターフェイス フラッピングやネットワークのトポロジ変更

など、正しい転送のために関係するすべての ARP エント

リをリフレッシュする必要が生じるケースがあります。こ

のような状況では、ARP プロセスがエントリすべてを検索

しクリーンアップするために、大量の CPU 時間を消費し

てしまう可能性がありました。ARP 適化機能は、改良さ

れたデータ構造によって ARP の検索時間を短縮し、ARP 
パフォーマンスを向上させるものです。

次のセクションで、この機能に関する情報を参照できます。

• 「ARP キャッシュのクリア」

• 「ARP キャッシュのクリア：例」

この機能により、次のコマンドが導入されました。
clear arp interface
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この ARP 情報のモニタリングおよびメンテナンス機能のマニュアルでは、ARP 情報のモニタリングお

よびメンテナンスに関連する手順について説明します。

Address Resolution Protocol（ARP; アドレス解決プロトコル）は、IP アドレスの MAC アドレスへの

マッピングに使用されるインターネット プロトコルです。ARP は、IP ルーテッド ホストの MAC アド

レス（ハードウェア アドレスとも呼ばれる）を既知の IP アドレスから検索し、このマッピング情報を

テーブルに保持します。ルータはこの IP アドレスおよび MAC アドレスのマッピング情報を使用して

ネットワークのネクストホップ ルータに IP パケットを送信します。

ARP 情報のモニタリングおよびメンテナンス機能は、Cisco IOS 環境で ARP をサポートするための管

理ツールを次のように改善します。

• ARP 分析アクティビティのサポート強化のため、ARP 管理ファシリティは ARP 情報の詳細を提

供し、ARP 情報をきめ細かに制御します。この情報は、ARP パケット トラフィック、ARP High 
Availability（HA; ハイ アベイラビリティ）、または Cisco Express Forwarding 隣接の ARP 同期に

関する問題の調査に使用できます。

• ARP デバッグ トレース ファシリティにより、ARP イベントの個々のタイプごとに ARP パケット

のデバッグをトレースできます。ARP デバッグでは、指定したインターフェイスまたはアクセス 
リストに一致するホスト、あるいはその両方に対して ARP エントリをフィルタリングします。

• ARP 攻撃に対するセキュリティ強化を目的として、可能性のある異常をネットワーク管理者に警

告するためにトラップベースでイネーブルにする ARP システム メッセージ ロギングをインター

フェイスごとに設定できます。

• メモリの使い切りによりシステムが不安定になる可能性を防ぐため、システムが学習できる ARP 
エントリ数を制限できます。この機能は、Cisco 7600 プラットフォームの Cisco IOS Release 
12.2(33)SRD3 以降からのみでサポートされます。

ARP 情報のモニタリングおよびメンテナンスのこれらの追加機能に関する設定作業はありません。こ

の機能で導入された ARP 関連の拡張機能は、既存の ARP 管理作業を拡張したものです。
© 2006-2009 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Copyright © 2006–2011, シスコシステムズ合同会社．All rights reserved.
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  機能情報の検索
機能情報の検索
ご使用のソフトウェア リリースが、このモジュールで説明している機能の一部をサポートしていない

場合があります。 新の機能情報および警告については、ご使用のプラットフォームおよびソフトウェ

ア リリースのリリースノートを参照してください。このモジュールに記載されている機能に関する情報

を検索したり、各機能がサポートされているリリースに関するリストを参照したりするには、「ARP 情報

のモニタおよびメンテナンスの機能情報」（P.24）を参照してください。

プラットフォームのサポートと、Cisco IOS および Catalyst OS ソフトウェア イメージのサポートに関

する情報を検索するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、

http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスしてください。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。

目次
• 「ARP 情報のモニタおよびメンテナンスに関する制約事項」（P.2） 

• 「ARP 情報のモニタおよびメンテナンスについて」（P.3） 

• 「ARP 情報のモニタリングおよびメンテナンスの方法」（P.10）

• 「ARP 情報のモニタリングおよびメンテナンスの設定例」（P.21）

• 「参考資料」（P.22） 

• 「ARP 情報のモニタおよびメンテナンスの機能情報」（P.24） 

• 「用語集」（P.26） 

ARP 情報のモニタおよびメンテナンスに関する制約事項
Cisco IOS Release 12.4(11)T では、ARP 情報のモニタリングおよびメンテナンス機能に、次の各項で

説明する制約事項が適用されます。

• 「ARP ハイ アベイラビリティ」（P.2） 

• 「ARP 攻撃に対する ARP セキュリティ」（P.2） 

ARP ハイ アベイラビリティ

ARP サブシステムは、デュアル Route Processor（RP; ルート プロセッサ）をサポートするシスコ ネッ

トワーキング デバイスに対し、冗長性処理機能を提供する ARP HA をサポートします。ただし、ARP 
HA は、ダイナミックに学習した ARP エントリのアクティブ RP からスタンバイ RP への同期に制限さ

れます。スタティックに設定された ARP エントリはスタンバイ RP に同期されません。

ARP 攻撃に対する ARP セキュリティ

ARP サブシステムは、特定のインターフェイスでの ARP テーブル エントリ数のモニタリングによる、

可能性のある ARP 攻撃の検出方法をサポートします。ただし、ルータレベルのセキュリティ機能で

は、Man-in-the-Middle（MiM）タイプの ARP スプーフィング攻撃を防止できません。これは盗聴に

よる攻撃の一種で、攻撃者が通信データを傍受したり選択的に変更したりして、通信関連の 1 つ以上の
2
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エンティティになりすますものです。このセキュリティ問題を解決するために実装する ARP 機能はあ

りません。ARP 攻撃からルータを保護するには、ルータ レベルではなくスイッチで ARP Access 
Control List（ACL; アクセス コントロール リスト）フィルタを使用するのが 適な方法です。

ARP 情報のモニタおよびメンテナンスについて
ARP 情報のモニタリングおよびメンテナンスを開始する前に、次の概念を理解する必要があります。

• 「ARP 情報のモニタおよびメンテナンスの概要」（P.3） 

• 「アドレス解決プロトコル」（P.5） 

• 「ARP テーブル」（P.6） 

• 「ARP テーブル エントリ モード」（P.6） 

• 「ARP テーブル エントリ サブブロック」（P.7） 

• 「ARP テーブル エントリと Cisco Express Forwarding 隣接の同期」（P.8） 

• 「インターフェイスごとの ARP テーブル サイズ モニタリング」（P.8） 

• 「ARP ハイ アベイラビリティ」（P.9） 

ARP 情報のモニタおよびメンテナンスの概要

ARP 情報のモニタリングおよびメンテナンス機能により、Cisco IOS 環境で ARP をサポートするため

の管理ツールを改善します。ARP 機能全体の詳細については、「参考資料」（P.22） を参照してくださ

い。次の各項では、Cisco IOS Release 12.4(11)T で導入された ARP サブシステム拡張機能の概要を説

明します。

• 「ARP 情報表示拡張機能」（P.3） 

• 「ARP 情報更新拡張機能」（P.4） 

• 「ARP デバッグ トレース拡張機能」（P.4） 

• 「ARP セキュリティ拡張機能」（P.5） 

ARP 情報表示拡張機能

ARP 情報表示機能は、選択した ARP エントリ、ARP エントリの詳細、および他の ARP 情報の表示を

サポートするように拡張されました。

選択した ARP エントリの表示

表示する ARP テーブルのエントリは、次の基準に基づいて選択できます。

• Virtual Private Network Routing and Fowarding（VRF; VPN ルーティングおよび転送）インスタ

ンス 

• ARP モード タイプ 

• ホストまたはネットワーク

• ルータ インターフェイス 

リリース 12.4(11)T よりも前のバージョンの Cisco IOS ソフトウェアの場合、show arp コマンドは 
ARP テーブル全体を表示します。
3
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ARP エントリの詳細の表示

次の ARP 情報の詳細を表示できます。

• 隣接の通知：この情報は、ARP パケット トラフィック、ARP HA、または Cisco Express 
Forwarding 隣接の ARP 通知に関する問題の調査に使用できます。ARP サブシステムが ARP エン

トリと Cisco Express Forwarding 隣接を同期する必要がある場合、関連するエントリが表示される

ときにはこの情報も含まれます。

• 浮動スタティック ARP エントリの関連インターフェイス：ARP サブシステムが、浮動スタティッ

ク ARP エントリの関連インターフェイスの検索に成功した場合、関連するエントリが表示される

ときにはこの情報も含まれます。

• アプリケーションのサブブロック：アプリケーション特有の ARP エントリを表示する場合、サブ

ブロックデータの情報も表示に含められます。

Cisco IOS Release 9.0 で導入された show ip arp コマンドを使用すると、指定した基準（IP アドレス、

インターフェイス、またはハードウェア アドレス）に基づいた特定の ARP テーブル エントリのみを表

示できます。ただし、このコマンドは ARP エントリ モード、Cisco Express Forwarding 隣接の通知情

報、または浮動スタティック ARP エントリの関連インターフェイスは表示しません。

他の ARP 情報の表示

ARP テーブルのエントリの内容以外にも次の ARP 情報を表示できます。

• ARP テーブルの要約統計情報：モード タイプごとおよびインターフェイスごとのテーブルのエン

トリ数。

• ARP HA のステータスおよび統計情報：RP の現在のステートおよび 近のアクティビティに基づ

いてさまざまなタイプのスイッチオーバー統計情報が表示されます。

ARP 情報更新拡張機能

リリース 12.4(11)T よりも前のバージョンの Cisco IOS ソフトウェアの場合、clear arp コマンドは、

ARP テーブル内のすべての非スタティック エントリを更新します。ARP 情報更新ファシリティによ

り、次の選択した ARP 情報を管理できるようになります。

• すべての非スタティック ARP テーブル エントリを更新 

• 特定のインターフェイスに関連付けられた非スタティック ARP テーブル エントリを更新 

• 特定の VRF の特定の IP アドレスに対する非スタティック ARP テーブル エントリを更新 

• ARP HA 統計情報をリセット 

ARP デバッグ トレース拡張機能

リリース 12.4(11)T よりも前のバージョンの Cisco IOS ソフトウェアの場合、debug arp コマンドは、

ARP パケット トラフィックのみの情報のデバッグをサポートします。現在、ARP デバッグ トレース 
ファシリティは、ARP デバッグ トレースに対してより細かい選択およびフィルタリング オプションを

提供しています。

選択した ARP イベントに対するデバッグ トレース

次のタイプの ARP イベントに対して ARP デバッグ情報をイネーブルにできます。

• ARP テーブル エントリ イベント

• ARP テーブル イベント
4
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• ARP インターフェイス インタラクション

• ARP HA イベント

インターフェイスまたはアクセスリストによるデバッグ トレース フィルタリングのサポート

debug arp コマンドは、debug list コマンドが定義するとおりのデバッグ トレース フィルタリングを

サポートします。この拡張機能により、ARP デバッグ情報は、特定のルータ インターフェイスまたは 
IP アドレスのアクセス リスト、あるいはその両方に基づいて目的のデバッグ情報に焦点を当てられる

ようになります。

ARP セキュリティ拡張機能

ARP システム メッセージ ロギング（syslog）出力をトラップベースでイネーブルに設定する場合、

ルータは各インターフェイスに対するダイナミックに学習された ARP テーブル エントリの数をモニタ

し、特定のインターフェイスに対する学習した ARP エントリ数が事前設定値を超えるたびに ARP ロ
ギングをトリガーします。

このような syslog トラップは、（Simple Network Management Protocol（SNMP; 簡易ネットワーク管

理プロトコル）などのプロトコルを介して）その後でネットワーク管理者に警告できます。警告には、

関連するインターフェイス ID およびそのインターフェイスを経由して学習された ARP エントリの数

も含まれます。その後管理者は、設定したしきい値にまで ARP テーブルが拡大した理由を調査して、

可能性のあるセキュリティ違反を解決することに必要なアクションを実行できます。または、より頻繁

な更新からインターフェイス ポートのシャットダウンまで、ルータは重大度に基づいた自己防衛アク

ションを自動で実行できます。

（注） このルータレベルのセキュリティ機能は、MiM ARP スプーフィング攻撃の検出には役立ちますが、こ

のような攻撃を防ぐことはできません。このセキュリティ問題を解決するために実装する ARP 機能は

ありません。ARP 攻撃からルータを保護するには、ルータ レベルではなくスイッチで ARP-ACL フィ

ルタを使用するのが 適な方法です。

アドレス解決プロトコル

ARP は、RFC 826 に定義されているように、インターネットワークでの通信を可能にするために開発

されました。IP アドレスを MAC ハードウェア アドレスにマッピングして、IP パケットがネットワー

ク全体で送信可能にするためにルータおよびレイヤ 3 スイッチは ARP を必要とします。次の各項では、

ARP の背景情報を説明します。

• 「ARP ブロードキャストと応答プロセス」（P.5） 

• 「ARP のキャッシング」（P.6） 

ARP ブロードキャストと応答プロセス

デバイスがデータグラムを他のデバイスに送信する前に、デバイスは自分の ARP 情報を見て宛先デバ

イスの MAC アドレスおよび対応する IP アドレスがあるかを確認します。エントリがない場合、送信

元デバイスはブロードキャスト メッセージをネットワーク上のすべてのデバイスに送信します。各デ

バイスは、IP アドレスを自身のものと比較します。一致した IP アドレスを持つデバイスのみが、送信

側デバイスにデバイスの MAC アドレスを含むパケットで応答します。送信元デバイスは、以後の参照

用に宛先デバイスの MAC アドレスを自身の ARP テーブルに追加し、パケットをカプセル化するデー

タリンク ヘッダーとトレーラーを作成して、データ転送に進みます。
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宛先デバイスが、別のルータをはさんだリモートのネットワーク上にある場合、送信デバイスがデフォ

ルト ゲートウェイの MAC アドレスの ARP 要求を送信する点を除き、プロセスは同じです。アドレス

が解決され、デフォルト ゲートウェイがパケットを受信すると、デフォルト ゲートウェイは接続され

ているネットワークへ宛先 IP アドレスをブロードキャストします。宛先デバイス ネットワーク上の

ルータは、ARP を使用して宛先デバイスの MAC アドレスを取得して、パケットを配信します。

ARP のキャッシング

IP アドレスの MAC アドレスへのマッピングは、ネットワーク上の各ホップ（ルータ）でインター

ネットワークで送信されるデータグラムすべてに対して実行されるため、ネットワークのパフォーマン

スが低下する場合があります。ブロードキャストを 小限にしてネットワーク リソースの無駄な使用

を制限するため、ARP キャッシングが実装されました。

ARP のキャッシングは、アドレスを学習しながら、ネットワーク アドレスおよび関連付けられたデー

タリンク アドレスをメモリに一定期間保存する方法です。これにより、データグラムが送信されるた

びに同じアドレスをブロードキャストすることによる貴重なネットワーク リソースの使用を 小限に

抑えられます。情報が古くなる可能性があるため、キャッシュ エントリはメンテナンスする必要があ

ります。このため、キャッシュ エントリが定期的に期限切れとなるように設定することが大切です。

ネットワーク上の各デバイスは、アドレスがブロードキャストされると自身のテーブルを更新します。

ARP テーブル

ARP テーブルは、Cisco ルータが学習および設定したルートマッピング情報をキャッシュするデータ

ベースです。ARP テーブルの各エントリは、ローカル IP アドレス（ルータの所有するデバイスを示

す）またはリモート ホスト IP アドレス（外部デバイスを示す）のいずれかに関連付けられます。エン

トリの内容は次の ARP-intrinsic 情報を定義します。

• ポートの 32 ビット IP アドレスと 48 ビット MAC アドレスの関連付け 

• Cisco IOS 環境の ARP をサポートするために必要な他の情報（リンク タイプ、VRF テーブル ID、

カプセル化方式など） 

ルータが Cisco Express Forwarding などの IP スイッチング テクノロジーを使用してパケットを転送す

る場合、ARP テーブル エントリは、MAC 書き換え情報を提供します。

ARP テーブル エントリ モード

ARP テーブルの各エントリにはモード タイプが指定されています。ARP サブシステムは、基本 ARP 
テーブル エントリ モードをサポートし、また、新しいアプリケーション特有のモードも導入しています。

基本 ARP テーブル エントリ モード

ARP サブシステムでは、次のような基本 ARP テーブル エントリ モードを使用して、ARP-internal 処
理用に ARP エントリを整理します。

• エイリアス：このモードは、管理者がローカル IP アドレス、サブネット マスク、ゲートウェイ、

および対応する MAC アドレスを明示的に設定したエントリに割り当てられます。スタティック 
ARP エントリはキャッシュ テーブルに無期限で保存されます。同じネットワークの他のデバイス

と定期的に通信する必要があるローカル アドレスに 適です。

• ダイナミック：このモードは、ARP 要求によって開始され、外部ホストに関連付けられた、ダイ

ナミックに学習されたエントリに割り当てられます。ダイナミック ARP エントリは、Cisco IOS 
ソフトウェアにより自動的に追加されて一定期間メンテナンスされ、その後削除されます。時間制
6
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限が追加された場合を除き、管理作業は不要です。デフォルトの時間制限は 4 時間です。キャッ

シュに追加またはキャッシュから削除されるルートがネットワークに多数ある場合は、時間制限を

調整する必要があります。ダイナミック ARP エントリが「完全」と見なされるのは、ARP 応答に

より提供される外部ホストの MAC アドレスがエントリに含まれるときです。

• 不完全：このモードは、ダイナミック ARP エントリの過渡的なモードです。このモードは、エン

トリが ARP 要求で開始され、外部ホストに関連付けられたが、MAC アドレスが含まれていない

ことを示します。

• インターフェイス：このモードは、インターフェイスから取得したローカル IP アドレスのエント

リに割り当てられます。

• スタティック：このモードは、管理者が外部 IP アドレス、サブネット マスク、ゲートウェイ、お

よび対応する MAC アドレスを明示的に設定したエントリに割り当てられます。スタティック 
ARP エントリはキャッシュ テーブルに無期限で保存されます。同じネットワークの他のデバイス

と定期的に通信する必要がある外部デバイスに 適です。スタティック ARP エントリは、設定時

にインターフェイスと一切関連付けられなかった場合は「浮動」と呼ばれます。

ダイナミックに学習されたルートの有効性を維持するために、ARP サブシステムはダイナミック ARP 
エントリを定期的（設定どおりまたはデフォルトの 4 時間ごと）に更新します。これにより、変更、

エージング アウト、または削除されたダイナミック ルートがあれば ARP テーブルに反映されます。

スタティックに設定されたルートの有効性を維持するために、ARP サブシステムはスタティック ARP 
エントリおよびエイリアス ARP エントリを 1 分間ごとに 1 回更新します。これにより、変更または削

除されたスタティックに設定されたルートがあれば ARP テーブルに反映されます。

アプリケーション特有の ARP テーブル エントリ モード

ARP サブシステムは、アプリケーション特有の ARP テーブル エントリ モードを使用して、ソリュー

ションのために ARP テーブル エントリを追加する必要のあるアプリケーションをサポートします。

ARP アプリケーションは、ARP サブシステムに登録してアプリケーション タイプ ハンドルを取得で

きます。このハンドルを使用すれば、アプリケーションは次の適切なアプリケーション特有のエントリ 
モードで ARP エントリを挿入できます。

• シンプル アプリケーション：このモードは、外部デバイスを示すアプリケーションで作成された

エントリに割り当てられます。

• アプリケーション エイリアス：このモードは、ローカル アドレスに関連付けられたアプリケー

ションで作成されたエントリに割り当てられます。

• アプリケーション タイマー：このモードは、外部デバイスに関連付けられたアプリケーションで

作成されたエントリに割り当てられます。ARP サブシステムは、このモードのエントリを作成す

るアプリケーションにタイマーベースのサービスを提供します。

アプリケーション特有のエントリは期限切れしませんが、代わりにアプリケーションによってメンテナ

ンスされます。

ARP テーブル エントリ サブブロック

ARP エントリ サブブロック構造では、非 ARP-intrinsic データを選択した ARP エントリに付加できま

す。ARP テーブルに挿入された ARP エントリが特別な ARP-internal 処理を必要とする場合、特別な

処理を実行するプロセスが必要とする情報は、ARP エントリに付加したサブブロックに定義されます。

ARP サブシステムは、必要に応じてサブブロックを次のタイプの ARP エントリに付加します。
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• エイリアス、ダイナミック、およびスタティック ARP エントリ：定期更新操作を連係して行う 
ARP タイマー プロセスが必要な情報を指定するために、これらのタイプのエントリすべてにサブ

ブロックが付加されます。これにより、エントリで定義された IP アドレスと MAC アドレス間の

関連付けの有効性が確実になります。

• インターフェイス ARP エントリ：インターフェイスに関する情報を格納するために、すべてのイ

ンターフェイス ARP エントリにサブブロックが付加されます。

• シンプル アプリケーション、アプリケーション エイリアス、およびアプリケーション タイマー エ
ントリ：ARP エントリを作成するアプリケーションには、作業に必要なアプリケーション特有の

データを含められます。データとは、タイマー サービスのためのタイマー構造や関連するサブブ

ロックをグループ化するためのデータ構造ポインタなどです。

ARP テーブル エントリと Cisco Express Forwarding 隣接の同期

Cisco Express Forwarding がルータでイネーブルの場合、ルータは隣接ノードの転送情報（発信イン

ターフェイスおよび MAC ヘッダー書き換え）を保持します。リンク レイヤ（レイヤ 2）を介して単一

ホップで別のノードに到達できるノードは、別のノードと隣接関係と呼ばれます。Cisco Express 
Forwarding では、転送情報を隣接データベースに格納するため、レイヤ 2 のアドレス情報を、ARP パ
ケットに付加されるリンクレイヤ ヘッダーに挿入できます。

ARP テーブル情報は、Cisco Express Forwarding 隣接のソースの 1 つです。ARP サブシステムが ARP 
テーブル エントリを有効なハードウェア アドレスを保持する発信インターフェイスに付加するたびに、

サブシステムは、内部「ARP 隣接」通知を発行します。この通知により、ARP バックグラウンド プロ

セスは、隣接するデータベースを介して ARP エントリと Cisco Express Forwarding 隣接を同期します。

発信インターフェイスへの付加は、次のモードのエントリのみで発生します。

• エイリアス 

• ダイナミック 

• 浮動スタティック

• シンプル アプリケーション 

• アプリケーション タイマー 

ARP サブシステムは、エントリ内の IP アドレスを使用して接続されたインターフェイスまたはプロキ

シ ARP インターフェイスを見つけることにより、各浮動スタティック ARP エントリを処理して付加

されたインターフェイスを検索します。このインターフェイス情報を追加することで ARP エントリは

完全になり、ARP エントリは Cisco Express Forwarding 隣接と同期できるようになります。

インターフェイスごとの ARP テーブル サイズ モニタリング

ARP プロトコルは、ルータ システムの攻撃手段として使用される場合があります。ARP 攻撃方法の 1 
つであるスプーフィングは、ホストの ID を偽造するためにメディアに仕掛けられます。Cisco IOS 
ルータには、ルータ自体のインターフェイス アドレスを保護するための自己防衛スキームが実装され

ています。セキュア ARP や許可 ARP 学習などの他の機能も ARP 学習の範囲を制限するために Cisco 
IOS の一部のリリースに実装されています。

もう 1 つの ARP 攻撃方法に Denial-of-Service（DoS; サービス拒絶）があります。たとえば、ARP パ
ケットを処理する CPU が処理しきれなくなるようにしたり、ARP パケットから作成される ARP テー

ブル エントリによってシステム メモリを枯渇させようとする目的でルータに ARP パケットを送信して

ネットワークのサービス停止を起こします。高いレートの着信 ARP パケットは、ARP 入力キューをす

ぐに満杯にもし、また 大デフォルト容量またはルータに設定された容量を超過して、サービス停止状

態を起こします。
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ルータへの ARP 攻撃を通じた可能性のあるセキュリティ違反の試みを検出する方法の 1 つに、ARP 
テーブルのサイズをモニタして、設定したしきい値にエントリ数が達したときに警告をトリガーする方

法があります。しかし、ARP テーブルの全体サイズを単に制限しても、有効な ARP パケットと不正な

パケットを区別するのは困難です。着信パケットをより正確に確認するために、ARP サブシステムは、

インターフェイス レベルで ARP テーブル サイズをモニタします。ルータが使用するノード数およびイ

ンターフェイス上のホスト数に基づいて、予期されるインターフェイス固有の 大エントリ数を決定で

きます。インターフェイスに対する ARP テーブル エントリ数が事前に決定されたしきい値を超える場

合、この状況はルータへの ARP 攻撃を通じたセキュリティ違反の試みを示す可能性があります。

ARP ハイ アベイラビリティ

ARP HA は、Cisco IOS ソフトウェアの Cisco Nonstop Forwarding（NSF; ノンストップ フォワーディ

ング）の機能です。デュアル RP が含まれ、Stateful Switchover（SSO; ステートフル スイッチオー

バー）が設定されたシスコ ネットワーキング デバイスでは、ARP HA が ARP エントリ処理用にネッ

トワークのアベイラビリティを向上させる方法を提供します。

この項では、次の ARP HA を実装するために、ARP サブシステムが使用する内部プロセスおよびデー

タ構造の概要を説明します。

• 「ステートフル スイッチオーバーとの共存」（P.9） 

• 「同期キュー」（P.9） 

• 「バックアップ ARP テーブル」（P.10） 

• 「ARP HA ステート マシン」（P.10） 

ステートフル スイッチオーバーとの共存

デュアル RP をサポートするシスコ ネットワーキング デバイスでは、ARP は Cisco IOS ソフトウェア

で Stateful Switchover（SSO; ステートフル スイッチオーバー）機能を使用します。SSO は、多くの 
Cisco IOS アプリケーションおよび機能に冗長性と同期を提供します。SSO は、RP の 1 つをアクティ

ブ プロセッサとして確立する一方でもう 1 つの RP をスタンバイ プロセッサとして指定してから重要

なステート情報を両者間で同期させることによって、RP の冗長性を活用します。

2 つのプロセッサ間の 初の同期に続いて、SSO は RP のステート情報をプロセッサ間でダイナミック

に保持します。アクティブ RP に障害が発生したとき、アクティブ RP がネットワーキング デバイスか

ら削除されたとき、またはメンテナンスのために手動で停止されたときに、アクティブ プロセッサか

らスタンバイ プロセッサへのスイッチオーバーが発生します。

同期キュー

アクティブ RP は、ARP テーブル エントリの次の 2 つのリストが含まれている同期キューを保持します。

• メイン ARP テーブルからの ARP エントリで、スタンバイ RP にこれから同期する ARP エントリ 

• メイン ARP テーブルからの ARP エントリで、すでにスタンバイ RP に同期された ARP エントリ 

（注） 同期キューは、メイン ARP テーブル エントリへの 2 つのリンク リストから構成されます。

スイッチオーバーが発生すると、ARP HA プロセスはまだ同期されていないエントリのリストを使用

して、新しいスタンバイ RP（元アクティブ RP）の中の冗長性 ARP テーブルのいずれのエントリをメ

イン ARP テーブルと同期させるかを決定します。
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スタンバイ RP がリロードした場合、ARP HA プロセスは、スタンバイ RP のリブート時に、同期

キュー全体（両方のリストのエントリ）をスタンバイ RP とバルク同期します。

バックアップ ARP テーブル

スタンバイ RP はバックアップ ARP テーブルを保持します。ここには、スタンバイ RP がアクティブ 
RP から受信するバックアップ ARP エントリを格納します。スイッチオーバー中、ARP HA プロセス

はインターフェイス アップ イベントをモニタします。起動したインターフェイスに対して、ARP HA 
プロセスは関連する ARP エントリに対する新しいアクティブ RP（元スタンバイ RP）をバックアップ 
テーブルから検索します。その後、ARP HA プロセスは、関連するバックアップ ARP エントリをすべ

てメイン ARP テーブルに追加します。

ARP HA ステート マシン

ARP HA プロセスはイベント駆動の 2 つの半分から構成されるステート マシンによって制御されます。

1 つの半分はアクティブ RP 用、もう 1 つの半分はスタンバイ RP 用です。スイッチオーバーが発生す

ると、スタンバイ RP はステート マシンのアクティブの半分に移行します。ステート マシンは、アク

ティブ /スタンバイの同期およびスイッチオーバーのステータスを追跡します。

ステート マシンのアクティブの半分は、次のステートのいずれかになれます。

• ARP_HA_ST_A_BULK：バルク同期操作が送信したエントリの処理が終了したことをスタンバイ 
RP が合図することをアクティブ RP が待っている過度的なステート。

• ARP_HA_ST_A_SSO：新しいアクティブ RP が合図が正常に動作するようになることを待ってい

る過度的なステート。

• ARP_HA_ST_A_UP：アクティブ RP がエントリをスタンバイ RP に送信しないアクティブ ステー

ト。スタンバイ RP がまだ起動しない場合、または前の同期に失敗した場合にアクティブ RP はこ

のステートに移行します。

• ARP_HA_ST_A_UP_SYNC：アクティブ RP が同期キューからエントリをスタンバイ RP に送信

するアクティブ ステート。同期するエントリ数がしきい値に達した場合、または同期タイマーが

期限切れになった場合のいずれかが先に発生すると、アクティブ RP はこのステートに移行しま

す。

ステート マシンのスタンバイの半分には、次のステートが含まれます。

• ARP_HA_ST_S_BULK：スタンバイ RP がバルク同期操作が送信したエントリを処理する過度的

なステート。アクティブ RP がエントリ送信を終了したことを合図した後で、スタンバイ RP は、

ARP_HA_ST_S_UP ステートに移行し、その後スタンバイ RP はアクティブ RP にバルク同期操作

が送信したエントリの処理が終了したことの合図を返します。

• ARP_HA_ST_S_UP：スタンバイ RP がアクティブ RP からのインクリメンタル ARP 同期エント

リを処理するアクティブ ステート。スイッチオーバーが発生すると、スタンバイ RP は 
ARP_HA_ST_A_SSO ステートに移行します。

RP のステートおよび 近のアクティビティは、ARP HA アクティビティのモニタリング用に表示できます。

ARP 情報のモニタリングおよびメンテナンスの方法
ここでは、次の手順について説明します。

• 「ARP テーブル エントリ情報の表示」（P.11）（任意）

• 「ARP HA ステータスおよび統計情報の表示」（P.14）（任意）
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• 「ダイナミックに学習した ARP テーブル エントリの更新」（P.15）（任意）

• 「学習した ARP テーブル エントリに対する 大制限の設定」（P.16）（任意）

• 「ARP HA 統計情報のリセット」（P.17）（任意）

• 「ARP トランザクションのデバッグ トレースのイネーブル化」（P.18）（任意）

• 「インターフェイス上の学習したエントリ数についての ARP トラップのイネーブル化」（P.20）（任意）

ARP テーブル エントリ情報の表示

ARP テーブル エントリ情報を表示するには、show arp summary、show arp、および show arp 
application コマンドを使用します。

• ステップ 2 は、ARP テーブルの内容の概要表示をすることに有用です。

• ステップ 3 およびステップ 4 は、すべての ARP テーブル エントリおよびあればエントリ サブブ

ロックの内容を表示することに有用です。

• ステップ 5 は、ARP がサポートしていて登録済みクライアント上で実行中の外部アプリケーショ

ンについての ARP テーブル情報を表示することに有用です。

手順の概要

1. enable 

2. show arp summary

3. show interfaces [summary] 

4. show arp [[vrf vrf-name] [[arp-mode] [[ip-address [mask]] [interface-type interface-number]]]] 
[detail] 

5. show arp application [application-id] [detail] 

手順の詳細

ステップ 1 enable 

このコマンドは特権 EXEC モードをイネーブルにします。

Router> enable 

ステップ 2 show arp summary 

このコマンドは ARP テーブル エントリの合計数、ARP エントリ モードごとの ARP テーブル エント

リ数、およびルータ上のインターフェイスごとの ARP テーブル エントリ数を表示します。

Router# show arp summary 

Total number of entries in the ARP table: 10.
Total number of Dynamic ARP entries: 4.
Total number of Incomplete ARP entries: 0.
Total number of Interface ARP entries: 4.
Total number of Static ARP entries: 2.
Total number of Alias ARP entries: 0.
Total number of Simple Application ARP entries: 0.
Total number of Application Alias ARP entries: 0.
Total number of Application Timer ARP entries: 0.

Interface              Entry Count
Ethernet3/2                      1
11
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Ethernet3/1                      4
Ethernet3/0                      3

ステップ 3 show interfaces [summary] 

このコマンドは、ルータまたはアクセス サーバに設定されているすべてのインターフェイスをリスト

表示します。有効なインターフェイスのタイプおよび数は、ルータおよびルータ上のインターフェイス

によって異なります。特定のルータに設定されているすべてのインターフェイスをリスト表示するに

は、show interfaces コマンドに summary キーワード加えて使用します。この情報は、特定のルータ 
インターフェイスの ARP テーブル エントリを表示する場合に有用です。

Router# show interfaces summary 

*: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface               IHQ   IQD  OHQ   OQD  RXBS RXPS  TXBS TXPS TRTL
-------------------------------------------------------------------------
  FastEthernet1/0          0     0    0     0     0    0     0    0    0
  ATM2/0                   0     0    0     0     0    0     0    0    0
* Ethernet3/0              0     0    0     0     0    0     0    0    0
* Ethernet3/1              0     0    0     0     0    0     0    0    0
* Ethernet3/2              0     0    0     0     0    0     0    0    0
  Ethernet3/3              0     0    0     0     0    0     0    0    0
  Serial4/0                0     0    0     0     0    0     0    0    0
  Serial4/1                0     0    0     0     0    0     0    0    0
  Serial4/2                0     0    0     0     0    0     0    0    0
  Serial4/3                0     0    0     0     0    0     0    0    0
  Fddi5/0                  0     0    0     0     0    0     0    0    0
* Loopback0                0     0    0     0     0    0     0    0    0

ステップ 4 show arp [[vrf vrf-name] [[arp-mode] [[ip-address [mask]] [interface-type interface-number]]]] [detail] 

このコマンドは、すべての ARP テーブル エントリまたは任意の選択基準を満たす ARP テーブル エン

トリのみを表示します。

ヒント 有効なインターフェイスのタイプおよび数は、ルータおよびルータ上のインターフェイスに

よって異なります。show arp コマンド内の interface-type 引数および interface-number 引数を

置換するには、適切なインターフェイス仕様を使用して、show interfaces コマンド出力の 
Interface カラムに表示されるものとまったく同じになるように入力します。

Router# show arp vrf vrf1 dynamic 209.165.200.225 e3/1 detail 

ARP entry for 209.165.200.225, link type IP.
  Dynamic, via Ethernet3/1, last updated 147 minutes ago.
  Encap type is ARPA, hardware address is 0050.d173.e881, 6 bytes long.
  ARP subblocks:
  * Dynamic ARP Subblock
    Entry will be refreshed in 109 minutes and 52 seconds.
    It has 2 chances to be refreshed before it is purged.
    Entry is complete.
  * IP ARP Adjacency
    Adjacency (for 209.165.200.225 on Ethernet3/1) was installed.
    Connection ID: 0

ステップ 5 show arp application [application-id] [detail] 
12
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このコマンドは、特定の ARP アプリケーションの ARP テーブル情報、または ARP がサポートしてい

て登録済みクライアント上で実行中のすべてのアプリケーションの ARP テーブル情報を表示します。

Router# show arp application detail 

Number of clients registered: 8

Application         ID        Num of Subblocks
ARP Backup          200       0

Application         ID        Num of Subblocks
IP ARP Adj Conn ID  201       0

Application         ID        Num of Subblocks
IP Subscriber       202       0

Application         ID        Num of Subblocks
LEC                 203       0

Application         ID        Num of Subblocks
DHCPD               204       0

Application         ID        Num of Subblocks
DSS                 205       0

Application         ID        Num of Subblocks
IP Mobility         206       0

Application         ID        Num of Subblocks
IP ARP Adjacency    207       5
          
ARP entry for 209.165.200.226, link type IP.
  Static.
    Subblock data:
    Adjacency (for 209.165.200.226 on Ethernet3/1) was withdrawn.
    Connection ID: 0
ARP entry for 209.165.200.227, link type IP.
  Dynamic, via Ethernet3/0.
    Subblock data:
    Adjacency (for 209.165.200.227 on Ethernet3/0) was installed.
    Connection ID: 0
ARP entry for 209.165.200.228, link type IP.
  Dynamic, via Ethernet3/0.
    Subblock data:
    Adjacency (for 209.165.200.228 on Ethernet3/0) was installed.
    Connection ID: 0
ARP entry for 209.165.200.225, link type IP.
  Dynamic, via Ethernet3/1, in VRF vrf1.
    Subblock data:
    Adjacency (for 209.165.200.225 on Ethernet3/1) was installed.
    Connection ID: 0
ARP entry for 209.165.200.229, link type IP.
  Dynamic, via Ethernet3/1, in VRF vrf1.
    Subblock data:
    Adjacency (for 209.165.200.229 on Ethernet3/1) was installed.
    Connection ID: 0
13
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ARP HA ステータスおよび統計情報の表示

デュアル RP が含まれ、SSO が設定されたシスコ ネットワーキング デバイスの ARP HA ステータスお

よび統計情報を表示するには、show arp ha コマンドを使用します。次のとおり現在の RP ステートに

基づいて、異なる HA の詳細が表示されます。

• 後にルータがリブートされたときからアクティブ RP だったアクティブ RP

• スタンバイ RP だったアクティブ RP で、SSO 発生後にアクティブ RP になったアクティブ RP

• スタンバイ RP

手順の概要

1. enable

2. show arp ha 

手順の詳細

ステップ 1 enable 

このコマンドは特権 EXEC モードをイネーブルにします。

Router> enable 

ステップ 2 show arp ha 

このコマンドは、Cisco 7600 シリーズ ルータなどの HA 対応プラットフォームで SSO を設定済みのプ

ラットフォーム用に収集した ARP HA ステータスおよび統計情報を表示します。このコマンドの出力

は、RP の現在および 新のステートにより異なります。

アクティブ RP
次に、 後にルータがリブートされたときからアクティブ RP だったアクティブ RP に対して show arp 
ha コマンドを実行した場合の出力例を示します。ARP HA 統計情報は、アクティブ ステートについて

のみ表示されます。

Router# show arp ha 

ARP HA in active state (ARP_HA_ST_A_UP_SYNC).
  4 ARP entries in the synchronization queue.
  No ARP entry waiting to be synchronized.
  4022 synchronization packets sent.
  No error in allocating synchronization packets.
  No error in sending synchronization packets.
  No error in encoding interface names.

以前はスタンバイ RP だったアクティブ RP
次に、 新の SSO 発生後にスタンバイ RP からアクティブ RP になったアクティブ RP に対して show 
arp ha コマンドを実行した場合の出力例を示します。ARP HA 統計情報は、アクティブ ステートおよ

び以前のスタンバイ ステートについても表示されます。

Router# show arp ha 

ARP HA in active state (ARP_HA_ST_A_UP_SYNC).
  4 ARP entries in the synchronization queue.
  No ARP entry waiting to be synchronized.
  4022 synchronization packets sent.
  No error in allocating synchronization packets.
  No error in sending synchronization packets.
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  No error in encoding interface names.

Statistics collected when ARP HA in standby state:
  No ARP entry in the backup table.
  5 synchronization packets processed.
  No synchronization packet dropped in invalid state.
  No error in decoding interface names.
  4 ARP entries restored before timer.
  No ARP entry restored on timer.
  No ARP entry purged since interface is down.
  No ARP entry purged on timer.

スタンバイ RP
次に、スタンバイ RP に対して show arp ha コマンドを実行した場合の出力例を示します。ARP HA 統
計情報は、スタンバイ ステートについてのみ表示されます。

Router# show arp ha 

ARP HA in standby state (ARP_HA_ST_S_UP).
  4 ARP entries in the backup table.
  4005 synchronization packets processed.
  No synchronization packet dropped in invalid state.
  No error in decoding interface names.

ダイナミックに学習した ARP テーブル エントリの更新

ダイナミックに学習した ARP テーブル エントリを更新すると、IP アドレスおよび MAC アドレスの

マッピング情報の有効性を確認したり、任意の古いエントリ（期限切れになったが、デフォルトまたは

タイマーベースのプロセスによってまだエージング アウトされていないダイナミック ARP エントリ）

を即座にエージング アウトしたりできます。

更新操作の範囲は、次の選択基準のいずれかに一致するエントリに制限できます。

• 特定のインターフェイスの ARP キャッシュ エントリ

• グローバル VRF および特定のホストの ARP キャッシュ エントリ

• 名前付き VRF および特定のホストの ARP キャッシュ エントリ

手順の概要

1. enable

2. show interfaces [summary]

3. clear arp-cache [interface type number | [vrf vrf-name] ip-address]
15
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手順の詳細

学習した ARP テーブル エントリに対する最大制限の設定

システムの学習できる ARP エントリ数を制限することは、メモリの使い切りによりシステムが不安定

になる可能性を防ぐのに役立ちます。

システムのデフォルトの動作では、システムの学習した ARP エントリ数にこのような 大制限を一切

適用しません。通常の状況では、各インターフェイスから学習した ARP エントリの数は、LAN 上の直

接接続するホスト数に関連します。ARP エントリ数が非常に多く増加すると、次のような大きな影響

をデバイスに与える可能性があります。

• ARP パケットの処理、および ARP エントリをエージングする CPU 時間の増加

• メモリのフラグメンテーションおよび使い切りにつながる可能性のある、システム メモリおよび

ハードウェア テーブル メモリ（ハードウェア フォワーディング プラットフォームの場合）におけ

るメモリ消費の大幅な増加

システムの作成できる ARP エントリ数が制限されていない場合、メモリの使い切りによりシステムが

不安定になる可能性があります。学習した ARP テーブル エントリ数に 大制限を設定することは、こ

のシナリオの発生を防ぐのに役立ちます。

制限がいったん設定されると、学習する ARP エントリのしきい値制限または設定された 大制限の 
80%に達するとすぐに、システムはプライオリティを Level 3（LOG_NOTICE）に設定した syslog 
メッセージを生成します。設定した 大制限に達するとすぐ、システムは次の処理を実行します。

• 新しく学習した ARP エントリの廃棄を開始。

• プライオリティを Level 3（LOG_NOTICE）に設定した syslog メッセージを生成。管理者は、適

切なアクションを実行する必要があります。

ARP テーブルの学習した ARP エントリ数が 大制限から許可されたしきい値制限または 大制限の 
95% まで減少した場合、syslog メッセージが生成されて ARP テーブルが通常の動作可能ステートに

戻ったことがシステム管理者に通知されます。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 show interfaces [summary] 

例：
Router# show interfaces summary

（任意）ルータまたはアクセス サーバに設定されているす

べてのインターフェイスをリスト表示します。

• 要約テーブルにあるインターフェイスをリスト表示す

るには、summary キーワードを使用します。この形

式のコマンド出力は、特定のルータ インターフェイス

に対する ARP テーブル エントリを更新する場合に有

用です。

ステップ 3 clear arp-cache [interface type number | [vrf 
vrf-name] ip-address] 

例：
Router# clear arp-cache 192.0.2.240 

すべてのダイナミックに作成された ARP テーブル エント

リ、または選択基準を満たすダイナミックに作成された 
ARP テーブル エントリのみを更新します。
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前提条件

• ARP テーブルに学習および入力できる ARP エントリの 大数を決定するには、Command-Line 
Interface（CLI; コマンドライン インターフェイス）に 大数を設定する前にルータのサポート マ
ニュアルを参照してください。

制約事項

• 学習した ARP エントリの 大制限数は、プラットフォームに依存します。

（注） 学習した ARP テーブル エントリの 大制限数を設定する制限機能は、Cisco 7600 プラットフォームの

みでサポートされます。このサポートは、Cisco IOS Release 12.2(33)SRD3 から開始されました。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. ip arp entry learn max-limit

手順の詳細

ARP HA 統計情報のリセット

この作業を実行すると、ARP HA 統計情報がリセットできます。ARP HA サブシステムのデバッグ時

に有用です。

手順の概要

1. enable

2. clear arp-cache counters ha

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip arp entry learn max-limit

例：
Router# ip arp entry learn 256

プラットフォームの学習した ARP エントリの 大数を設

定します。
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手順の詳細

ARP トランザクションのデバッグ トレースのイネーブル化

ARP サブシステムをモニタするために ARP トランザクションのデバッグ トレースをイネーブルにし

ます。

デバッグ トレースは、すべての IP ARP パケット トラフィックに対してイネーブルにすることも、次

のように ARP イベントの個々のタイプごとにイネーブルにすることもできます。

• ARP エントリ イベント

– 任意のダイナミック ARP エントリ イベント

– 任意のインターフェイス ARP エントリ イベント

– 任意のスタティック ARP エントリ イベント

– 任意の ARP エントリ サブブロック イベント

• ARP テーブル イベント

– ARP テーブル操作（エントリの挿入、変更、または削除）

– ARP テーブル タイマー イベント

– ARP テーブル データベース イベント（データベースの読み取り /書き込みイベント）

• ARP HA イベント

• ARP インターフェイス イベント

– ARP/Cisco Express Forwarding 隣接インターフェイス トランザクション 

– ARP アプリケーション インターフェイス トランザクション

デバッグ フィルタリングのサポート

表示される ARP デバッグ情報の量は、debug list コマンドで指定するインターフェイスおよびアクセ

ス リストに基づいてフィルタリングされます。

手順の概要

1. enable

2. debug list [list] [interface]

3. debug arp [arp-entry-event | arp-table-event | ha | interface-interaction]

4. show debugging

5. no debug arp [arp-entry-event | arp-table-event | ha | interface-interaction]

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 clear arp-cache counters ha 

例：
Router# clear arp-cache counters ha

ARP HA 統計情報をリセットします。
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手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 debug list [list] [interface] 

例：
Router# debug list 1102 serial

（任意）次の基準のいずれかまたは両方を使用して、ARP 
デバッグ情報（またはこのコマンドがサポートする他の任

意のプロトコルのデバッグ情報）のフィルタリングをイ

ネーブルにします。

• ルータ上のすべてのインターフェイスではなく、特定

のインターフェイスのデバッグ情報を表示するには、

interface 引数を使用してインターフェイスを特定しま

す。インターフェイスの設定が必要な場合は、

interface コマンドを使用します。

• すべてのパケットではなく、特定のタイプのパケット

の情報を表示する場合は、拡張 ACL を特定する list 引
数を使用してパケットの詳細を特定します。ACL は、

送信元 MAC イーサネット アドレス、宛先 MAC イー

サネット アドレス、およびパケット内の任意のバイト

を指定します。拡張アクセス リストを設定する必要が

ある場合は、access-list（extended-ibm）コマンドを

使用します。

ステップ 3 debug arp [arp-entry-event | arp-table-event | 
ha | interface-interaction]

例：
Router# debug arp static

ARP パケットのデバッグ トレースをイネーブルにします。

• このコマンドをキーワードとともに使用した場合、次

の特定のタイプの ARP イベントの 1 つに対するデ

バッグ トレースをイネーブルにします。

– ARP エントリ イベント

– ARP テーブル イベント

– ARP HA イベント（HA 対応プラットフォーム上）

– ARP インターフェイス上のインタラクション

ステップ 4 show debugging 

例：
Router# show debugging 

このルータでイネーブルのデバッグ オプションをリスト表

示します。

ステップ 5 no debug arp [arp-entry-event | 
arp-table-event | ha | interface-interaction]

例：
Router# no debug arp static

（任意）ARP パケットのデバッグ トレースをディセーブル

にします。

• このコマンドをキーワードとともに使用した場合、次

の特定のタイプの ARP イベントの 1 つに対するデ

バッグ トレースをディセーブルにします。

– ARP エントリ イベント

– ARP テーブル イベント

– ARP HA イベント（HA 対応プラットフォーム上）

– ARP インターフェイス上のインタラクション
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インターフェイス上の学習したエントリ数についての ARP トラップのイ
ネーブル化

インターフェイスに対する ARP エントリ数が設定したしきい値に達したときにネットワーク管理者に

警告する場合は、ダイナミックに学習した ARP エントリ数に対する ARP トラップまたはしきい値を

イネーブルにします。警告はインターフェイス固有の ARP syslog 出力の形になります。

可能性のある ARP 攻撃のインジケータとしての ARP テーブル サイズ

（ルータが使用するノード数およびインターフェイス上のホスト数に基づいて）インターフェイスに対

する ARP テーブル エントリ数が高レベルに達した場合、そのインターフェイスを経由するルータへの 
ARP DoS 攻撃が原因の場合があります。この状態については、「インターフェイスごとの ARP テーブ

ル サイズ モニタリング」（P.8） を参照してください。

前提条件

インターフェイスに対して予想される 大エントリ数を決定します。このような予想は通常、次の情報

に基づきます。

• ルータが使用するノード数

• インターフェイス上のホスト数

ネットワーク構成によっては、プロキシ ARP がイネーブルかどうかなど他の要因が特定のインター

フェイスに対する ARP テーブル エントリ数に影響を与える場合があります。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. interface type number

4. arp log threshold entries entry-count

5. end

6. show running-config interface type number
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手順の詳細

ARP 情報のモニタリングおよびメンテナンスの設定例
ここでは、次の例について説明します。

• 「学習した ARP テーブル エントリに対する 大制限の設定：例」（P.21）

• 「学習した ARP テーブル エントリに対する 大制限の表示：例」（P.22）

学習した ARP テーブル エントリに対する最大制限の設定：例

次に、学習した ARP テーブル エントリ数の 大制限の設定方法の例を示します。学習した ARP エン

トリの 大制限として 512,000 が設定されます。

Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# ip arp entry learn 512000

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 interface type number 

例：
Router(config)# interface ethernet 0/0

インターフェイス タイプを設定してインターフェイス コ
ンフィギュレーション モードを開始し、特定のインター

フェイスを設定できるようにします。

ステップ 4 arp log threshold entries entry-count 

例：
Router(config-if)# arp log threshold entries 
1000 

ARP トラップをイネーブルにして、ルータ インターフェ

イスのダイナミックに学習したエントリが指定した数に達

した場合に ARP ログをトリガーするようにします。

ステップ 5 end 

例：
Router(config-if) end

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show running-config interface type number 

例：
Router# show running-config interface ethernet 
0/0

特定のインターフェイスの現在の動作設定についての情報

を表示します。

• 特定のインターフェイスに対して ARP トラップがイ

ネーブルの場合、interface コマンドの情報には、arp 
log threshold entries コマンドが含まれ、その後にし

きい値が続きます。
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学習した ARP テーブル エントリに対する最大制限の表示：例

次に、学習した ARP テーブル エントリ数の 大制限が CLI に設定された後の例を示します。

Router# show arp summary

Total number of entries in the ARP table: 4.
Total number of Dynamic ARP entries: 0.
Total number of Incomplete ARP entries: 0.
Total number of Interface ARP entries: 3.
Total number of Static ARP entries: 1.
Total number of Alias ARP entries: 0.
Total number of Simple Application ARP entries: 0.
Total number of Application Alias ARP entries: 0.
Total number of Application Timer ARP entries: 0.
Maximum limit of Learn ARP entry : 512000.
Maximum configured Learn ARP entry limit : 512000.
Learn ARP Entry Threshold is 409600 and Permit Threshold is 486400.
Total number of Learn ARP entries: 0.
Interface              Entry Count
GigabitEthernet4/7               1
GigabitEthernet4/1.1             1
GigabitEthernet4/1               1
EOBC0/0 

大制限は、512,000（Maximum configured Learn ARP entry limit: 512000.）に設定されていると示さ

れます。学習した ARP テーブル エントリの許可されている 大制限は、512,000（Maximum limit of 
Learn ARP entry: 512000 ）です。この値を超える 大制限は設定できません。

参考資料
ここでは、ARP 情報のモニタリングおよびメンテナンスに関する関連資料について説明します。

関連資料

規格

関連項目 参照先

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

ARP コマンド：コマンド構文の詳細、コマンド モー

ド、コマンド履歴、デフォルト、使用上の注意事項、

および例

『Cisco IOS IP Addressing Services Command Reference』

IP アドレッシングの作業 「Configuring IPv4 Addresses」モジュール

ARP 設定作業 「Configuring Address Resolution Protocol Options」モジュール

規格 タイトル

この機能がサポートする新しい規格または変更された

規格はありません。また、この機能で変更された既存

規格のサポートはありません。

—
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MIB

RFC

シスコのテクニカル サポート

MIB MIB リンク

この機能がサポートする新しい MIB または変更され

た MIB はありません。また、この機能で変更された

既存の MIB のサポートはありません。

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリース、および機能セッ

トの MIB の場所を検索しダウンロードするには、次の URL にある 
Cisco MIB Locator を使用します。

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

RFC タイトル

RFC 1812 『Requirements for IP Version 4 Routers』 

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを 大限に活用してください。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立

ちます。

• テクニカル サポートを受ける

• ソフトウェアをダウンロードする

• セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ

製品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

• ツールおよびリソースへアクセスする

– Product Alert の受信登録

– Field Notice の受信登録

– Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

• Networking Professionals（NetPro）コミュニ

ティで、技術関連のディスカッションに参加する

• トレーニング リソースへアクセスする

• TAC Case Collection ツールを使用して、ハード

ウェアや設定、パフォーマンスに関する一般的な

問題をインタラクティブに特定および解決する

この Web サイト上のツールにアクセスする際は、

Cisco.com のログイン ID およびパスワードが必要です。

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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ARP 情報のモニタおよびメンテナンスの機能情報
表 1 に、この機能のリリース履歴を示します。

一部のコマンドは、お使いの Cisco IOS ソフトウェア リリースで使用できないことがあります。特定

のコマンドのリリース情報については、コマンド リファレンス マニュアルを参照してください。

プラットフォームのサポートおよびソフトウェア イメージのサポートに関する情報を検索するには、

Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator を使用すると、特定のソフトウェア リ
リース、フィーチャ セット、またはプラットフォームをサポートする Cisco IOS および Catalyst OS の
ソフトウェア イメージを判別できます。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn 
からアクセスしてください。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

（注） 表 1 に、特定の Cisco IOS ソフトウェア リリース群で特定の機能をサポートする Cisco IOS ソフト

ウェア リリースだけを示します。特に明記されていない限り、Cisco IOS ソフトウェア リリース群の

後続のリリースでもこの機能をサポートします。
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表 1 ARP 情報のモニタリングおよびメンテナンスの機能情報

機能名 リリース 機能情報

ARP 情報のモニタおよびメンテナンス 12.4(11)T
12.2(31)SB2
12.2(33)SRB
12.2(33)SRD3
12.2(33)SRE

この機能は、Cisco IOS 環境における ARP サポートに次の

拡張機能を導入します。

• 個々のエントリ内のアプリケーション特有のデータの

付加をサポートする新しい ARP テーブル エントリ タ
イプ 

• 特定の ARP イベントに対する ARP デバッグ トレース

のイネーブル化 

• インターフェイス単位またはアクセス リスト単位の 
ARP デバッグ トレースのフィルタリング 

• 各種選択基準に基づくダイナミックに学習した ARP 
テーブル エントリの表示または更新 

• HA 対応プラットフォームの ARP HA ステータスおよ

び統計情報の表示または更新 

• ARP/Cisco Express Forwarding 隣接通知ステータスの

表示 

• 特定のルータ インターフェイスのダイナミックに学習

したエントリが指定した数に達した場合の ARP ログ

のイネーブル化 

次のコマンドが追加されました。

• arp log threshold entries

• clear arp-cache counters ha

• show arp application

• show arp ha

• show arp summary 

次のコマンドが変更されました。

• clear arp-cache 

• debug arp 

• show arp

この機能は販売されていなかったため Feature Navigator に
は掲載されていません。

12.2(33)SRD3 では、Cisco 7600 プラットフォーム上での

学習した ARP テーブル エントリの 大制限の設定のサ

ポートが追加されました。

次のコマンドが導入または変更されました。ip arp entry 
learn、show arp summary。

この機能は、Cisco IOS Release 12.2(33)SRE に統合されま

した。

次のコマンドが導入または変更されました。debug arp。
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用語集
ACL：Access Control List（アクセス コントロール リスト）。多数のサービスに対してルータからまた

はルータへのアクセスを制御する（たとえば、特定の IP アドレスを持ったパケットがルータ上の特定

のインターフェイスから送出されないようにする）ためにルータが保持するリスト。

ARP：Address Resolution Protocol（アドレス解決プロトコル）。IP アドレスを MAC アドレスにマッ

ピングすることに使用されるインターネット プロトコル。論理アドレスのみがわかっている場合に、

物理アドレスを取得するために使用される。RFC 826 で定義されています。

ARPA：Advanced Research Projects Agency（高等研究計画局）。Department of Defense（DoD; 米国

国防総省）に属する研究開発組織。ARPA は、通信およびネットワーキングにおける数々の先進技術を

担当しています。ARPA は DARPA に発展しましたが、1994 年に ARPA に戻りました。

Cisco Express Forwarding：レイヤ 3 スイッチング テクノロジー。Cisco Express Forwarding は、

Cisco Express Forwarding 動作の 2 つのモードのうちの 1 つである Central Cisco Express Forwarding 
モードのことを表す場合もあります。Cisco Express Forwarding により、ルート プロセッサでエクスプ

レス フォワーディングが実行可能になります。Distributed Cisco Express Forwarding は、Cisco 
Express Forwarding 動作のもう 1 つのモードです。

DHCP：Dynamic Host Configuration Protocol。IP アドレスをダイナミックに割り当てるメカニズムを

提供し、ホストがアドレスを必要としなくなった場合にそのアドレスを再利用できるようにします。

IP：Internet Protocol（インターネット プロトコル）。TCP/IP プロトコル スイートのネットワーク レ
イヤ。インターネット プロトコル バージョン 4 は、コネクションレス型、ベストエフォート パケット 
スイッチング プロトコルです。RFC 791 で定義されています。

IP データグラム：インターネットを介して渡される情報の基本単位。IP データグラムは、送信元およ

び宛先アドレスに加えてデータおよび多数のフィールドから構成されます。フィールドは、データグラ

ムの長さ、ヘッダー チェックサム、およびデータグラムが分割できるか（または分割されていたか）

を示すフラグなどを定義します。

MAC：Media Access Control（メディア アクセス制御）。IEEE で定義されたデータリンク レイヤの 2 
つのサブレイヤのうち下位のサブレイヤ。MAC サブレイヤは、トークン パッシングまたはコンテン

ションを使用するかなど、共有メディアへのアクセスを処理します。

MAC アドレス：Media Access Control（メディア アクセス制御）アドレス。LAN に接続されたすべ

てのポートまたはデバイスに必要な、標準化されたデータ リンク レイヤ アドレス。別名、ハードウェ

ア アドレス、MAC レイヤ アドレス、および物理アドレス。

MiM：Man-in-the-Middle。攻撃先のデバイスに送信された ARP パケット内で他のデバイス（デフォ

ルト ゲートウェイなど）に偽装して行う ARP 攻撃の一種。これにより、エンド ステーションまたは

ルータは偽造されたデバイス ID を学習します。この偽りにより、悪意のあるユーザは ARP スプー

フィング攻撃を開始できる中間者としてなりすますことができます。

RP：Route Processor（ルート プロセッサ）。Cisco 7000 シリーズ ルータのプロセッサ モジュールで、

CPU、システム ソフトウェア、およびルータで使用されるメモリ コンポーネントの大半が含まれま

す。スーパーバイザリ プロセッサと呼ばれることもあります。

SSO：Stateful Switchover（ステートフル スイッチオーバー）。多くの Cisco IOS アプリケーションお

よび機能に対して冗長性および同期を提供する方法。SSO は、Cisco IOS ファイアウォールがネット

ワークの冗長性ステートを認識し、また内部アプリケーション ステートと冗長ピアを同期することに

必要です。SSO により、アクティブ ルータとスタンバイ ルータがファイアウォール セッション ス
テートの情報を共有できるようになり、その結果各ルータは、その情報に基づいていつでもアクティブ 
ルータになれます。

VPN：Virtual Private Network（バーチャル プライベート ネットワーク）。複数のピアで構成されるフ

レームワークで、各ピア間では、他のパブリック インフラストラクチャを介して機密データがセキュ

アに転送されます。VPN は、すべてのデータを IP レベルでトンネリングおよび暗号化するプロトコル
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を使用して、着信および発信ネットワーク トラフィックを保護します。また、ネットワークをローカ

ル トポロジの外部にまで拡張できるほか、リモート ユーザがダイレクト ネットワーク接続の状況を確

認したり、その機能を利用したりすることも可能です。VPN を使用すると、ネットワーク間のトラ

フィックをすべて暗号化することにより、パブリック TCP/IP ネットワーク経由でも IP トラフィック

をセキュアに転送できます。VPN では「トンネリング」が使用され、すべての情報が IP レベルで暗号

化されます。

VRF：VPN Routing and Forwarding（VPN ルーティングおよび転送）インスタンス。VRF は、IP ルー

ティング テーブル、取得された転送テーブル、その転送テーブルを使用する一連のインターフェイス、

転送テーブルに登録されるものを決定する一連のルールおよびルーティング プロトコルで構成されてい

ます。一般に、VRF には、PE ルータに付加されるカスタマー VPN サイトが定義されたルーティング情

報が格納されています。PE ルータでインスタンス化された各 VPN は独自の VRF を持ちます。

アクティブ RP：システムを制御する、ルーティング プロトコルを実行する、またシステム管理イン

ターフェイスを表示する RP。

スタンバイ RP：アクティブ RP の障害発生に備えて待つ RP。

プロキシ ARP：プロキシ Address Resolution Protocol（アドレス解決プロトコル）。ARP プロトコルのバ

リエーションで、中間デバイス（ルータなど）が ARP 応答をエンド ノードの代わりに要求ホストに送信

します。プロキシ ARP は、低速の WAN リンク上の帯域幅の使用を減らせます。「ARP」も参照。

ホップ：2 つのネットワーク ノード間（たとえば、2 つのルータ間）のデータ パケットの経路。

隣接：ルーティング情報の交換を目的とする、選択されたネイバー ルータとエンド ノードとの間に形

成される関係。隣接は、隣接を構成するルータおよびノードが共通のメディア セグメントを使用する

ことに基づいています。

Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's 
trademarks can be found at 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. (1005R)

このマニュアルで使用している IP アドレスは、実際のアドレスを示すものではありません。マニュアル内の例、コマンド出力、および

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。

© 2006–2009 Cisco Systems, Inc. 
All rights reserved.

Copyright © 2006–2011, シスコシステムズ合同会社 .
All rights reserved.
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DHCP 機能ロードマップ

このロードマップでは、Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）のモジュールに記載されてい

る機能をリストし、各機能について記載されているモジュールを示します。

機能およびリリースでのサポート

表 1 に、次の Cisco IOS ソフトウェア リリース群の DHCP 機能のサポートを示します。

• 「Cisco IOS Release 12.2T、12.3、12.3T、12.4、および 12.4T」

• 「Cisco IOS Release 12.2SB」

• 「Cisco IOS Release 12.2SR」

この表には、Cisco IOS Release 12.2(1)T、Cisco IOS Release 12.2(28)SB、Cisco IOS Release 
12.2(33)SRA またはそれ以降のリリースで導入または変更された新しい機能だけが記載されています。

ご使用の Cisco IOS ソフトウェア リリースによっては、機能の中に一部サポートされていないものが

あります。

プラットフォームのサポートおよびソフトウェア イメージのサポートに関する情報を検索するには、

Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator を使用すると、特定のソフトウェア リ
リース、機能セット、またはプラットフォームをサポートする Cisco IOS と Catalyst OS のソフトウェア 
イメージを判別できます。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスし

てください。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

（注） 表 1 に、特定の Cisco IOS ソフトウェア リリース群で特定の機能をサポートする Cisco IOS ソフト

ウェア リリースだけを示します。特に明記されていない限り、Cisco IOS ソフトウェア リリース群の

後続のリリースでもこの機能をサポートします。
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Copyright © 2008–2011, シスコシステムズ合同会社．All rights reserved.
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表 1 サポート対象の DHCP 機能

リリース 機能名 機能の説明 参照先

Cisco IOS Release 12.2T、12.3、12.3T、12.4、および 12.4T

12.4(15)T DHCP サーバの複数の

サブネット

この機能により、複数のばらばらなサブネットを同じ 
DHCP アドレス プールに設定可能になります。この機

能により、DHCP サーバが（別のアドレス プールを使

用するのではなく）既存の DHCP アドレス プールにア

ドレスを追加することで追加の IP アドレスを管理可能

になります。個々のクライアント アドレスの管理と並

行して、あるいはその代わりとして、複数のサブネッ

トを 1 つの DHCP アドレス プールに設定できます。

「Configuring the Cisco 
IOS DHCP Server」

12.4(11)T クライアント識別用 
DHCP クラス サポート

クライアント識別用 DHCP クラス サポート機能では、

Option 60、77、124、および 125 をサポートする 
DHCP クラス メカニズムが拡張されます。これらのオ

プションにより、DHCP メッセージを送信するクライ

アントのタイプを識別します。DHCP リレー エージェ

ントは、クライアントによって送られた DHCP メッ

セージ内のオプションの内容に基づいて、転送を判定

できます。

「Configuring the Cisco 
IOS DHCP Relay Agent」

インターフェイス VPN 
ID ごとの DHCPv4 リ
レーのサポート

インターフェイス VPN ID ごとの DHCPv4 リレーのサ

ポート機能を使用すると、Cisco IOS DHCP リレー 
エージェントをインターフェイスごとに設定でき、ip 
dhcp relay information option vpn コマンドのグロー

バル コンフィギュレーションをオーバーライドできま

す。この機能によって、異なるインターフェイス上の、

異なるリレー情報オプション VPN ID 要求を持つ加入者

に、1 台の Cisco ルータから到達できるようになりまし

た。

「Configuring the Cisco 
IOS DHCP Relay Agent」

12.4(6)T インターフェイスごと

の DHCP リレー Option 
82 のサポート

この機能により、インターフェイスごとの DHCP リ
レー エージェント情報オプション（Option 82）のサ

ポートが可能になります。インターフェイス コンフィ

ギュレーションにより、異なる DHCP Option 82 要求を

持つ、異なる DHCP サーバに、1 台の Cisco ルータか

ら到達できるようになりました。

「Configuring the Cisco 
IOS DHCP Relay Agent」

DHCP リレー アカウン

ティング

DHCP リレー アカウンティング機能により、Cisco IOS 
DHCP リレー エージェントは、クライアントにアドレ

スが割り当てられたときに RADIUS アカウンティング

開始パケットを送信でき、アドレスがリリースされた

ときに RADIUS アカウンティング停止パケットを送信

できます。

「Configuring DHCP 
Enhancements for 
Edge-Session 
Management」
2

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iad_dhcp_svr_cfg.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iad_dhcp_rly_agt.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iad_dhcp_rly_agt.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iad_dhcp_rly_agt.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iad_dhcp_esm.html
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12.3(14)T ARP 自動ログオフ ARP 自動ログオフ機能では、ログオフを検出するため

に許可クライアントの綿密な制御およびプロービング

を提供することで DHCP 許可 ARP が拡張されます。

「Configuring DHCP 
Services for Accounting 
and Security」

Edge-Session 管理用の 
DHCP 拡張機能

Edge-Session 管理用の DHCP 拡張機能により、1 つの

ネットワーク インフラストラクチャを使用するお客様

に対して複数の Internet Service Provider（ISP; イン

ターネット サービス プロバイダー）による同時サービ

スが可能になります。エンドユーザのお客様は、いつ

でも ISP を変更できます。

「Configuring DHCP 
Enhancements for 
Edge-Session 
Management」

Option 82 の DHCP 加
入者 ID サブオプション

この機能によって、ISP はリレー エージェント情報オ

プションの加入者 ID サブオプションに固有識別情報を

付加できるようになりました。

「Configuring the Cisco 
IOS DHCP Relay Agent」

12.3(11)T DHCP スタティック 
マッピング 

スタティック マッピング プールを設定すると、特定の

プールに保存されている個々のテキスト ファイル

（DHCP データベース ファイルと類似した形式）から 
DHCP サーバがスタティック バインディングを読み取

ることができます。

「Configuring the Cisco 
IOS DHCP Server」

12.3(8)T 設定可能な DHCP クラ

イアント

この機能は、DHCP クライアントに対して各種設定オ

プションを追加する柔軟性を提供します。DHCP クラ

イアントは、DHCP を使用して、IP アドレスなどの設

定パラメータを取得するインターネット ホストとして

定義されます。

「Configuring the Cisco 
IOS DHCP Client」

DHCP ゲートウェイを

使用した DHCP のスタ

ティックなルート設定

この機能により、関連付けられた DHCP ネクスト ホッ

プ ルータへのスタティック ルート設定が可能になりま

す。

「Configuring the Cisco 
IOS DHCP Server」

12.3(4)T Option 82 を使用した 
DHCP アドレス割り当

て

Cisco IOS DHCP サーバは、リレー エージェントから

送信されたリレー情報オプション（Option 82）情報に

基づいて、ダイナミック IP アドレスを割り当てること

ができます。

「Configuring the Cisco 
IOS DHCP Server」

EXEC モードでの CLI 
の DHCP リリースおよ

び更新

この機能により、CLI から次の 2 つの独立した操作を実

行できます。（1）DHCP クライアントの DHCP リース

の即時リリース。（2）DHCP クライアントの DHCP 
リースの強制更新。

「Configuring the Cisco 
IOS DHCP Client」

12.3(2)T DHCP 許可 ARP DHCP 許可 ARP は、Cisco IOS ソフトウェアの DHCP 
および ARP コンポーネントを拡張して IP アドレスの

リースをモバイル ユーザから許可されたモバイル ユー

ザに制限します。この機能は、DHCP サーバで無許可

ユーザからの ARP 応答をブロックすることで、

PWLAN のセキュリティを強化します。

「Configuring DHCP 
Services for Accounting 
and Security」

ATM RBE アンナン

バード インターフェイ

スごとの DHCP リース

制限

この機能は、DHCP サーバまたは DHCP リレー エー

ジェントの ATM RBE アンナンバード インターフェイ

スまたはシリアル アンナンバード インターフェイスか

ら接続される DHCP クライアントに対して提供される 
DHCP リースの数をサブインターフェイスごとに制限

します。

「Configuring DHCP 
Services for Accounting 
and Security」

表 1 サポート対象の DHCP 機能 （続き）

リリース 機能名 機能の説明 参照先
3

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iad_dhcp_acct_sec.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iad_dhcp_esm.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iad_dhcp_rly_agt.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iad_dhcp_svr_cfg.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iad_dhcp_client.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iad_dhcp_svr_cfg.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iad_dhcp_svr_cfg.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iad_dhcp_client.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iad_dhcp_acct_sec.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iad_dhcp_acct_sec.html
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12.2(15)T DHCP アカウンティン

グ

DHCP アカウンティングにより、DHCP 設定対応の 
AAA および RADIUS サポートが導入されます。

「Configuring DHCP 
Services for Accounting 
and Security」

DHCP ODAP サーバ サ
ポート 

この機能によって、DHCP サーバ（またはルータ）を

サブネット割り当てサーバとして設定できるようにな

ります。この機能では、ODAP クライアントにリース

するためのサブネット プール付きで Cisco IOS DHCP 
サーバを設定できます。

「Configuring the DHCP 
Server On-Demand 
Address Pool Manager」

DHCP セキュア IP アド

レス割り当て

DHCP セキュア IP アドレス割り当ては、DHCP データ

ベース内で DHCP リースに対する ARP テーブル エン

トリを保護する機能を提供します。

「Configuring DHCP 
Services for Accounting 
and Security」

非 MPLS VPN 用 
DHCP サーバ オンデマ

ンド アドレス プール 
マネージャ

この機能は、非 MPLS VPN に ODAP サポートを提供

するために拡張されました。

「Configuring the DHCP 
Server On-Demand 
Address Pool Manager」

12.2(8)T WAN インターフェイ

ス上の DHCP クライア

ント

この機能は、DHCP を拡張して DHCP クライアントが 
PPP over ATM（PPPoA）および特定の ATM インター

フェイスを経由して IP アドレスを取得できるようにし

ます。

「Configuring the Cisco 
IOS DHCP Client」

DHCP リレー MPLS 
VPN サポート

MPLS VPN の DHCP リレー サポートにより、ネット

ワーク管理者はアドレスの重複を許可することでアド

レス空間を節約できるようになります。リレー エー

ジェントは、異なる VPN 上の複数のクライアントをサ

ポートできます。また、異なる VPN の多数のクライア

ントで同じ IP アドレスを共有できます。

「Configuring the Cisco 
IOS DHCP Relay Agent」

DHCP サーバ オンデマ

ンド アドレス プール 
マネージャ

ODAP マネージャは、大規模なアドレス プールの集中

管理、および大規模ネットワークの設定の簡略化に使

用されます。ODAP は、IP アドレス割り当ての集中管

理ポイントを提供します。

「Configuring the DHCP 
Server On-Demand 
Address Pool Manager」

すべての BOOTP 要求

を無視するための 
DHCP サーバ オプショ

ン

この機能を使用して、受信した Bootstrap Protocol
（BOOTP; ブートストラップ プロトコル）要求パケット

を、Cisco IOS DHCP サーバが選択的に無視し、応答し

ないように設定できます。

「Configuring the Cisco 
IOS DHCP Server」

表 1 サポート対象の DHCP 機能 （続き）

リリース 機能名 機能の説明 参照先
4

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iad_dhcp_acct_sec.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iad_dhcp_sod_apm.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iad_dhcp_acct_sec.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iad_dhcp_sod_apm.html
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios124/124tcg/tiad_c/dhcp/htdhcpcl.htm
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iad_dhcp_rly_agt.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iad_dhcp_sod_apm.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iad_dhcp_svr_cfg.html
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Cisco IOS Release 12.2SB

12.2(31)SB2 ISSU および SSO - 
DHCP ハイ アベイラビ

リティ機能

Cisco IOS Release 12.2(31)SB2 は、次の一連の DHCP 
ハイ アベイラビリティ機能を導入します。

• ISSU - DHCP サーバ 

• SSO - DHCP サーバ 

• アンナンバード インターフェイス上の ISSU - 
DHCP リレー 

• アンナンバード インターフェイス上の SSO - 
DHCP リレー 

• ISSU - DHCP プロキシ クライアント 

• SSO - DHCP プロキシ クライアント 

• ISSU - DHCP ODAP クライアントおよびサーバ 

• SSO - DHCP ODAP クライアントおよびサーバ 

動作の冗長モードを Stateful Switchover（SSO; ステー

トフル スイッチオーバー）に設定した場合は、これら

の機能がデフォルトでイネーブルになっています。

「ISSU and SSO - DHCP 
High Availability 
Features」

インターフェイスごと

の DHCP リレー Option 
82 のサポート

この機能により、インターフェイスごとの DHCP リ
レー エージェント情報オプション（Option 82）のサ

ポートが可能になります。インターフェイス コンフィ

ギュレーションにより、異なる DHCP Option 82 要求を

持つ、異なる DHCP サーバに、1 台の Cisco ルータか

ら到達できるようになりました。

「Configuring the Cisco 
IOS DHCP Relay Agent」

表 1 サポート対象の DHCP 機能 （続き）

リリース 機能名 機能の説明 参照先
5

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iad_dhcp-sso_ha.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iad_dhcp_rly_agt.html
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12.2(28)SB 設定可能な DHCP クラ

イアント

この機能は、DHCP クライアントに対して各種設定オ

プションを追加する柔軟性を提供します。DHCP クラ

イアントは、DHCP を使用して、IP アドレスなどの設

定パラメータを取得するインターネット ホストとして

定義されます。

「Configuring the Cisco 
IOS DHCP Client」

DHCP アカウンティン

グ

DHCP アカウンティングにより、DHCP 設定対応の 
AAA および RADIUS サポートが導入されます。

「Configuring DHCP 
Services for Accounting 
and Security」

Option 82 を使用した 
DHCP アドレス割り当

て

Cisco IOS DHCP サーバは、リレー エージェントから

送信されたリレー情報オプション（Option 82）情報に

基づいて、ダイナミック IP アドレスを割り当てること

ができます。

「Configuring the Cisco 
IOS DHCP Server」

WAN インターフェイ

ス上の DHCP クライア

ント

この機能は、DHCP を拡張して DHCP クライアントが 
PPP over ATM（PPPoA）および特定の ATM インター

フェイスを経由して IP アドレスを取得できるようにし

ます。

「Configuring the Cisco 
IOS DHCP Client」

ATM RBE アンナン

バード インターフェイ

スごとの DHCP リース

制限

この機能は、DHCP サーバまたは DHCP リレー エー

ジェントの ATM RBE アンナンバード インターフェイ

スまたはシリアル アンナンバード インターフェイスか

ら接続される DHCP クライアントに対して提供される 
DHCP リースの数をサブインターフェイスごとに制限

します。

「Configuring DHCP 
Services for Accounting 
and Security」

DHCP ODAP サーバ サ
ポート 

この機能によって、DHCP サーバ（またはルータ）を

サブネット割り当てサーバとして設定できるようにな

ります。この機能では、ODAP クライアントにリース

するためのサブネット プール付きで Cisco IOS DHCP 
サーバを設定できます。

「Configuring the DHCP 
Server On-Demand 
Address Pool Manager」

DHCP リレー MPLS 
VPN サポート

MPLS VPN の DHCP リレー サポートにより、ネット

ワーク管理者はアドレスの重複を許可することでアド

レス空間を節約できるようになります。リレー エー

ジェントは、異なる VPN 上の複数のクライアントをサ

ポートできます。また、異なる VPN の多数のクライア

ントで同じ IP アドレスを共有できます。

「Configuring the Cisco 
IOS DHCP Relay Agent」

EXEC モードでの CLI 
の DHCP リリースおよ

び更新

この機能により、CLI から次の 2 つの独立した操作を実

行できます。（1）DHCP クライアントの DHCP リース

の即時リリース。（2）DHCP クライアントの DHCP 
リースの強制更新。

「Configuring the Cisco 
IOS DHCP Client」

DHCP セキュア IP アド

レス割り当て

DHCP セキュア IP アドレス割り当ては、DHCP データ

ベース内で DHCP リースに対する ARP テーブル エン

トリを保護する機能を提供します。

「Configuring DHCP 
Services for Accounting 
and Security」

DHCP サーバ オンデマ

ンド アドレス プール 
マネージャ

ODAP マネージャは、大規模なアドレス プールの集中

管理、および大規模ネットワークの設定の簡略化に使

用されます。ODAP は、IP アドレス割り当ての集中管

理ポイントを提供します。

「Configuring the DHCP 
Server On-Demand 
Address Pool Manager」

非 MPLS VPN 用 
DHCP サーバ オンデマ

ンド アドレス プール 
マネージャ

この機能は、非 MPLS VPN に ODAP サポートを提供

するために拡張されました。

「Configuring the DHCP 
Server On-Demand 
Address Pool Manager」

表 1 サポート対象の DHCP 機能 （続き）

リリース 機能名 機能の説明 参照先
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すべての BOOTP 要求

を無視するための 
DHCP サーバ オプショ

ン

この機能を使用して、受信した Bootstrap Protocol
（BOOTP; ブートストラップ プロトコル）要求パケット

を、Cisco IOS DHCP サーバが選択的に無視し、応答し

ないように設定できます。

「Configuring the Cisco 
IOS DHCP Server」

DHCP ゲートウェイを

使用した DHCP のスタ

ティックなルート設定

この機能により、関連付けられた DHCP ネクスト ホッ

プ ルータへのスタティック ルート設定が可能になりま

す。

「Configuring the Cisco 
IOS DHCP Server」

DHCP スタティック 
マッピング 

スタティック マッピング プールを設定すると、特定の

プールに保存されている個々のテキスト ファイル

（DHCP データベース ファイルと類似した形式）から 
DHCP サーバがスタティック バインディングを読み取

ることができます。

「Configuring the Cisco 
IOS DHCP Server」

Option 82 の DHCP 加
入者 ID サブオプション

この機能によって、ISP はリレー エージェント情報オ

プションの加入者 ID サブオプションに固有識別情報を

付加できるようになりました。

「Configuring the Cisco 
IOS DHCP Relay Agent」

Cisco IOS Release 12.2SR

12.2(33)SRD DHCP リレー Option 
82 のカプセル化

この機能により、2 番めのリレー エージェントは 1 番め

のリレー エージェントからのリレー エージェント情報

オプション（Option 82）をカプセル化し、自分の 
Option 82 を追加して、そのパケットを DHCP サーバに

転送できます。この機能により、DHCP サーバは両方

のリレー エージェントからの Option 82 情報を使用で

きます。

「Configuring the Cisco 
IOS DHCP Relay Agent」

表 1 サポート対象の DHCP 機能 （続き）

リリース 機能名 機能の説明 参照先
7
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12.2(33)SRC DHCP 許可 ARP DHCP 許可 ARP は、Cisco IOS ソフトウェアの DHCP 
および ARP コンポーネントを拡張して IP アドレスの

リースをモバイル ユーザから許可されたモバイル ユー

ザに制限します。この機能は、DHCP サーバで無許可

ユーザからの ARP 応答をブロックすることで、

PWLAN のセキュリティを強化します。

「Configuring DHCP 
Services for Accounting 
and Security」

Edge-Session 管理用の 
DHCP 拡張機能

Edge-Session 管理用の DHCP 拡張機能により、1 つの

ネットワーク インフラストラクチャを使用するお客様

に対して複数の Internet Service Provider（ISP; イン

ターネット サービス プロバイダー）による同時サービ

スが可能になります。エンドユーザのお客様は、いつ

でも ISP を変更できます。

「Configuring DHCP 
Enhancements for 
Edge-Session 
Management」

DHCP リレー MPLS 
VPN サポート

MPLS VPN の DHCP リレー サポートにより、ネット

ワーク管理者はアドレスの重複を許可することでアド

レス空間を節約できるようになります。リレー エー

ジェントは、異なる VPN 上の複数のクライアントをサ

ポートできます。また、異なる VPN の多数のクライア

ントで同じ IP アドレスを共有できます。

「Configuring the Cisco 
IOS DHCP Relay Agent」

インターフェイスごと

の DHCP リレー Option 
82 のサポート

この機能により、インターフェイスごとの DHCP リ
レー エージェント情報オプション（Option 82）のサ

ポートが可能になります。インターフェイス コンフィ

ギュレーションにより、異なる DHCP Option 82 要求を

持つ、異なる DHCP サーバに、1 台の Cisco ルータか

ら到達できるようになりました。

「Configuring the Cisco 
IOS DHCP Relay Agent」

EXEC モードでの CLI 
の DHCP リリースおよ

び更新

この機能により、CLI から次の 2 つの独立した操作を実

行できます。（1）DHCP クライアントの DHCP リース

の即時リリース。（2）DHCP クライアントの DHCP 
リースの強制更新。

「Configuring the Cisco 
IOS DHCP Client」

DHCP セキュア IP アド

レス割り当て

DHCP セキュア IP アドレス割り当ては、DHCP データ

ベース内で DHCP リースに対する ARP テーブル エン

トリを保護する機能を提供します。

「Configuring DHCP 
Services for Accounting 
and Security」

表 1 サポート対象の DHCP 機能 （続き）

リリース 機能名 機能の説明 参照先
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12.2(33)SRC DHCP サーバの拡張機

能 Import All
これは import all グローバル コンフィギュレーション 
コマンドの拡張機能です。この機能の導入前は、import 
all コマンドを通じてインポートされたオプションは、

他のサブシステムにインポートされたオプションに上

書きされていました。この機能を通じて、複数のサブ

システムにインポートされたオプションは DHCP アド

レス プールに共存できます。セッションが終了したと

き、またはリースがリリースされたとき、インポート

されたオプションはクリアされます。

「Configuring the Cisco 
IOS DHCP Server」

DHCP サーバ オンデマ

ンド アドレス プール 
マネージャ

ODAP マネージャは、大規模なアドレス プールの集中

管理、および大規模ネットワークの設定の簡略化に使

用されます。ODAP は、IP アドレス割り当ての集中管

理ポイントを提供します。

「Configuring the DHCP 
Server On-Demand 
Address Pool Manager」

非 MPLS VPN 用 
DHCP サーバ オンデマ

ンド アドレス プール 
マネージャ

この機能は、非 MPLS VPN に ODAP サポートを提供

するために拡張されました。

「Configuring the DHCP 
Server On-Demand 
Address Pool Manager」

DHCP ODAP サーバ サ
ポート 

この機能によって、DHCP サーバ（またはルータ）を

サブネット割り当てサーバとして設定できるようにな

ります。この機能では、ODAP クライアントにリース

するためのサブネット プール付きで Cisco IOS DHCP 
サーバを設定できます。

「Configuring the DHCP 
Server On-Demand 
Address Pool Manager」

インターフェイスごと

の DHCP リース制限お

よび統計情報

この機能は、インターフェイス上の DHCP クライアン

トに提供する DHCP リース数を制限します。DHCP 
サーバ統計情報レポートは、インターフェイスレベル

の統計情報を表示するために拡張されました。

「Configuring DHCP 
Services for Accounting 
and Security」

DHCP サーバ MIB DHCP サーバ MIB 機能は、外部ネットワーク管理デバ

イスによる Cisco ルータでの Cisco IOS DHCP サーバ 
ソフトウェアの SNMP アクセスと制御を提供します。

「DHCP Server MIB」

DHCP ゲートウェイを

使用した DHCP のスタ

ティックなルート設定

この機能により、関連付けられた DHCP ネクスト ホッ

プ ルータへのスタティック ルート設定が可能になりま

す。

「Configuring the Cisco 
IOS DHCP Server」

DHCP スタティック 
マッピング 

スタティック マッピング プールを設定すると、特定の

プールに保存されている個々のテキスト ファイル

（DHCP データベース ファイルと類似した形式）から 
DHCP サーバがスタティック バインディングを読み取

ることができます。

「Configuring the Cisco 
IOS DHCP Server」

表 1 サポート対象の DHCP 機能 （続き）

リリース 機能名 機能の説明 参照先
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12.2(33)SRC
続き

「ISSU and SSO - DHCP 
High Availability 
Features」

Cisco IOS Release 12.2(33)SRC は、次の一連の DHCP 
ハイ アベイラビリティ機能を導入します。

• ISSU - DHCP ODAP クライアントおよびサーバ

• SSO - DHCP ODAP クライアントおよびサーバ 

• アンナンバード インターフェイス上の ISSU - 
DHCP リレー 

• ISSU - DHCP プロキシ クライアント 

• SSO - DHCP プロキシ クライアント 

• ISSU - DHCP サーバ

動作の冗長モードを Stateful Switchover（SSO; ステー

トフル スイッチオーバー）に設定した場合は、これら

の機能がデフォルトでイネーブルになっています。

「ISSU and SSO - DHCP 
High Availability 
Features」

12.(33)SRB DHCP アカウンティン

グ

DHCP アカウンティングにより、DHCP 設定対応の 
AAA および RADIUS サポートが導入されます。

「Configuring DHCP 
Services for Accounting 
and Security」

Option 82 を使用した 
DHCP アドレス割り当

て

Cisco IOS DHCP サーバは、リレー エージェントから

送信されたリレー情報オプション（Option 82）情報に

基づいて、ダイナミック IP アドレスを割り当てること

ができます。

「Configuring the Cisco 
IOS DHCP Server」

DHCP サーバの複数の

サブネット

この機能により、複数のばらばらなサブネットを同じ 
DHCP アドレス プールに設定可能になります。この機

能により、DHCP サーバが（別のアドレス プールを使

用するのではなく）既存の DHCP アドレス プールにア

ドレスを追加することで追加の IP アドレスを管理可能

になります。個々のクライアント アドレスの管理と並

行して、あるいはその代わりとして、複数のサブネッ

トを 1 つの DHCP アドレス プールに設定できます。

「Configuring the Cisco 
IOS DHCP Server」

Option 82 の DHCP 加
入者 ID サブオプション

この機能によって、ISP はリレー エージェント情報オ

プションの加入者 ID サブオプションに固有識別情報を

付加できるようになりました。

「Configuring the Cisco 
IOS DHCP Relay Agent」

アンナンバード イン

ターフェイス上の SSO 
- DHCP リレー

SSO を認識するアンナンバード インターフェイス上の 
DHCP リレーは、アンナンバード インターフェイスを

経由して接続するクライアントへのホスト ルートにハ

イ アベイラビリティ サポートを追加します。DHCP リ
レー エージェントは、ルータがスタンバイ ルート プロ

セッサにフェールオーバーしている場合を検出できる

ようになり、またアンナンバード インターフェイスに

関連するステートを維持できるようになりました。

「ISSU and SSO - DHCP 
High Availability 
Features」

SSO - DHCP サーバ SSO を認識する DHCP サーバは、ルータがスタンバイ 
ルート プロセッサ ルート プロセッサにフェールオー

バーしている場合を検出でき、スイッチオーバー イベ

ント全体で DHCP リースを維持できます。

「ISSU and SSO - DHCP 
High Availability 
Features」

表 1 サポート対象の DHCP 機能 （続き）

リリース 機能名 機能の説明 参照先
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DHCP の概要

Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）は、Bootstrap Protocol（BOOTP; ブートストラップ 
プロトコル）に基づいています。DHCP は、TCP/IP ネットワーク上のホストに設定情報を渡すフレー

ムワークを提供します。DHCP により、再利用可能なネットワーク アドレスおよび設定オプションを

インターネット ホストに自動的に割り当てられるようになります。DHCP は 2 つのコンポーネントで

構成されます。1 つはホスト固有の設定パラメータを DHCP サーバからホストに配信するためのプロ

トコルで、もう 1 つはホストにネットワーク アドレスを割り当てるためのメカニズムです。DHCP は
クライアント /サーバ モデルに基づいています。指定された DHCP サーバ ホストが、ダイナミックに

設定されるホストに対して、ネットワーク アドレスを割り当て、設定パラメータを提供します。

このモジュールでは、Cisco IOS DHCP の理解に必要な概念について説明します。

変更履歴

このマニュアルの初版の発行は 2005 年 5 月 2 日 で、 終更新日は 2006 年 2 月 27 日 です。

目次
• 「DHCP について」（P.1）

• 「参考資料」（P.6）

• 「用語集」（P.8）

DHCP について
DHCP を設定するには、次の概念について理解しておく必要があります。

• 「DHCP の概要」（P.2）

• 「Cisco IOS DHCP を使用することの利点」（P.2）

• 「DHCP サーバ、リレー エージェント、およびクライアント動作」（P.3）

• 「DHCP データベース」（P.4）

• 「DHCP アトリビュートの継承」（P.4）

• 「DHCP オプションとサブオプション」（P.4）
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DHCP の概要

  DHCP について
• 「DHCP サーバ オンデマンド アドレス プール（ODAP）管理の概要」（P.5）

• 「アカウンティングとセキュリティ用 DHCP サービスの概要」（P.6）

DHCP の概要

Cisco IOS ソフトウェアが稼動している Cisco ルータには、DHCP サーバとリレー エージェント ソフ

トウェアが含まれています。Cisco IOS DHCP サーバは、DHCP サーバの完全実装であり、ルータ内の

特定のアドレスプールから IP アドレスを DHCP クライアントに割り当て、管理します。また、これら

のアドレス プールは、DNS サーバの IP アドレス、デフォルト ルータ、その他の設定パラメータなど

の詳細情報を要求元クライアントに提供するように設定できます。Cisco IOS DHCP サーバが自身の

データベースで DHCP 要求を実行できない場合、この要求をネットワーク管理者が定義した 1 つ以上

のセカンダリ DHCP サーバに転送できます。

DHCP では、IP アドレス割り当ての次の 3 つのメカニズムをサポートします。

• 自動割り当て：DHCP は、無期限の IP アドレスをクライアントに割り当てます。

• ダイナミック割り当て：DHCP は、リースと呼ばれる限られた期間（またはクライアントがアド

レスを明示的に放棄するまで）IP アドレスをクライアントに割り当てます。

DHCP は、On-Demand Address Pool（ODAP; オンデマンド アドレス プール）もサポートします。

ODAP とは、アドレス利用水準に基づいて IP アドレスのプール サイズをダイナミックに拡大また

は縮小できる機能です。ODAP は、プライベート アドレスを使用するお客様のアドレス割り当て

をサポートします。

• 手動割り当て：ネットワーク管理者が IP アドレスをクライアントに割り当てます。DHCP は、ク

ライアントに割り当てられたアドレスを単に伝達するために使われます。

DHCP メッセージ形式は、BOOTP メッセージ形式に基づいています。これにより、BOOTP リレー 
エージェント機能および BOOTP クライアントと DHCP サーバ間の相互運用性が確実にサポートされ

ます。BOOTP リレー エージェントにより、各物理ネットワーク セグメントに DHCP サーバを導入す

る必要がなくなります。BOOTP については、RFC 951 の『Bootstrap Protocol (BOOTP)』、および 
RFC 1542 の『Clarifications and Extensions for the Bootstrap Protocol』を参照してください。

BOOTP と比較した DHCP の主な利点は、DHCP では DHCP サーバをすべてのクライアントのすべて

の MAC アドレスに設定する必要がないことです。DHCP は 1 つのプロセスを定義します。このプロセ

スにより、DHCP サーバは DHCP クライアントが存在する IP サブネットを認識し、サブネット内の有

効な IP アドレスのプールから IP アドレスを割り当てることができます。DHCP が提供する可能性のあ

るデフォルト ルータ IP アドレスなどの他の情報の大半は、サブネット内のすべてのホストに共通して

いるため、DHCP サーバは通常ホストごとではなくサブネットごとに情報を設定できます。この機能

により、ネットワーク管理作業が BOOTP より少なくなります。

Cisco IOS DHCP を使用することの利点 
Cisco IOS DHCP 実装には次の利点があります。

• インターネット アクセス コストの削減

各リモート サイトで自動 IP アドレス割り当てを使用するとインターネット アクセス コストが大幅に

削減されます。スタティック IP アドレスの購入は自動割り当て IP アドレスより非常に高価です。

• クライアント設定作業とコストの削減

DHCP の設定は簡単なため、運用上のオーバーヘッドおよびデバイス設定作業に関連するコスト

を 小限にし、技術者以外のユーザによる導入を容易にします。

• 中央集中型の管理
2
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DHCP サーバは複数のサブネットの設定を保持するため、設定パラメータの変更時に管理者が更

新する必要があるのは 1 台の中央サーバのみです。

DHCP サーバ、リレー エージェント、およびクライアント動作

DHCP は、TCP/IP ネットワーク上のホストに設定情報をダイナミックに渡すフレームワークを提供し

ます。DHCP クライアントは、DHCP を使用して IP アドレスなどの設定パラメータを取得するイン

ターネット ホストです。

DHCP リレー エージェントは、クライアントとサーバの間で DHCP パケットを転送するホストです。

リレー エージェントは、同一の物理サブネット上にないクライアントとサーバ間で要求および応答を

転送するために使用されます。リレー エージェント転送は、IP ルータの通常の転送とは異なります。

通常の転送では、IP データグラムがネットワーク間である程度透過的にスイッチングされます。これ

とは対照的に、リレー エージェントは DHCP メッセージを受信すると、DHCP メッセージを新たに生

成して他のインターフェイスから送信します。

図 1 では、DHCP クライアントが DHCP サーバから IP アドレスを要求するときに発生する基本的な手

順を示します。クライアントであるホスト A が DHCPDISCOVER ブロードキャスト メッセージを送

信して DHCP サーバの場所を特定します。リレー エージェントは、DHCP クライアントとサーバ間で

パケットを転送します。DHCP サーバは、DHCPOFFER ユニキャスト メッセージで、設定パラメータ

（IP アドレス、MAC アドレス、ドメイン名、IP アドレスのリースなど）をクライアントに提示しま

す。

図 1 DHCP サーバに対する IP アドレスの DHCP 要求

DHCP クライアントは、複数の DHCP サーバから提示を受ける場合があり、提示のうちの任意の 1 つ
を受け入れられます。通常、クライアントは最初に受け取った提示を受け入れます。また、DHCP 
サーバから提示された IP アドレスが必ずしもクライアントに割り当てられるわけではありません。た

だし、サーバは通常、クライアントが正式にアドレスを要求するまではアドレスを予約しておきます。

クライアントは、DHCPREQUEST ブロードキャスト メッセージで、提示された IP アドレスの正式な

要求を DHCP サーバに戻します。DHCP サーバは、DHCPACK ユニキャスト メッセージをクライアン

トに戻すことで、IP アドレスがクライアントに割り当てられたことを知らせます。

クライアントが送信する提示された IP アドレスに対する正式な要求（DHCPREQUEST メッセージ）

はブロードキャストのため、クライアントからの DHCPDISCOVER ブロードキャスト メッセージを受

信した他の DHCP サーバすべてがクライアントに提示された IP アドレスを再利用できます。

DHCP サーバから DHCPOFFER ユニキャスト メッセージによってクライアントに送信された設定パ

ラメータが無効である（誤設定エラーがある）場合、クライアントは DHCPDECLINE ブロードキャス

ト メッセージを DHCP サーバに返します。

DHCP サーバは、DHCPNAK 拒否ブロードキャスト メッセージをクライアントに送信します。これは、

パラメータのネゴシエーション中にエラーが発生した、または DHCP サーバの DHCPOFFER メッセー

ジに対するクライアントの応答が遅い（DHCP サーバがパラメータを別のクライアントに割り当てた）

場合に、提示された設定パラメータが割り当てられなかったことを意味するメッセージです。

 A
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DHCP

DHCPREQUEST

DHCPDISCOVER

DHCPACK

DHCPOFFER
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DHCP データベース 
DHCP アドレス プールは、Non-Volatile RAM（NVRAM; 不揮発性 RAM）に格納されています。アド

レス プール数に制限はありません。アドレス バインディングは、クライアントの IP アドレスとハード

ウェア アドレス間のマッピングです。クライアントの IP アドレスは、管理者が設定できます（手動ア

ドレス割り当て）。また、DHCP サーバによりプールからも割り当てできます。

手動バインディングは、NVRAM に格納されます。手動バインディングは、ネットワーク管理者に設

定される特別なアドレス プールにすぎません。手動バインディング数に制限はありません。

自動バインディングとは、DHCP データベースで検出されたホストの MAC アドレスに自動的にマッピ

ングされた IP アドレスです。自動バインディングは、データベース エージェントと呼ばれるリモート 
ホストに格納されます。DHCP データベース エージェントは、FTP、TFTP、または RCP サーバなど

に対する DHCP バインディング データベースを格納する任意のホストです。バインディングはメンテ

ナンスを簡単にするためにテキスト レコードとして保存されます。

複数の DHCP データベース エージェントを設定できます。また、各エージェントに対してデータベー

スの更新と転送の間の間隔を設定できます。

DHCP アトリビュートの継承

DHCP サーバ データベースはツリー構造になっています。ツリーのルートはナチュラル ネットワーク

のアドレス プール、ブランチはサブネットワークのアドレス プール、リーフはクライアントへの手動

バインディングです。サブネットワークはネットワーク パラメータを継承し、クライアントはサブ

ネットワーク パラメータを継承します。そのため、ドメイン名などの共通なパラメータはツリーの

（ネットワークまたはサブネットワークの） 上位レベルに設定する必要があります。

継承されたパラメータはオーバーライドできます。たとえば、パラメータがナチュラル ネットワーク

とサブネットワークの両方に定義されている場合は、サブネットワークの定義が使用されます。

アドレス リースは継承されません。IP アドレスにリースが指定されていない場合は、デフォルトで 
DHCP サーバがそのアドレスに 1 日リースを割り当てます。

DHCP オプションとサブオプション

設定パラメータと他の制御情報は、DHCP メッセージのオプション フィールドに格納されたタグ付き

データ項目で伝送されます。オプションにより、追加情報の付加方法が提供されます。プロトコルに設

計されていないクライアントに追加情報を提供するベンダーはこのオプションを使用できます。

Cisco IOS DHCP 実装でも大半の DHCP サーバ オプションのカスタマイズが可能になります。たとえ

ば、Cisco IOS イメージを格納する TFTP サーバは、Option 150 でインテリジェント IP Phone をサ

ポートするようにカスタマイズできます。

Virtual Private Network（VPN; バーチャル プライベート ネットワーク）では、別々のネットワークの 
2 つのプールが同じ DHCP サーバが使用する同じアドレス空間をプライベート ネットワーク アドレス

を使用して保持できます。Cisco IOS ソフトウェアは、リレー エージェント情報オプションや VPN ID 
サブオプションなどの VPN-related オプションおよびサブオプションをサポートします。リレー エー

ジェントは、これらの VPN-related オプションおよびサブオプションを認識してクライアントから発信

された DHCP パケットを DHCP サーバに転送します。DHCP サーバはこの情報を使用して、VPN ID 
によって識別された IP アドレスや他のパラメータを割り当て、クライアントが属する VPN の選択に役

立てられます。

DHCP オプションおよびサブオプションの詳細については、『Network Registrar User's Guide, Release 
6.2』の付録「DHCP Options」を参照してください。
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リース ネゴシエーション中 DHCP サーバは、表 1 に示すオプションをクライアントに送信します。

表 1 デフォルト DHCP サーバ オプション 

DHCP サーバ オンデマンド アドレス プール（ODAP）管理の概要

Cisco IOS DHCP サーバ On-Demand Address Pool（ODAP; オンデマンド アドレス プール）マネー

ジャは、大規模なアドレス プールを集中管理し、大規模ネットワークの設定を単純化するために使用

されます。ODAP は、IP アドレス割り当ての集中管理ポイントを提供します。Cisco IOS ルータが 
ODAP マネージャとして設定されている場合、IP アドレスのプールのサイズは、アドレスの利用水準

に応じてダイナミックに拡大 /縮小されます。

ODAP は、プライベート アドレスを使用しているお客様のために、DHCP を使用したアドレスの割り

当てをサポートします。各 ODAP は特定の Multiprotocol Label Switching（MPLS; マルチプロトコル 
ラベル スイッチング）VPN に設定および関連付けられています。また、Cisco IOS ソフトウェアでは、

非 MPLS VPN アドレス プールでも、プール名のサポートを peer default ip address dhcp-pool pool 
name コマンドに追加することにより、ODAP がサポートされます。

DHCP サーバのサブネット割り当ては、サブネット全体（アドレスの範囲）をリレー エージェントに

提示する方法の 1 つです。これにより、リモート アクセス デバイスは IP アドレスを DHCP クライア

ントにプロビジョニングできます。この機能は、個々のクライアント アドレスの管理とともに使用し

たり、その代わりに使用できます。サブネット割り当ては、DHCP インフラストラクチャによるサブ

ネットのダイナミックな管理を使用することで、IP アドレスのプロビジョニング、集約、特性評価、

配布を改善できます。

DHCP オプション名

DHCP オプション 
コード 説明

Subnet mask オプション 1 RFC 950 に従ってクライアントのサブネット マスクを指定します。

Router オプション 3 クライアントのサブネット上にあるルータの IP アドレス リストを

指定します。通常は、優先順位の高い順にリスト表示されます。

Domain name server オプション 6 クライアントが使用できる DNS ネーム サーバのリストを指定し

ます。通常は、優先順位の高い順にリスト表示されます。

Hostname オプション 12 クライアントの名前を指定します。名前はローカル ドメイン名

に制限することもしないことも可能です。

Domain name オプション 15 ドメイン ネーム システムを介してホスト名を解決するときにク

ライアントが使用するべきドメイン名を指定します。

NetBIOS over TCP/IP name server 
オプション

44 優先順位の高い順にリスト表示される RFC 1001/1002 NetBIOS 
ネーム サーバのリストを指定します。

NetBIOS over TCP/IP node type オ
プション

46 RFC 1001/1002 の説明に従って設定する設定可能な NetBIOS 
over TCP/IP クライアントをイネーブルにします。

IP address lease time オプション 51 クライアントが IP アドレスのリースを要求できるようにします。

DHCP message type オプション 53 DHCP メッセージのタイプを伝達します。

Server identifier オプション 54 選択された DHCP サーバの IP アドレスを識別します。

Renewal (T1) time オプション 58 アドレス割り当てからクライアントが更新ステートに移行する

までの時間間隔を指定します。

Rebinding (T2) time オプション 59 アドレス割り当てからクライアントが再バインディング ステー

トに移行するまでの時間間隔を指定します。
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この機能により、ODAP クライアントへのリースを目的として、DHCP サーバにサブネットのプール

を設定できるようになります。サブネット プールは、クライアントごとにグローバル ODAP クライア

ントに対してまたは MPLS VPN の ODAP クライアントに対して設定できます。DHCP サブネット割

り当てサーバは、サブネット リースのバインディングを作成し、これらのリースを DHCP データベー

スに格納します。

アカウンティングとセキュリティ用 DHCP サービスの概要

Cisco IOS ソフトウェアは、Public Wireless LAN（PWLAN; パブリック ワイヤレス LAN）における 
DHCP アカウンティング、信頼性、セキュリティを強化する新しい機能を複数サポートしています。

この機能は、他のネットワーク実装でも使用できます。

DHCP アカウンティングは、DHCP に Authentication, Authorization, and Accounting（AAA; 認証、

認可、アカウンティング）および Remote Authentication Dial-In User Service（RADIUS）のサポート

を提供します。AAA および RADIUS のサポートにより、セキュアな START および STOP アカウン

ティング メッセージを送信することで、セキュリティが強化されます。DHCP アカウンティングを設

定すると、セキュリティ レイヤが追加され、適切な RADIUS START および STOP アカウンティング 
レコードに対して DHCP リースの割り当てと終了をトリガーできるようになります。これにより、

Service Selection Gateway（SSG）などのアップストリーム デバイスによりセッション ステートが適

切に維持されます。このセキュリティ強化は、無許可のクライアントまたはハッカーが、許可された 
DHCP リースをスプーフィングしてネットワークに不正侵入することを防ぐのに役立ちます。

PWLAN のセキュリティ問題を解決するために、他に 3 つの機能が設計および実装されています。1 つ
めの機能では、DHCP データベース内の DHCP リースに対する ARP テーブル エントリを保護します。

このセキュアな ARP 機能により、DHCP サーバのデータベースを ARP テーブルと同期させてアドレ

スのハイジャックを回避することで、IP スプーフィングを防止します。アドレスが割り当てられると、

セキュア ARP により、クライアントの ARP テーブルにエントリが追加されます。バインディングが

期限切れになった場合に限り、DHCP サーバはこれを削除できます。

2 つめの機能は DHCP 許可 ARP です。この機能では、DHCP が明示的にユーザ ログアウト時を認識す

る必要性に対応することで完全性の高いソリューションを提供します。DHCP 許可 ARP の導入前は、

ユーザが不適切な方法でシステムを離れた場合に DHCP サーバに通知するメカニズムがありませんで

した。このため、お客様がログアウトしてもシステムがログアウトを検出しなかった結果、過度の請求

がされる可能性がありました。この問題に対処するために、DHCP 許可 ARP は、1 分ごとに定期 ARP 
メッセージを送信して、ユーザが現在ログインしているかどうかを確認します。許可ユーザのみが 
ARP 要求に応答できます。無許可ユーザからの ARP 応答は DHCP サーバでブロックされるため、セ

キュリティ レベルがより強化されます。

さらに、DHCP 許可 ARP では、インターフェイスにおけるダイナミック ARP 学習がディセーブルに

なります。アドレス マッピングを組み込むことができるのは、arp authorized インターフェイス コン

フィギュレーション コマンドで指定した許可コンポーネントのみです。現時点で ARP エントリのイン

ストールができる許可コンポーネントは DHCP のみです。

3 つめの機能は ARP 自動ログオフです。この機能では、許可ユーザのログアウト時に、より緻密にプ

ロービングを制御します。arp probe interval コマンドは、プローブの開始時点（タイムアウト）、ピ

アのプローブ頻度（間隔）、および 大試行回数（カウント）を指定します。

参考資料
ここでは、DHCP に関する関連資料について説明します。
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関連資料

規格

MIB

RFC

関連項目 参照先

DHCP コマンド：コマンド構文の詳細、コマンド モー

ド、コマンド履歴、デフォルト、使用上の注意事項、

および例

『Cisco IOS IP Addressing Services Command Reference』

DHCP サーバ設定 『Configuring the Cisco IOS DHCP Server』モジュール

DHCP リレー エージェント設定 『Configuring the Cisco IOS DHCP Relay Agent』モジュール

DHCP クライアント設定 『Configuring the Cisco IOS DHCP Client』モジュール

DHCP サーバ オンデマンド アドレス プール 『Configuring the DHCP Server On-Demand Address Pool Manager』
モジュール

DHCP 拡張機能 『Configuring DHCP Services for Accounting and Security』モ

ジュール

Edge-Session 管理用の DHCP 拡張機能 『Configuring DHCP Enhancements for Edge-Session Management』
モジュール

DHCP オプション 『Network Registrar User's Guide, Release 6.1.1』の付録「DHCP 
Options」

規格 タイトル

この機能がサポートする新しい規格または変更された

規格はありません。

—

MIB MIB リンク

この機能によってサポートされる新しい MIB または

変更された MIB はありません。

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリース、および機能セッ

トの MIB の場所を検索しダウンロードするには、次の URL にある 
Cisco MIB Locator を使用します。

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

RFC タイトル

RFC 951 『Bootstrap Protocol (BOOTP)』

RFC 2131 『Dynamic Host Configuration Protocol』

RFC 2132 『DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions』

RFC 1542 『Clarifications and Extensions for the Bootstrap Protocol』
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iad_dhcp_sod_apm.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iad_dhcp_acct_sec.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iad_dhcp_esm.html
http://www.cisco.com/go/mibs
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シスコのテクニカル サポート

用語集
BOOTP：Bootstrap Protocol（ブートストラップ プロトコル）。起動中のコンピュータが自分の IP ア
ドレスおよび残りのパラメータが格納されたブート ファイルの場所を見つける方法を提供するプロト

コル。

DHCP：Dynamic Host Configuration Protocol。ホストに IP アドレスが不要になったときに、IP アド

レスを再利用できるようにダイナミックに IP アドレス割り当てるメカニズムを提供するプロトコル。

DNS：Domain Name System（ドメイン ネーム システム）。ネットワーク ノードの名前をアドレスに

変換するためにインターネットで使用されるシステム。

PWLAN：Public Wireless Local Area Network（パブリック ワイヤレス ローカル エリア ネットワー

ク）。ワイヤレス LAN の 1 種類で、ホットスポットとも呼ばれます。PWLAN には、適切に設定され

ているコンピュータ デバイスがあれば誰でもアクセスできます。

SSG：Service Selection Gateway。シスコ ネットワーク内でオンデマンド サービス拡張機能を提供す

る Cisco IOS 機能セットです。

アドレス バインディング：クライアントの IP アドレスとハードウェア（MAC）アドレス間のマッピ

ング。クライアントの IP アドレスは、管理者が設定できます（手動アドレス割り当て）。または、

DHCP サーバによりプールから割り当てできます（自動アドレス割り当て）。バインディングには、

リースの有効期限日も含まれます。リースの有効期限日のデフォルトは 1 日です。

アドレス プール：DHCP サーバによって割り当てられる IP アドレスの範囲。アドレス プールはサブ

ネット番号によって索引付けされています。

アドレスの競合：2 つのホストで同じ IP アドレスを使用することによる重複。アドレスの割り当て中、

DHCP は ping および gratuitous（ARP）を使用して競合がないか確認します。競合が検出されると、

そのアドレスはプールから削除されます。そのアドレスは、管理者が競合を解決するまで割り当てられ

ません。

クライアント：設定パラメータを要求する任意のホスト。

サーバ：設定パラメータを提供する任意のホスト。

自動アドレス割り当て：限定された期間またはクライアントが IP アドレスを明示的に放棄するまでの

間のクライアントの IP アドレスをネットワーク管理者が取得するためのアドレス割り当て方法。自動

割り当ては、ネットワークに一時的にのみ接続するクライアントにアドレスを割り当てる場合、または

無期限の IP アドレスが必要ではないクライアント グループ間で IP アドレスの限られたプールを共有

する場合に特に有用です。自動割り当ては、IP アドレスが十分に足りていないために、古いクライア

ントが廃棄された際の IP アドレスの再利用が重要なネットワークに無期限に接続する新しいクライア

ントに対して IP アドレスを割り当てる場合にも 適です。

手動アドレス割り当て：管理的に割り当てられた IP アドレスをホストに割り当てるアドレスの割り当

て方法。手動割り当てでは、DHCP を使用して IP アドレスをホストに手動設定するときにエラーを起

こしやすいプロセスを排除できます。

説明 リンク

シスコのテクニカル サポートおよびドキュメンテー

ション Web サイトには、数千ページに及ぶ検索可能

な技術情報があります。製品、テクノロジー、ソ

リューション、技術的なヒント、およびツールへのリ

ンクもあります。Cisco.com に登録済みのユーザは、

このページから詳細情報にアクセスできます。

http://www.cisco.com/en/US/support/index.html 
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データベース：アドレス プールおよびバインディングの集合。

データベース エージェント：DHCP バインディング データベースを格納する任意のホスト。たとえ

ば、Trivial File Transfer Protocol（TFTP; 簡易ファイル転送プロトコル）サーバ。

リレー エージェント：異なるサブネット上のサーバとクライアント間で DHCP メッセージおよび 
BOOTP メッセージを転送するルータ。

（注） この用語集に記載されていない用語については、『Internetworking Terms and Acronyms』を参照してく

ださい。

Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's 
trademarks can be found at 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. (1005R)

このマニュアルで使用している IP アドレスは、実際のアドレスを示すものではありません。マニュアル内の例、コマンド出力、および

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。

© 2007 Cisco Systems, Inc. 
All rights reserved.

Copyright © 2007–2011, シスコシステムズ合同会社 .
All rights reserved.
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Cisco IOS DHCP サーバ設定

Cisco IOS ソフトウェアを実行している Cisco ルータには、Dynamic Host Configuration Protocol
（DHCP）サーバとリレー エージェント ソフトウェアが含まれています。Cisco IOS DHCP サーバは包

括的な DHCP サーバを実装し、ルータ内の指定されたアドレス プールから DHCP クライアントへの 
IP アドレスの割り当てと管理を行います。DHCP サーバは、Domain Name System（DNS; ドメイン 
ネーム システム）サーバの IP アドレスやデフォルト ルータなどの追加のパラメータを割り当てるよう

に設定できます。

このモジュールでは、Cisco IOS DHCP サーバ設定に必要な概念と作業について説明します。

機能情報の検索
ご使用のソフトウェア リリースが、このモジュールで説明している機能の一部をサポートしていない

場合があります。 新の機能情報および警告については、ご使用のプラットフォームおよびソフトウェ

ア リリースのリリースノートを参照してください。このモジュールに記載されている機能に関する情報

を検索したり、各機能がサポートされているリリースに関するリストを参照したりするには、「Cisco IOS 
DHCP サーバの機能情報」（P.44）を参照してください。

プラットフォームのサポートと、Cisco IOS および Catalyst OS ソフトウェア イメージのサポートに関

する情報を検索するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、

http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスしてください。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。

目次
• 「DHCP サーバを設定するための前提条件」（P.2）

• 「Cisco IOS DHCP サーバについて」（P.2）

• 「Cisco IOS DHCP サーバ設定方法」（P.3）

• 「Cisco IOS DHCP サーバ設定例」（P.34）

• 「参考資料」（P.42）

• 「Cisco IOS DHCP サーバの機能情報」（P.44）

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


 

Cisco IOS DHCP サーバ設定

  DHCP サーバを設定するための前提条件
DHCP サーバを設定するための前提条件
Cisco IOS DHCP サーバを設定する前に、「DHCP の概要」モジュールに記されている概念を理解する

必要があります。

Cisco IOS DHCP サーバとリレー エージェントは、デフォルトでイネーブルになっています。ディ

セーブルにされているかは、コンフィギュレーション ファイルで確認できます。ディセーブルにされ

ている場合、コンフィギュレーション ファイルに no service dhcp コマンドが表示されます。必要な場

合は、service dhcp コマンドを使用して、この機能を再度イネーブルにすることができます。

Cisco IOS DHCP/BOOTP のデフォルト設定では、ポート 67（サーバ ポート）は閉じています。

service dhcp コマンドには、サービスのイネーブル化とサービスの実行という 2 つの論理部分がありま

す。DHCP サービスはデフォルトでイネーブルに設定されていますが、ポート 67 は DHCP サービスが

実行されるまで開きません。サービスが実行中の場合、show ip sockets details コマンドまたは show 
sockets detail コマンドを実行すると、ポート 67 が開いていることが表示されます。

Cisco IOS DHCP リレー エージェントは、ip helper-address が設定されている場合にのみ、インター

フェイス上でイネーブルになります。このコマンドにより、設定されている DHCP サーバに DHCP ブ
ロードキャストを転送できるようになります。

Cisco IOS DHCP サーバについて
DHCP サーバを設定する前に、次の概念を理解する必要があります。

• 「DHCP サーバの概要」（P.2）

• 「DHCP アトリビュートの継承」（P.2）

• 「Option 82 を使用した DHCP サーバ アドレスの割り当て」（P.3）

DHCP サーバの概要

Cisco IOS DHCP サーバはアドレス割り当て要求と更新を受け取り、DHCP アドレス プール内にある

定義済みアドレス グループからアドレスを割り当てます。また、これらのアドレス プールは、DNS 
サーバの IP アドレス、デフォルト ルータ、その他の設定パラメータなどの詳細情報を要求元クライア

ントに提供するように設定できます。Cisco IOS DHCP サーバは、ローカル接続されている LAN セグ

メントからのブロードキャストや、ネットワークにある他の DHCP リレー エージェントから転送され

た DHCP 要求のブロードキャストを受け入れることができます。

DHCP アトリビュートの継承

DHCP サーバ データベースはツリー構造になっています。ツリーのルートはナチュラル ネットワーク

のアドレス プール、ブランチはサブネットワークのアドレス プール、リーフはクライアントへの手動

バインディングです。サブネットワークはネットワーク パラメータを継承し、クライアントはサブ

ネットワーク パラメータを継承します。したがって、ドメイン名などの共通のパラメータは、ツリー

の 上位（ネットワークまたはサブネットワーク）レベルに設定する必要があります。

継承されたパラメータはオーバーライドできます。たとえば、パラメータがナチュラル ネットワーク

とサブネットワークの両方に定義されている場合は、サブネットワークの定義が使用されます。

アドレス リースは継承されません。IP アドレスにリースが指定されていない場合は、デフォルトで 
DHCP サーバがそのアドレスに 1 日リースを割り当てます。
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  Cisco IOS DHCP サーバ設定方法
Option 82 を使用した DHCP サーバ アドレスの割り当て

Cisco IOS DHCP サーバは、リレー エージェントから送信されたリレー情報オプション（Option 82）
情報に基づいて、ダイナミック IP アドレスを割り当てることができます。

通常、DHCP アドレスの自動割り当ては、ゲートウェイ アドレス（DHCP パケットの giaddr フィール

ド）または着信インターフェイスの IP アドレスのいずれかの IP アドレスに基づいて行われます。一部

のネットワークでは、割り当てる IP アドレスを決定するために追加情報を使用する必要があります。

Cisco IOS リレー エージェントは Option 82 を使用することにより、クライアントが発信する DHCP 
パケットを DHCP サーバに転送するときに、Cisco IOS リレー エージェントの追加情報を長期間保持

できます。Cisco IOS DHCP サーバも、DHCP クライアントに IP アドレスを適切に割り当てるための

追加情報を提供する手段として Option 82 を使用できます。

Cisco IOS DHCP サーバ設定方法
ここでは、次の作業について説明します。

• 「DHCP データベース エージェントの設定または競合のロギングのディセーブル化」（P.3）（必須）

• 「IP アドレスの除外」（P.5）（任意）

• 「DHCP アドレス プールの設定」（P.5）（必須）

• 「手動バインディングの設定」（P.16）（任意）

• 「DHCP スタティック マッピングの設定」（P.19）（任意）

• 「DHCP サーバの動作のカスタマイズ」（P.23）（任意）

• 「DHCP サーバ オプションを集中管理 DHCP サーバからインポートするためのリモート ルータの

設定」（P.24）（任意）

• 「Option 82 を使用した DHCP アドレス割り当ての設定」（P.27）（任意）

• 「DHCP を通じてダイナミックに取得されるネクスト ホップを使用したスタティック ルートの設

定」（P.32）（任意）

• 「DHCP サーバ変数のクリア」（P.33）（任意）

DHCP データベース エージェントの設定または競合のロギングのディセー
ブル化

DHCP データベース エージェントを設定するには、次の作業を行います。

データベース エージェント

DHCP データベース エージェントとは、DHCP バインディング データベースが格納されている任意の

ホスト（FTP、TFTP、rcp サーバなど）や DHCP サーバ上のストレージ メディア（disk0 など）です。

DHCP データベース エージェントは複数設定でき、データベースを更新する間隔や各エージェント間

の転送の間隔も設定できます。

自動バインディングとは、DHCP データベースで検出されたホストの MAC アドレスに自動的にマッピ

ングされた IP アドレスです。自動バインディング情報（リースの有効期限、インターフェイス イン

デックス、VPN Routing and Forwarding（VRF; VPN ルーティングおよび転送）名など）はデータ

ベース エージェントに保存されます。バインディングはメンテナンスが容易なテキスト レコードで保

存されます。
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  Cisco IOS DHCP サーバ設定方法
アドレスの競合

2 つのホストが同一の IP アドレスを使用すると、アドレスの競合が発生します。アドレスの割り当て

中、DHCP は ping と Address Resolution Protocol（ARP; アドレス解決プロトコル）を使用して競合を

確認します。競合が検出されると、そのアドレスはプールから削除されます。そのアドレスは、管理者

が競合を解決するまで割り当てられません。

制約事項

シスコではデータベース エージェントを使用することを強く推奨します。ただし、Cisco IOS サーバは

データベース エージェントがなくても動作します。DHCP データベース エージェントを設定しない場

合、no ip dhcp conflict logging コマンドをグローバル コンフィギュレーション モードで使用して、

DHCP サーバ上の DHCP アドレス競合の記録をディセーブルに設定します。競合のロギングが設定さ

れているにもかかわらず、データベース エージェントが設定されていない場合、ルータのリブート時

にバインディングが失われます。誤った競合が発生すると、ネットワーク管理者が介入するまで、アド

レス プールからアドレスが削除されることがあります。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. ip dhcp database url [timeout seconds | write-delay seconds]
または
no ip dhcp conflict logging

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip dhcp database url [timeout seconds | 
write-delay seconds]

または 

no ip dhcp conflict logging

例：
Router(config)# ip dhcp database 
ftp://user:password@172.16.1.1/router-dhcp 
timeout 80

または

例：
Router(config)# no ip dhcp conflict logging

データベース エージェントと呼ばれるリモート ホスト上

で自動バインディングを保存するように DHCP サーバを設

定します。

または

DHCP アドレス競合ロギングをディセーブルにします。

• このオプションは DHCP データベース エージェントを

設定しない場合にのみ選択します。ガイドラインにつ

いては、「制約事項」（P.4）の項を参照してください。
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  Cisco IOS DHCP サーバ設定方法
IP アドレスの除外

DHCP サーバがクライアントに割り当てない IP アドレス（除外されるアドレス）を指定するには、次

の作業を行います。

ルータ インターフェイスに設定されている IP アドレスは自動的に DHCP アドレス プールから除外さ

れます。DHCP サーバは、DHCP アドレス プール サブネットにある他のすべての IP アドレスは 
DHCP クライアントへの割り当てが可能と見なします。

DHCP サーバが IP アドレスを割り当てないようにするには、これらのアドレスをプールから除外する

必要があります。たとえば、冗長性を提供するために、2 つの DHCP サーバが同一ネットワーク セグ

メント（サブネット）で稼動するように設定する場合などがあります。この 2 台の DHCP サーバが 
DHCP フェールオーバーなどのプロトコルを使用したサービス調整を相互に行わない場合、共有する

サブネットからアドレス セットを重複しないように割り当てるための設定をそれぞれの DHCP サーバ

で行う必要があります。設定例については、「手動バインディングの設定：例」（P.37）を参照してくだ

さい。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. ip dhcp excluded-address low-address [high-address]

手順の詳細

DHCP アドレス プールの設定

ここでは、次の作業について説明します。

• 「DHCP アドレス プールの設定」（P.6）（必須）

• 「セカンダリ サブネットを使用した DHCP アドレス プールの設定」（P.9）（任意）

• 「DHCP アドレス プール設定の検証」（P.15）（任意）

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip dhcp excluded-address low-address 
[high-address]

例：
Router(config)# ip dhcp excluded-address 
172.16.1.100 172.16.1.103

DHCP サーバが DHCP クライアントに割り当てない IP ア
ドレスを指定します。
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  Cisco IOS DHCP サーバ設定方法
DHCP アドレス プールの設定

DHCP アドレス プールを設定するには、次の作業を行います。必要に応じて、アドレス プール単位で

クライアントの DHCP オプションを指定します。

DHCP アドレス プールの規定

DHCP アドレス プールには、意味を表す文字列（「engineering」など）や整数（0 など）の名前を付け

ることができます。また、DHCP アドレス プールを設定すると、ルータが DHCP プール コンフィギュ

レーション モードになります。（dhcp-config）# プロンプトで識別されるこのコンフィギュレーション 
モードのプロンプトから、プールのパラメータ（IP サブネット番号やデフォルト ルータのリストなど）

を設定できます。

DHCP アドレス プールの選択

DHCP は 1 つのプロセスを定義します。このプロセスにより、DHCP サーバは DHCP クライアントが

存在する IP サブネットを認識し、サブネット内の有効な IP アドレスのプールから IP アドレスを割り

当てることができます。DHCP サーバがクライアント要求へのサービスを提供するために使用する 
DHCP アドレス プールを特定するこのプロセスは、「DHCP アドレス プールの選択」（P.6）に記載され

ています。

DHCP サーバは、クライアントの要求を処理するために使用する DHCP アドレス プールを次のように

特定します。

• クライアントが直接接続していない場合（DHCPDISCOVER ブロードキャスト メッセージの 
giaddr フィールドがゼロ以外）、DHCP サーバは giaddr フィールドに IP アドレスが含まれている

サブネットを持つ DHCP プールと DHCPDISCOVER を照合します。

• クライアントが直接接続している場合（giaddr フィールドがゼロ）、DHCP サーバは受信インター

フェイスに設定されているサブネットが含まれる DHCP プールと DHCPDISCOVER を照合しま

す。インターフェイスにセカンダリ IP アドレスがある場合は、セカンダリ IP アドレスが関連付け

られているサブネットに、可能な割り当てがあるかどうかが検証されます。ただし、これはサブ

ネットに関連付けられているプライマリ IP アドレス（インターフェイス上）の空きがなくなった

場合に限り行われます。

Cisco IOS DHCP サーバ ソフトウェアは、IP アドレスの割り当てを行う高度な機能をサポートします。

詳細については、「Option 82 を使用した DHCP アドレス割り当ての設定」（P.27）の項を参照してくだ

さい。

前提条件

DHCP アドレス プールを設定する前に、次の作業が必要です。

• 必要に応じて、デバイスについて次のような DHCP オプションを特定します。

– デフォルトのブート イメージ名

– デフォルト ルータ

– DNS サーバ

– NetBIOS ネーム サーバ

– プライマリ サブネット 

– セカンダリ サブネットおよびサブネット固有のデフォルト ルータのリスト（セカンダリ サブ

ネットの詳細については、「セカンダリ サブネットを使用した DHCP アドレス プールの設定」

（P.9）を参照してください）。

• NetBIOS ノード タイプ（b、p、m、h）を決定します。
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• DNS ドメイン名を決定します。

制約事項

DHCP プール コンフィギュレーション コマンド network を使用して設定したプールと同一プール内に

手動バインディングは設定できません。手動バインディングを設定するには、「手動バインディングの

設定」（P.16）を参照してください。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. ip dhcp pool name

4. utilization mark high percentage-number [log]

5. utilization mark low percentage-number [log]

6. network network-number [{mask | /prefix-length} [secondary]] 

7. domain-name domain

8. dns-server address [address2 ... address8]

9. bootfile filename

10. next-server address [address2 ... address8]

11. netbios-name-server address [address2 ... address8]

12. netbios-node-type type 

13. default-router address [address2 ... address8]

14. option code [instance number] {ascii string | hex string | ip-address}

15. lease {days [hours [minutes]] | infinite} 

16. end 

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable 

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal 

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip dhcp pool name 

例：
Router(config)# ip dhcp pool 1

DHCP サーバ アドレス プールの名前を作成し、DHCP 
プール コンフィギュレーション モードを開始します。
7



 

Cisco IOS DHCP サーバ設定

  Cisco IOS DHCP サーバ設定方法
ステップ 4 utilization mark high percentage-number [log] 

例：
Router(dhcp-config)# utilization mark high 80 
log

（任意）現在のアドレス プール サイズの高利用マークを設

定します。

• キーワード log を使用すると、システム メッセージの

ロギングがイネーブルになります。DHCP プールの利

用率が、設定された上限の利用率のしきい値を超過す

ると、このプールに関するシステム メッセージが生成

されます。

ステップ 5 utilization mark low percentage-number [log] 

例：
Router(dhcp-config)# utilization mark low 70 
log

（任意）現在のアドレス プール サイズの低利用マークを設

定します。

• キーワード log を使用すると、システム メッセージの

ロギングがイネーブルになります。DHCP プールの利

用率が、設定された下限の利用率のしきい値未満にな

ると、このプールに関するシステム メッセージが生成

されます。

ステップ 6 network network-number [{mask | 
/prefix-length} [secondary]] 

例：
Router(dhcp-config)# network 172.16.0.0 /16

DHCP アドレス プールのサブネット ネットワーク番号お

よびマスクを指定します。

ステップ 7 domain-name domain 

例：
Router(dhcp-config)# domain-name cisco.com

クライアントのドメイン名を指定します。

ステップ 8 dns-server address [address2 ... address8] 

例：
Router(dhcp-config)# dns server 172.16.1.103 
172.16.2.103

DHCP クライアントが利用可能な DNS サーバの IP アドレ

スを指定します。

• 少なくとも 1 つの IP アドレスを指定する必要がありま

すが、1 行のコマンド ラインに 大 8 つの IP アドレス

を指定できます。

• サーバは優先順位の高い順に一覧表示されます。

ステップ 9 bootfile filename

例：
Router(dhcp-config)# bootfile xllboot

（任意）DHCP クライアントのデフォルトのブート イメー

ジの名前を指定します。

• ブート ファイルはクライアントのブート イメージを保

存するために使用します。通常、ブート イメージはク

ライアントがロードに使用するオペレーティング シス

テムです。

ステップ 10 next-server address [address2 ... address8] 

例：
Router(dhcp-config)# next-server 172.17.1.103 
172.17.2.103

（任意）DHCP クライアントのブート プロセスの次のサー

バを設定します。

• 複数のサーバが指定されている場合、DHCP は、ラウ

ンドロビン方式でクライアントに割り当てます。 初

のクライアントが address 1 のアドレスを取得した場

合は、次のクライアントが address 2 のアドレスを取

得するという順序で割り当てられます。

• このコマンドを指定していない場合、DHCP は ip 
helper address コマンドで指定されているサーバを

ブート サーバとして使用します。

コマンドまたはアクション 目的
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セカンダリ サブネットを使用した DHCP アドレス プールの設定

セカンダリ サブネットによる DHCP アドレス プールを設定するには、次の作業を行います。

ステップ 11 netbios-name-server address [address2 ... 
address8] 

例：
Router(dhcp-config)# netbios-name-server 
172.16.1.103 172.16.2.103

（任意）Microsoft DHCP クライアントが利用可能な 
NetBIOS WINS サーバを指定します。

• 少なくとも 1 つのアドレスを指定する必要があります

が、1 行のコマンド ラインに 大 8 つのアドレスを指

定できます。

• サーバは優先順位の高い順に一覧表示されます。

ステップ 12 netbios-node-type type 

例：
Router(dhcp-config)# netbios-node-type h-node

（任意）Microsoft DHCP クライアント用の NetBIOS ノー

ド タイプを指定します。

ステップ 13 default-router address [address2 ... address8] 

例：
Router(dhcp-config)# default-router 
172.16.1.100 172.16.1.101

（任意）DHCP クライアントのデフォルト ルータの IP アド

レスを指定します。

• IP アドレスは、クライアントと同一のサブネット上に

存在する必要があります。

• 少なくとも 1 つの IP アドレスを指定する必要がありま

すが、1 行のコマンド ラインに 大 8 つの IP アドレス

を指定できます。このデフォルト ルータは、優先順位

の高い順に一覧で表示されます。つまり、address が
も優先されるルータで、address2 が次に優先される

ルータになります。

• DHCP クライアントが IP アドレスを要求すると、 
DHCP サーバとして動作するルータはデフォルト ルー

タのリストにアクセスし、DHCP クライアントがメッ

セージを転送するためにファースト ホップとして使用

する別のルータを選択します。DHCP クライアントは

ブート後に自身のデフォルト ルータへのパケット送信

を開始します。

ステップ 14 option code [instance number] {ascii string | 
hex string | ip-address} 

例：
Router(dhcp-config)# option 19 hex 01

（任意）DHCP サーバのオプションを設定します。

ステップ 15 lease {days [hours [minutes]] | infinite} 

例：
Router(dhcp-config)# lease 30

（任意）リースの期間を指定します。

• デフォルトは 1 日です。

• キーワード infinite を指定すると、リースの期間が無

期限に設定されます。

ステップ 16 end 

例：
Router(dhcp-config)# end

グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

コマンドまたはアクション 目的
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連続していない複数のサブネットを使用した DHCP サーバ アドレス プール

任意の DHCP プールには、プライマリ サブネットおよび任意の数のセカンダリ サブネットを設定でき

ます。それぞれのサブネットは、DHCP クライアントに IP アドレスを割り当てるためにルータが使用

する IP アドレスの範囲です。DHCP サーバが持つ複数のサブネット機能により、Cisco IOS DHCP 
サーバのアドレス プールで追加の IP アドレスを管理できます。この場合、個々のアドレス プールを使

用する代わりに、既存の DHCP アドレス プールのセカンダリ サブネットにアドレスを追加します。

セカンダリ サブネットの規定

セカンダリ DHCP サブネットワークを設定すると、ルータは DHCP プールのセカンダリ サブネット 
コンフィギュレーション モードになります。（config-dhcp-subnet-secondary）# プロンプトで識別され

るこのモードから、セカンダリ サブネット固有のデフォルトのアドレス リストを設定できます。セカ

ンダリ サブネットの利用率も指定できます。これを指定すると、アドレスの利用水準に応じて、IP ア
ドレスのプール サイズをダイナミックに拡大または縮小できます。この設定はグローバルな利用率を

オーバーライドします。

セカンダリ サブネットを使用した DHCP サーバ アドレス プールからの IP アドレスの割り当て

DHCP サーバが複数のサブネットを含むアドレス プールを選択した場合、DHCP サーバは次のように

サブネットから IP アドレスを割り当てます。

• DHCP サーバがアドレス割り当て要求を受け取ると、サーバはプライマリ サブネットで空きアド

レスを探します。

• プライマリ サブネットに空きがない場合、DHCP サーバはその DHCP サーバが管理する任意のセ

カンダリ サブネットで空いているアドレスを自動的に探します（これは、giaddr がセカンダリ サ
ブネットと必ずしも一致しない場合でも行われます）。サーバは、サブネットがプールに追加され

た順序で、利用可能なアドレスをサブネット内で検査します。

• giaddr がプール内のセカンダリ サブネットと一致する場合は、DHCP サーバはこのセカンダリ サ
ブネットから IP アドレスを割り当てます（これはプライマリ サブネット内に利用可能な IP アドレ

スがある場合でも、セカンダリ サブネットが追加された順序にかかわりなく行われます）。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. ip dhcp pool name

4. utilization mark high percentage-number [log]

5. utilization mark low percentage-number [log]

6. network network-number [mask | /prefix-length] 

7. domain-name domain

8. dns-server address [address2 ... address8]

9. bootfile filename

10. next-server address [address2 ... address8]

11. netbios-name-server address [address2 ... address8]

12. netbios-node-type type 

13. default-router address [address2 ... address8]

14. option code [instance number] {ascii string | hex string | ip-address}
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15. lease {days [hours [minutes]] | infinite} 

16. network network-number [{mask | /prefix-length} [secondary]] 

17. override default-router address [address2 ... address8] 

18. override utilization high percentage-number 

19. override utilization low percentage-number

20. end 

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable 

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal 

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip dhcp pool name 

例：
Router(config)# ip dhcp pool 1

DHCP サーバ アドレス プールの名前を作成し、DHCP 
プール コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 4 utilization mark high percentage-number [log] 

例：
Router(dhcp-config)# utilization mark high 80 
log

（任意）現在のアドレス プール サイズの高利用マークを設

定します。

• キーワード log を使用すると、システム メッセージの

ロギングがイネーブルになります。DHCP プールの利

用率が、設定された上限の利用率のしきい値を超過す

ると、このプールに関するシステム メッセージが生成

されます。

ステップ 5 utilization mark low percentage-number [log] 

例：
Router(dhcp-config)# utilization mark low 70 
log

（任意）現在のアドレス プール サイズの低利用マークを設

定します。

• キーワード log を使用すると、システム メッセージの

ロギングがイネーブルになります。DHCP プールの利

用率が、設定された下限の利用率のしきい値未満にな

ると、このプールに関するシステム メッセージが生成

されます。

ステップ 6 network network-number [mask | 
/prefix-length] 

例：
Router(dhcp-config)# network 172.16.0.0 /16

DHCP アドレス プールのサブネット ネットワーク番号お

よびマスクを指定します。

ステップ 7 domain-name domain 

例：
Router(dhcp-config)# domain-name cisco.com

クライアントのドメイン名を指定します。
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ステップ 8 dns-server address [address2 ... address8] 

例：
Router(dhcp-config)# dns server 172.16.1.103 
172.16.2.103

DHCP クライアントが利用可能な DNS サーバの IP アドレ

スを指定します。

• 少なくとも 1 つの IP アドレスを指定する必要がありま

すが、1 行のコマンド ラインに 大 8 つの IP アドレス

を指定できます。

• サーバは優先順位の高い順に一覧表示されます。

ステップ 9 bootfile filename

例：
Router(dhcp-config)# bootfile xllboot

（任意）DHCP クライアントのデフォルトのブート イメー

ジの名前を指定します。

• ブート ファイルはクライアントのブート イメージを保

存するために使用します。通常、ブート イメージはク

ライアントがロードに使用するオペレーティング シス

テムです。

ステップ 10 next-server address [address2 ... address8] 

例：
Router(dhcp-config)# next-server 172.17.1.103 
172.17.2.103

（任意）DHCP クライアントのブート プロセスの次のサー

バを設定します。

• 複数のサーバが指定されている場合、DHCP は、ラウ

ンドロビン方式でクライアントに割り当てます。 初

のクライアントが address 1 のアドレスを取得した場

合は、次のクライアントが address 2 のアドレスを取

得するという順序で割り当てられます。

• このコマンドを指定していない場合、DHCP は ip 
helper address コマンドで指定されているサーバを

ブート サーバとして使用します。

ステップ 11 netbios-name-server address [address2 ... 
address8] 

例：
Router(dhcp-config)# netbios-name-server 
172.16.1.103 172.16.2.103

（任意）Microsoft DHCP クライアントが利用可能な 
NetBIOS Windows Internet Naming Service（WINS）サー

バを指定します。

• 少なくとも 1 つのアドレスを指定する必要があります

が、1 行のコマンド ラインに 大 8 つのアドレスを指

定できます。

• サーバは優先順位の高い順に一覧表示されます。

ステップ 12 netbios-node-type type 

例：
Router(dhcp-config)# netbios-node-type h-node

（任意）Microsoft DHCP クライアント用の NetBIOS ノー

ド タイプを指定します。

コマンドまたはアクション 目的
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ステップ 13 default-router address [address2 ... 
address8] 

例：
Router(dhcp-config)# default-router 
172.16.1.100 172.16.1.101

（任意）DHCP クライアントのデフォルト ルータの IP アド

レスを指定します。

• IP アドレスは、クライアントと同一のサブネット上に

存在する必要があります。

• 少なくとも 1 つの IP アドレスを指定する必要がありま

すが、1 行のコマンド ラインに 大 8 つの IP アドレス

を指定できます。このデフォルト ルータは、優先順位

の高い順に一覧で表示されます。つまり、address が
も優先されるルータで、address2 が次に優先される

ルータになります。

• DHCP クライアントが IP アドレスを要求すると、

DHCP サーバとして動作するルータはデフォルト ルー

タのリストにアクセスし、DHCP クライアントがメッ

セージを転送するためにファースト ホップとして使用

する別のルータを選択します。DHCP クライアントは

ブート後に自身のデフォルト ルータへのパケット送信

を開始します。

ステップ 14 option code [instance number] {ascii string | 
hex string | ip-address} 

例：
Router(dhcp-config)# option 19 hex 01

（任意）DHCP サーバのオプションを設定します。

ステップ 15 lease {days [hours] [minutes]| infinite} 

例：
Router(dhcp-config)# lease 30

（任意）リースの期間を指定します。

• デフォルトは 1 日です。

• キーワード infinite を指定すると、リースの期間が無

期限に設定されます。

ステップ 16 network network-number [{mask | 
/preix-length} [secondary]] 

例：
Router(dhcp-config)# network 10.10.0.0 
255.255.0.0 secondary 

（任意）セカンダリ DHCP サーバ アドレス プールのネット

ワーク番号およびマスクを指定します。

• DHCP サーバ アドレス プールには、任意の数のセカ

ンダリ サブネットを追加できます。

• このコマンドの実行中、コンフィギュレーション モー

ドが DHCP プールのセカンダリ サブネットのコン

フィギュレーション モードに変化します。これは

（config-dhcp-subnet-secondary）# プロンプトで識別

されます。このモードで、管理者はサブネット固有の

デフォルト ルータのリストを設定できます。

• DHCP セカンダリ サブネットを持つループバック イ
ンターフェイスでセカンダリ IP アドレスを使用してい

る場合は、「トラブルシューティングのヒント」（P.14）
を参照してください。

コマンドまたはアクション 目的
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トラブルシューティングのヒント

単一ループバック インターフェイスでセカンダリ IP アドレスを使用し、DHCP プールでセカンダリ サ
ブネットを使用している場合、セカンダリ サブネットごとに 1 つのプールを使用するのではなく、1 つ
の DHCP プールを使用してすべてのセカンダリ サブネットのネットワークを設定します。network 
network-number [{mask | /prefix-length} [secondary]] コマンドは、 複数の DHCP アドレス プールで

なく、単一の DHCP アドレス プールで設定する必要があります。

次に、正しい設定例を示します。

!
ip dhcp pool dhcp_1
network 172.16.1.0 255.255.255.0
network 172.16.2.0 255.255.255.0 secondary
network 172.16.3.0 255.255.255.0 secondary
network 172.16.4.0 255.255.255.0 secondary

!
interface Loopback111
ip address 172.16.1.1 255.255.255.255 secondary
ip address 172.16.2.1 255.255.255.255 secondary
ip address 172.16.3.1 255.255.255.255 secondary

ステップ 17 override default-router address [address2 ... 
address8] 

例：
Router(config-dhcp-subnet-secondary)# 
override default-router 10.10.0.100 
10.10.0.101 

（任意）このセカンダリ サブネットから DHCP クライアン

トに IP アドレスを割り当てるときに使用するデフォルト 
ルータのリストを指定します。

• このサブネット固有のオーバーライド値が設定されてい

る場合、サブネットから IP アドレスを割り当てるとき

にこの値が使用されます。ネットワーク全体のデフォル

ト ルータのリストは、プライマリ サブネットにゲート

ウェイ ルータを設定するためにだけ使用されます。

• このサブネット固有のオーバーライド値が指定されて

いない場合は、サブネットから IP アドレスを割り当て

るときにネットワーク全体のデフォルト ルータのリス

トが使用されます。

• 設定例については、「連続していない複数のサブネッ

トを使用した DHCP アドレス プールの設定：例」

（P.36）を参照してください。

ステップ 18 override utilization high percentage-numer 

例：
Router(config-dhcp-subnet-secondary)# 
override utilization high 60

（任意）サブネット サイズの高利用マークを設定します。

• このコマンドは、utilization mark high グローバル コ
ンフィギュレーション コマンドで指定されているグ

ローバル デフォルト設定をオーバーライドします。

ステップ 19 override utilization low percentage-number 

例：
Router(config-dhcp-subnet-secondary)# 
override utilization low 40

（任意）サブネット サイズの低利用マークを設定します。

• このコマンドは、utilization mark low グローバル コ
ンフィギュレーション コマンドで指定されているグ

ローバル デフォルト設定をオーバーライドします。

ステップ 20 end 

例：
Router(config-dhcp-subnet-secondary)# end

特権 EXEC モードに戻ります。

コマンドまたはアクション 目的
14
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ip address 172.16.4.1 255.255.255.255 secondary

次に、正しくない設定例を示します。

! 
ip dhcp pool dhcp_1
network 172.16.1.0 255.255.255.0
lease 1 20 30
accounting default

!
ip dhcp pool dhcp_2
network 172.16.2.0 255.255.255.0
lease 1 20 30
accounting default

!
ip dhcp pool dhcp_3
network 172.16.3.0 255.255.255.0
lease 1 20 30
accounting default

!
ip dhcp pool dhcp_4
network 172.16.4.0 255.255.255.0
lease 1 20 30
accounting default

!
interface Loopback111
ip address 172.16.1.1 255.255.255.255 secondary
ip address 172.16.2.1 255.255.255.255 secondary
ip address 172.16.3.1 255.255.255.255 secondary
ip address 172.16.4.1 255.255.255.255 secondary

DHCP アドレス プール設定の検証

DHCP アドレス プールの設定を検証するには、次の作業を行います。次の show コマンドは、特定の

順序で入力する必要はありません。

手順の概要

1. enable

2. show ip dhcp pool [name]

3. show ip dhcp binding [address]

4. show ip dhcp conflict [address]

5. show ip dhcp database [url]

6. show ip dhcp server statistics [type number]
15
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手順の詳細

手動バインディングの設定

手動バインディングを設定するには、次の作業を行います。

アドレス バインディング

アドレス バインディングとは、クライアントの IP アドレスおよび MAC アドレス間のマッピングです。

クライアントの IP アドレスは、管理者が手動で割り当てることも、DHCP サーバによってプールから

自動的に割り当てることもできます。

手動バインディングでは、DHCP データベースで検出されたホストの MAC アドレスに IP アドレスを

手動でマッピングします。手動バインディングは、DHCP サーバの NVRAM に保存されます。手動バ

インディングは単なる特殊なアドレス プールです。手動バインディングの数に制限はありませんが、1 
つのホスト プールに設定できる手動バインディングは 1 つだけです。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable 

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 show ip dhcp pool [name]

例：
Router# show ip dhcp pool

（任意）DHCP アドレス プールに関する情報を表示します。

ステップ 3 show ip dhcp binding [address]

例：
Router# show ip dhcp binding

（任意）特定の DHCP サーバに作成されているすべてのバ

インディングのリストを表示します。

• show ip dhcp binding コマンドを使用すると、すでに

割り当てられている IP アドレスが表示されます。アド

レス プールに空きがあることを確認します。必要に応

じて、プールを再作成してより大きいアドレス プール

を作成します。

• show ip dhcp binding コマンドを使用して、ホストの 
IP アドレスのリース有効期限の日時を表示します。

ステップ 4 show ip dhcp conflict [address]

例：
Router# show ip dhcp conflict

（任意）アドレス競合のリストをすべて表示します。

ステップ 5 show ip dhcp database [url]

例：
Router# show ip dhcp database

（任意）DHCP データベース上の 近のアクティビティを

表示します。

ステップ 6 show ip dhcp server statistics [type-number]

例：
Router# show ip dhcp server statistics

（任意）サーバの統計情報に関するカウント情報および送

受信したメッセージを表示します。
16
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自動バインディングとは、DHCP データベースで検出されたホストの MAC アドレスに自動的にマッピ

ングされた IP アドレスです。バインディングは DHCP サーバの揮発性メモリに保存されるため、電源

障害やその他の理由でルータがリロードする状況が発生した場合、バインディング情報は失われます。

このような状況で自動バインディング情報が失われないようにするには、DHCP データベース エー

ジェントと呼ばれるリモート ホストに自動バインディング情報のコピーを保存します。バインディン

グは定期的にデータベース エージェントに書き込まれます。ルータがリロードすると、バインディン

グはデータベース エージェントから DHCP サーバの DHCP データベースに再び読み込まれます。

（注） シスコではデータベース エージェントを使用することを強く推奨します。ただし、Cisco IOS DHCP 
サーバはデータベース エージェントがなくても動作します。

一部の DHCP クライアントは DHCP パケットでクライアント ID（DHCP Option 61）を送信します。

このようなクライアントに手動バインディングを設定するには、DHCP プール コンフィギュレーショ

ン コマンドの client-identifier を、DHCP クライアントを識別する適切な 16 進値とともに入力する必

要があります。クライアント ID オプションを送信しないクライアントに手動バインディングを設定す

るには、DHCP プール コンフィギュレーション コマンドの hardware-address を、クライアントの適

切な 16 進ハードウェア アドレスとともに入力する必要があります。

Cisco IOS Release 12.4(22)T 以降のリリースでは、DHCP サーバは手動バインディングが設定されて

いるクライアントに無期限のリース時間を送信します。

制約事項

DHCP プール コンフィギュレーション モードで network コマンドを使用して設定したプールと同一

プール内に手動バインディングは設定できません。DHCP アドレス プールと network コマンドの詳細

については、「DHCP アドレス プールの設定」（P.5）を参照してください。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. ip dhcp pool pool-name

4. host address [mask | /prefix-length]

5. client-identifier unique-identifier

6. hardware-address hardware-address [protocol-type | hardware-number]

7. client-name name
17
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手順の詳細

トラブルシューティングのヒント 

debug ip dhcp server packet コマンドを使用するとクライアント ID を判別できます。次の例では、ク

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip dhcp pool pool-name

例：
Router(config)# ip dhcp pool pool1 

DHCP サーバのアドレス プールの名前を作成し、DHCP 
プール コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 4 host address [mask | /prefix-length]

例：
Router(dhcp-config)# host 172.16.0.1

クライアントの IP アドレスおよびサブネット マスクを指

定します。

• 手動バインディングの数に制限はありませんが、1 つ
のホスト プールに設定できる手動バインディングは 1 
つだけです。

ステップ 5 client-identifier unique-identifier

例：
Router(dhcp-config)# client-identifier 
01b7.0813.8811.66

DHCP クライアントに一意の ID を指定します。

• このコマンドは DHCP 要求で使用されます。

• DHCP クライアントにはクライアント ID が必要です。

クライアントの一意の ID は、ドット付き 16 進表記で

指定されます。たとえば、01b7.0813.8811.66 では、

01 がイーサネットのメディア タイプを表します。

• DHCP クライアントのクライアント ID を判別する詳

細については、「トラブルシューティングのヒント」

（P.18）を参照してください。

（注） ここで指定する ID は、パケットでクライアント 
ID を送信する DHCP クライアント ID を想定して

います。

ステップ 6 hardware-address hardware-address 
[protocol-type | hardware-number] 

例：
Router(dhcp-config)# hardware-address 
b708.1388.f166 ethernet

クライアントのハードウェア アドレスを指定します。

• このコマンドは BOOTP 要求で使用されます。

（注） ここで指定するハードウェア アドレスは、パケッ

トでクライアント ID を送信しない DHCP クライア

ントのアドレスを想定しています。

ステップ 7 client-name name

例：
Router(dhcp-config)# client-name client1

（任意）クライアントの名前を、任意の標準 ASCII 文字で

指定します。

• クライアント名にドメイン名を含めることはできませ

ん。たとえば、client1 という名前を、

client1.cisco.com とは指定できません。
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ライアントは 0b07.1134.a029 という値で識別されます。

Router# debug ip dhcp server packet 

DHCPD:DHCPDISCOVER received from client 0b07.1134.a029 through relay 10.1.0.253.
DHCPD:assigned IP address 10.1.0.3 to client 0b07.1134.a029.
.
.
.

DHCP スタティック マッピングの設定

DHCP のスタティック マッピング機能を使用すると、カスタマー作成のテキスト ファイルを DHCP 
サーバが読み取る手動バインディングを行って多数のホスト プールを作成しなくても、スタティック 
IP アドレスを割り当てることができます。この機能の利点は、長いコンフィギュレーション ファイル

が不要になることで、NVRAM がアドレス プールを維持するために必要な領域を減らすことができる

点です。

ここでは、次の作業について説明します。

• 「スタティック マッピング テキスト ファイルを読み取る DHCP サーバ設定」（P.21）（必須）

DHCP データベース

DHCP データベースには、バインディングと呼ばれる、クライアントの IP アドレスとハードウェア ア
ドレス間のマッピングが含まれています。バインディングには、単一のハードウェア アドレスを単一

の IP アドレスにマッピングする手動バインディングと、ハードウェア アドレスを IP アドレスのプー

ルから IP アドレスにダイナミックにマッピングする自動バインディングの 2 種類があります。手動

（別名スタティック）バインディングは、ルータ上に別々に直接設定することも、DHCP スタティック 
マッピング機能を使用して設定することもできます。これらのスタティック バインディングは個別の

スタティック マッピング テキスト ファイルから読み取ることができます。スタティック マッピング 
テキスト ファイルは、ルータのリロード時または DHCP サービスが再起動したときに読み取られま

す。このファイルは読み取り専用です。

スタティック バインディングの読み取りは、次の点において手動バインディングと同じように扱われ

ます。

• クライアントからの DHCPRELEASE を通じて維持される。

• タイムアウトしない。

• プールが削除された場合に限り削除される。

• プールに含まれているアドレスが適切に除外される。除外するアドレスは読み取りの時点で作成さ

れます。

自動バインディングおよび手動バインディングと同様、スタティック マッピング テキスト ファイルか

らのスタティック バインディングも、show ip dhcp binding コマンドを使用して表示されます。

スタティック マッピング テキスト ファイル

スタティック マッピング テキスト ファイルを作成するには、次の作業を行います。テキスト ファイル

にアドレスを入力すると、アドレスは DHCP サーバが読み取るために DHCP データベースに保存され

ます。ファイルに入力するアドレスの数に制限はありません。このファイルのファイル形式には次の要

素があります。

• ファイルが作成された時刻
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• データベースのバージョン番号

• IP アドレス

• ハードウェア タイプ

• ハードウェア アドレス

• リースの有効期限

• ファイル終了の指定子

テキスト ファイル形式の詳細については、表 1を参照してください。

次に、スタティック マッピング テキスト ファイルの例を示します。

*time* Jan 21 2005 03:52 PM
*version* 2
!IP address Type Hardware address Lease expiration
10.0.0.4 /24 1 0090.bff6.081e Infinite
10.0.0.5 /28 id 00b7.0813.88f1.66 Infinite
10.0.0.2 /21 1 0090.bff6.081d Infinite
*end*

表 1 スタティック マッピング テキスト ファイルのフィールドの説明

フィールド 説明

*time* ファイルが作成された時刻を指定します。このフィールドを使用すると、複数

のエージェントが設定されている場合に、DHCP が新旧のデータベースを区

別できます。時刻の有効な形式は、Mm dd yyyy hh:mm AM/PM です。

*version* 2 データベースのバージョン番号。

IP address スタティック IP アドレス。サブネット マスクが指定されていない場合は、IP 
アドレスに従って元のマスクが予測されます。IP アドレスとマスクの間には 1 
つのスペースが必要です。

Type ハードウェア タイプを指定します。たとえば、タイプ「1」はイーサネットを

表します。タイプ「id」は、このフィールドが DHCP クライアントの ID であ

ることを示します。正規の値は、 
http://www.iana.org/assignments/arp-parameters の「Number Hardware Type」
のリストからオンラインで入手できます。

Hardware address ハードウェア アドレスを指定します。

タイプが数字のときは、ハードウェア メディアであることを意味します。正

規の値は、 http://www.iana.org/assignments/arp-parameters の「Number 
Hardware Type」のリストからオンラインで入手できます。

タイプが「id」のときは、クライアント ID との照合が行われることを意味し

ます。

クライアント ID の詳細については、RFC 2132 の 9.14 項「DHCP Options 
and BOOTP Vendor Extensions」（http://www.ietf.org/rfc/rfc2132.txt）または、

client-identifier コマンド リファレンス ページ

（http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/command/reference/iad_dhc1.
html#wp1011901）を参照してください。

照合に使用するクライアント ID が不明な場合は、debug dhcp detail コマン

ドを使用して、クライアントから DHCP サーバに送信されているクライアン

ト ID を表示します。
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スタティック マッピング テキスト ファイルを読み取る DHCP サーバ設定

スタティック マッピング テキスト ファイルを読み取る DHCP サーバを設定するには、次の作業を行い

ます。

前提条件

管理者は、この作業を行う前に、正しい形式でスタティック マッピング テキスト ファイルを作成し、

アドレス プールを設定する必要があります。

ファイルを編集する前に、no service dhcp コマンドを使用して DHCP サーバをディセーブルにする必

要があります。

制約事項

スタティック バインディングは DHCPRELEASE を受信しても削除されず、また、DHCP タイマーに

よってタイムアウトもされません。スタティック バインディングは、ip dhcp pool コマンドを使用し

て作成される手動バインディングと同様に扱われる必要があります。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. ip dhcp pool name

4. origin file url

5. end

6. show ip dhcp binding [address]

手順の詳細

Lease expiration リースの有効期限を指定します。「Infinite」は、リース期間が無期限であるこ

とを指定します。

*end* ファイルの終端。DHCP は *end* 指定子を使用してファイルの切り捨てを検

出します。

表 1 スタティック マッピング テキスト ファイルのフィールドの説明 （続き）

フィールド 説明

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。
21



 

Cisco IOS DHCP サーバ設定

  Cisco IOS DHCP サーバ設定方法
例

次に、設定されているアドレス バインディングを表示する例を示します。

Router# show ip dhcp binding

00:05:14:%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address Client-ID/ Ls expir Type Hw address User name
10.9.9.4/8 0063.7363.2d30.3036. Infinite Static 302e.3762.2e39.3634. 632d.4574.8892.
10.9.9.1/24 0063.6973.636f.2d30. Infinite Static 3036.302e.3437.3165. 2e64.6462.342d.

次に、スタティック マッピング テキスト ファイルの各エントリを表示する例を示します。

*time* Jan 21 2005 22:52 PM
!IP address     Type Hardware address Lease expiration
10.19.9.1 /24 id 0063.6973.636f.2d30.3036.302e.3437
10.9.9.4 id 0063.7363.2d30.3036.302e.3762.2e39.3634.632d Infinite
*end*

次に、TFTP サーバから読み取るスタティック マッピング テキスト ファイルを表示するデバッグ出力

の例を示します。

Router# debug ip dhcp server

Loading abc/static_pool from 10.19.192.33 (via Ethernet0):
[OK - 333 bytes]

*May 26 23:14:21.259: DHCPD: contacting agent tftp://10.19.192.33/abc/static_pool (attempt 
0)
*May 26 23:14:21.467: DHCPD: agent tftp://10.19.192.33/abc/static_pool is responding.

ステップ 3 ip dhcp pool name

例：
Router(config)# ip dhcp pool pool1

DHCP プールに名前を割り当て、DHCP コンフィギュレー

ション モードを開始します。

（注） ip dhcp pool コマンドを使用して IP DHCP プール

名をすでに設定し、origin file コマンドを使用して

スタティック ファイルの URL をすでに設定してい

る場合は、no service dhcp コマンドおよび service 
dhcp コマンドを使用して再び読み取る必要があり

ます。

ステップ 4 origin file url

例：
Router(dhcp-config)# origin file 
tftp://10.1.0.1/static-bindings

DHCP サーバがテキスト ファイルを検索できる URL を指

定します。

ステップ 5 end

例：
Router(dhcp-config)# end

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show ip dhcp binding [address]

例：
Router# show ip dhcp binding

（任意）特定の DHCP サーバに作成されているすべてのバ

インディングのリストを表示します。

コマンドまたはアクション 目的
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*May 26 23:14:21.467: DHCPD: IFS is ready.
*May 26 23:14:21.467: DHCPD: reading bindings from 

tftp://10.19.192.33/abc/static_pool.
*May 26 23:14:21.707: DHCPD: read 333 / 1024 bytes.
*May 26 23:14:21.707: DHCPD: parsing text line 
*time* Apr 22 2002 11:31 AM
*May 26 23:14:21.707: DHCPD: parsing text line ““
*May 26 23:14:21.707: DHCPD: parsing text line
!IP address Type Hardware address Lease expiration
*May 26 23:14:21.707: DHCPD: parsing text line
“10.9.9.1 /24 id 0063.6973.636f.2d30.3036.302e.3437”
*May 26 23:14:21.707: DHCPD: creating binding for 10.9.9.1
*May 26 23:14:21.707: DHCPD: Adding binding to radix tree (10.9.9.1)
*May 26 23:14:21.707: DHCPD: Adding binding to hash tree
*May 26 23:14:21.707: DHCPD: parsing text line
“10.9.9.4 id 0063.7363.2d30.3036.302e.3762.2e39.3634.632d”
*May 26 23:14:21.711: DHCPD: creating binding for 10.9.9.4
*May 26 23:14:21.711: DHCPD: Adding binding to radix tree (10.9.9.4)
*May 26 23:14:21.711: DHCPD: Adding binding to hash tree
*May 26 23:14:21.711: DHCPD: parsing text line “Infinite”
*May 26 23:14:21.711: DHCPD: parsing text line “”
*May 26 23:14:21.711: DHCPD: parsing text line
!IP address Interface-index Lease expiration VRF
*May 26 23:14:21.711: DHCPD: parsing text line “*end*”
*May 26 23:14:21.711: DHCPD: read static bindings from 
tftp://10.19.192.33/abcemp/static_pool.

DHCP サーバの動作のカスタマイズ

DHCP サーバの動作をカスタマイズするには、次の作業を行います。

ping パケットの設定

DHCP サーバはデフォルトで、要求しているクライアントに特定のアドレスを割り当てる前に、1 つの

プール アドレスに ping を 2 回送信します。ping の応答がない場合、DHCP サーバは、このアドレスが

未使用である可能性が高いと見なして、要求しているクライアントにアドレスを割り当てます。

デフォルトでは、DHCP サーバは ping パケットのタイムアウト前に 2 秒間待機します。

All BOOTP 要求を無視するオプション

受信した Bootstrap Protocol（BOOTP; ブートストラップ プロトコル）要求を無視して応答しないよう

に DHCP サーバを設定できます。この機能は、BOOTP クライアントと DHCP クライアントがネット

ワーク セグメントに混在し、サービスを提供する BOOTP サーバと Cisco IOS DHCP サーバがネット

ワーク セグメントにある場合に便利です。BOOTP サーバには BOOTP クライアントのスタティック 
バインディングが設定され、BOOTP クライアントは自分のアドレスを BOOTP サーバから取得しま

す。ただし、DHCP サーバでも BOOTP 要求に応答できるため、DHCP サーバからアドレスが提供さ

れる場合があります。DHCP サーバからアドレスが提供されると、BOOTP クライアントは BOOTP 
サーバからのアドレスではなく、DHCP サーバからのアドレスで起動します。DHCP サーバに BOOTP 
要求を無視するように設定するということは、BOOTP クライアントが BOOTP サーバからアドレス情

報を受け取ることを意味し、DHCP サーバからアドレスを不用意に受け取ることがなくなります。

ip helper-address インターフェイス コンフィギュレーション コマンドが着信インターフェイス上に設

定されている場合、Cisco IOS ソフトウェアは、これらの無視された BOOTP 要求パケットを別の 
DHCP サーバに転送できます。
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手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. ip dhcp ping packets number

4. ip dhcp ping timeout milliseconds

5. ip dhcp bootp ignore

手順の詳細

DHCP サーバ オプションを集中管理 DHCP サーバからインポートするた
めのリモート ルータの設定

Cisco IOS DHCP サーバは、Customer Premises Equipment（CPE; 加入者宅内機器）が接続するローカ

ル クライアントからの DHCP 要求に応じて、DNS アドレスおよび WINS アドレスなどのオプション

をダイナミックに設定できます。以前は、ネットワーク管理者がデバイスごとに Cisco IOS DHCP 
サーバを手動で設定する必要がありました。現在は、Cisco IOS DHCP サーバが拡張され、設定情報を

自動的に更新できるようになりました。ネットワーク管理者は、1 つ以上の集中管理 DHCP サーバに

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip dhcp ping packets number

例：
Router(config)# ip dhcp ping packets 5

（任意）要求しているクライアントに DHCP サーバがアド

レスを割り当てる前に、サーバからアドレス プールに送信

する ping パケットの数を指定します。

• デフォルトは 2 パケットです。引数 number を値 0 に
設定すると、DHCP サーバの ping 動作は完全にディ

セーブルになります。

ステップ 4 ip dhcp ping timeout milliseconds

例：
Router(config)# ip dhcp ping timeout 850

（任意）アドレス プールからの ping 応答を DHCP サーバ

が待機する時間の長さを指定します。

ステップ 5 ip dhcp bootp ignore

例：
Router(config)# ip dhcp bootp ignore

（任意）受信した BOOTP 要求を DHCP サーバが選択的に

無視して応答しないようにできます。

• ip dhcp bootp ignore コマンドは、ルータ上に設定さ

れているすべての DHCP プールに適用されます。

DHCP プール単位で選択的に BOOTP 要求を無視する

ことはできません。
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対し、DHCP プール内の特定の DHCP オプションを更新するように設定できます。リモート サーバ

は、集中管理サーバにこれらのオプションのパラメータを要求したり、集中管理サーバから「インポー

ト」したりできます。

ここでは、次の作業について説明します。

• 「DHCP オプションを更新するための集中管理 DHCP サーバ設定」（P.25）

• 「DHCP オプションをインポートするためのリモート ルータの設定」（P.26）

DHCP オプションを更新するための集中管理 DHCP サーバ設定

DHCP オプションを更新するように集中管理 DHCP サーバを設定するには、次の作業を行います。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. ip dhcp pool pool-name

4. network network-number [mask | /prefix-length]

5. dns-server address [address2 ... address8]

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip dhcp pool name

例：
Router(config)# ip dhcp pool 1

DHCP サーバ アドレス プールの名前を作成し、DHCP 
プール コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 4 network network-number [mask | /prefix-length]

例：
Router(dhcp-config)# network 172.16.0.0 /16

DHCP アドレス プールのサブネット ネットワーク番号お

よびマスクを指定します。

ステップ 5 dns-server address [address2 ... address8] 

例：
Router(dhcp-config)# dns server 172.16.1.103 
172.16.2.103

（任意）DHCP クライアントが利用可能な DNS サーバの 
IP アドレスを指定します。

• 少なくとも 1 つの IP アドレスを指定する必要がありま

すが、1 行のコマンド ラインに 大 8 つの IP アドレス

を指定できます。

• サーバは優先順位の高い順に一覧表示されます。
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DHCP オプションをインポートするためのリモート ルータの設定

集中管理 DHCP サーバからリモート ルータが DHCP オプションをインポートするように設定するに

は、次の作業を行います。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. ip dhcp pool pool-name

4. network network-number [mask | /prefix-length]

5. import all

6. exit

7. interface type number

8. ip address dhcp 

9. end

10. show ip dhcp import

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip dhcp pool pool-name

例：
Router(config)# ip dhcp pool pool1

DHCP サーバ アドレス プールの名前を作成し、DHCP 
プール コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 4 network network-number [mask | 
/prefix-length]

例：
Router(dhcp-config)# network 172.30.0.0 /16

DHCP アドレス プールのサブネット ネットワーク番号お

よびマスクを指定します。

ステップ 5 import all

例：
Router(dhcp-config)# import all

DHCP オプション パラメータを DHCP サーバ データベー

スにインポートします。
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Option 82 を使用した DHCP アドレス割り当ての設定

ここでは、次の作業について説明します。

• 「DHCP アドレス割り当てにおける Option 82 のイネーブル化」（P.29）（任意）

• 「DHCP クラスおよびリレー エージェント情報パターンの定義」（P.29）（必須）

• 「DHCP アドレス プールの定義」（P.31）（必須）

Option 82 の機能設計を使用した DHCP アドレスの割り当て

DHCP は、TCP/IP ネットワーク上のホストに設定情報を渡すフレームワークを提供します。設定パラ

メータと他の制御情報は、DHCP メッセージのオプション フィールドに格納されたタグ付きデータ項

目で伝送されます。データ項目自体もオプションと呼ばれます。Option 82 は、リレー エージェントに

認識される情報が含まれた単一の DHCP オプションとして構成されます。

この機能は、Cisco IOS DHCP サーバがクライアントに割り当てる IP アドレスを Option 82 情報を使

用して判別するために役立つよう設計されています。Option 82 を介して送信される情報は、DHCP 要
求が着信したポートを識別するために使用されます。この機能は、Option 82 内に含まれている個々の

サブオプションについては解析しません。代わりに、設定されたパターンをバイト単位で照合して、ア

ドレスを割り当てます。

この機能には、DHCP クラスの新機能が導入されています。これは、クライアントが常駐するサブ

ネットではなく、一定の共通の特性に基づいて DHCP クライアントをグループ化するための方法です。

ステップ 6 exit

例：
Router(dhcp-config)# exit

DHCP プール コンフィギュレーション モードを終了しま

す。

ステップ 7 interface type number

例：
Router(config)# interface FastEthernet 0/0

インターフェイスを設定し、インターフェイス コンフィ

ギュレーション モードを開始します。

ステップ 8 ip address dhcp 

例：
Router(config-if)# ip address dhcp

インターフェイスが DHCP を通じて IP アドレスを取得す

るように指定します。

ステップ 9 end

例：
Router(config-if)# end

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 10 show ip dhcp import

例：
Router# show ip dhcp import

集中管理 DHCP サーバからインポートされたオプションを

表示します。

コマンドまたはアクション 目的
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Option 82 を使用した DHCP アドレス割り当ての例

例として、単一のスイッチの 2 つのポートに DHCP クライアントが接続しています。それぞれのポー

トは、VLAN1 および VLAN2 という、2 つの VLAN の一部として設定できます。DHCP クライアン

トは、VLAN1 または VLAN2 のいずれかに属し、特定の DHCP Discover メッセージが属している 
VLAN を（多くの場合レイヤ 2 のカプセル化を通じて）スイッチで区別できると見なされます。それ

ぞれの VLAN は固有のサブネットを持ち、同一 VLAN（同一スイッチ）から送信されるすべての 
DHCP メッセージには、VLAN のサブネットを表す同一値が設定されている giaddr フィールドがあり

ます。

問題は、VLAN1 のポート 1 に接続する DHCP クライアントには VLAN のサブネット内の 1 つの範囲

から IP アドレスを割り当てる必要があり、VLAN1 のポート 2 に接続する DHCP クライアントには、

別の範囲から IP アドレスを割り当てる必要があることです。この 2 つの IP アドレス範囲は両方とも、

同じサブネットの一部であり、同じサブネット マスクを持ちます。通常の DHCP アドレス割り当てで

は、DHCP サーバは giaddr フィールドだけを調べるため、2 つの範囲を区別することはできません。

この問題を解決するために、スイッチに常駐するリレー エージェントはリレー情報オプション

（Option 82）を挿入して、そのポートに特有の情報が伝達されるようにします。DHCP サーバは、アド

レス選択プロセスの間、giaddr フィールドと挿入された Option 82 の両方を検査する必要があります。

DHCP クラスの機能

Cisco IOS ソフトウェアは、IP アドレス（giaddr または着信インターフェイスの IP アドレス）をもと

にプールを検索してから、プールに設定されている 1 つ以上のクラスと要求を、DHCP プールに指定

されたクラスの順序に従って照合します。

1 つの DHCP アドレス プールに 1 つ以上の DHCP クラスが設定されている場合、このプールはアクセ

スが制限されたプールになります。これは、クラスの 1 つ以上がプールで一致した場合を除き、この

プールからはアドレスが割り当てられないことを意味します。この設計により、DHCP クラスを使用

して、アクセスを制御したり（プールにデフォルト クラスを設定しない）、より多くのアドレス範囲

パーティションをプールのサブネットに提供したりできます。

複数のプールを同じクラスで設定できるため、複数のプールに同じパターンを設定する必要はありませ

ん。

DHCP のクラスベースのアドレス割り当てでサポートされている機能は次のとおりです。

• 新規リレー エージェント情報コンフィギュレーション モードで relay-information hex コマンド

を使用して、フル リレー エージェント情報オプション値を 16 進の raw 文字列として指定。

• リレー情報の 16 進 raw 値のビットマスキング サポート。

• relay-information hex コマンドを使用して指定した、16 進文字列の末尾のワイルドカードのサ

ポート。

Option 82 を使用した DHCP アドレス割り当ての制限事項

リレー エージェントが DHCP パケットに Option 82 を挿入しても giaddr フィールドを設定しない場

合、ip dhcp relay information trusted グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、

DHCP サーバ インターフェイスを信頼されたインターフェイスとして設定する必要があります。この

設定を行うと、サーバで DHCP メッセージが削除されることがなくなります。
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DHCP アドレス割り当てにおける Option 82 のイネーブル化

デフォルトでは、Cisco IOS DHCP サーバは Option 82 で提供された情報を使用して IP アドレスを割

り当てることができます。この機能がディセーブルに設定されている場合に再度イネーブルにするに

は、このセクションで説明されている作業を行います。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. ip dhcp use class

手順の詳細

トラブルシューティングのヒント 

DHCP クラスがプールに設定されているにもかかわらず DHCP サーバがクラスを使用していない場合

は、no ip dhcp use class コマンドが設定されているかどうかを確認します。

DHCP クラスおよびリレー エージェント情報パターンの定義

DHCP クラスおよびリレー エージェント情報パターンを定義するには、次の作業を行います。

前提条件

relay-information hex コマンドを設定できるようにするには、Option 82 の各バイト位置を示す 16 進
値を把握している必要があります。Option 82 の形式は製品によって異なる場合があります。この情報

については、リレー エージェントのベンダーにお問い合わせください。

手順の概要

1. enable

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip dhcp use class

例：
Router(config)# ip dhcp use class

アドレスの割り当てに DHCP クラスを使用するかどうかを

制御します。

• この機能は、デフォルトでイネーブルにされています。

• このコマンドの no 形式を使用すると、DHCP クラス

の設定を削除しなくてもこの機能がディセーブルにな

ります。
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2. configure terminal

3. ip dhcp class class-name

4. relay agent information

5. relay-information hex pattern [*] [bitmask mask]

6. 設定が必要な DHCP クラスごとにステップ 3 ～ 5 を繰り返します。

手順の詳細

トラブルシューティングのヒント 

debug ip dhcp server class コマンドを使用して、クラス照合の結果を表示します。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip dhcp class class-name

例：
Router(config)# ip dhcp class CLASS1

DHCP クラスを定義し、DHCP クラス コンフィギュレー

ション モードを開始します。

ステップ 4 relay agent information

例：
Router(dhcp-class)# relay agent information

リレー エージェント情報オプション コンフィギュレー

ション モードを開始します。

• この手順を省略すると、DHCP クラスは、リレー エー

ジェント情報オプションが存在するかどうかにかかわ

らず、すべてのリレー エージェント情報オプションに

一致します。

ステップ 5 relay-information hex pattern [*] [bitmask 
mask]

例：
Router(dhcp-class-relayinfo)# relay-informatio
n hex 01030a0b0c02050000000123

（任意）フル リレー情報オプションの 16 進値を指定します。

• pattern 引数を指定すると、DHCP クラスとの照合で

使用するパターンが作成されます。

• この手順を省略すると、パターンは設定されず、すべ

てのリレー エージェント情報オプション値に一致する

と見なされます。ただし、リレー情報オプションは 
DHCP パケット内に存在する必要があります。

• DHCP クラスには複数の relay-information hex コマ

ンドを設定できます。

ステップ 6 設定が必要な DHCP クラスごとにステップ 3 ～ 5 を
繰り返します。

—
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DHCP アドレス プールの定義

DHCP アドレス プールを定義するには、次の作業を行います。

手順の概要

1. enable 

2. configure terminal 

3. ip dhcp pool name 

4. network network-number [mask | /prefix-length] 

5. class class-name

6. address range start-ip end-ip

7. DHCP プールに関連付ける必要がある DHCP クラスごとにステップ 5 と 6 を繰り返します。

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip dhcp pool name

例：
Router# ip dhcp pool ABC

Cisco IOS DHCP サーバに DHCP アドレス プールを設定

し、DHCP プール コンフィギュレーション モードを開始

します。

• 複数のプールを同じクラスで設定できるため、複数の

プールに同じパターンを設定する必要はありません。

ステップ 4 network network-number [mask | /prefix-length]

例：
Router(dhcp-config)# network 10.0.20.0

Cisco IOS DHCP サーバの DHCP アドレス プールに、サブ

ネットの番号およびマスクを設定します。

ステップ 5 class class-name

例：
Router(dhcp-config)# class CLASS1

クラスをプールに関連付け、DHCP プール クラス コン

フィギュレーション モードを開始します。

• DHCP クラスが定義されていない場合は、このコマン

ドで DHCP クラスも作成されます。

ステップ 6 address range start-ip end-ip

例：
Router(dhcp-pool-class)# address range 
10.0.20.1 10.0.20.100

（任意）DHCP サーバのアドレス プールに DHCP クラスの

アドレス範囲を設定します。

• このコマンドがクラスに設定されていない場合、デ

フォルト値はプールのサブネット全体になります。

ステップ 7 DHCP プールに関連付ける必要がある DHCP クラス

ごとにステップ 5 と 6 を繰り返します。

DHCP プールの各クラスの一致は、設定された順序で検証

されます。
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DHCP を通じてダイナミックに取得されるネクスト ホップを使用したスタ
ティック ルートの設定

DHCP のデフォルト ゲートウェイをネクスト ホップ ルータとして使用するためのスタティック ルート

を設定するには、次の作業を行います。

この作業により、DHCP のデフォルト ゲートウェイをネクスト ホップ ルータとして使用してスタ

ティック ルートを割り当てることができます。DHCP のアドレス割り当てが実行されるまでゲート

ウェイの IP アドレスはわからないため、今回この機能が導入されるまではこの作業を行うことはでき

ませんでした。スタティック ルートは、DHCP から提供されるアドレスを使用した Command-Line 
Interface（CLI; コマンドライン インターフェイス）では設定できませんでした。

デフォルト ゲートウェイが DHCP サーバで割り当てられると、スタティック ルートがルーティング 
テーブルにインストールされます。DHCP のリースが期限切れになるまではこのルートはルーティン

グ テーブルにとどまり、リースが期限切れになると削除されます。

DHCP クライアントがアドレスをリリースすると、対応するスタティック ルート（ip route コマンド

で設定されたルート）はルーティング テーブルから自動的に削除されます。DHCP ルータのオプショ

ン（DHCP パケットの Option 3）がクライアントの更新中に変更された場合、DHCP のデフォルト 
ゲートウェイは、この更新で提供される新しい IP アドレスに切り替わります。

この機能は、Dynamic Multipoint VPN（DMVPN; ダイナミック マルチポイント VPN）などの VPN 
を展開する場合に特に便利です。この機能は、Multipoint Generic Routing Encapsulation（mGRE; マ
ルチポイント総称ルーティング カプセル化）トンネルなどの非物理インターフェイスがルータに設定

されている場合や、特定のトラフィックをトンネル インターフェイスを通過しないようにする必要が

ある場合にも有効です。

前提条件

すべての DHCP クライアントとサーバの設定手順を確認します。DHCP クライアントとサーバが 
DHCP ルータの Option 3 を提供するように適切に定義されていることを確認します。

制約事項

• DHCP クライアントが IP アドレスまたはデフォルト ルータの IP アドレスを取得できない場合、

スタティック ルートはルーティング テーブルにインストールされません。

• リースが期限切れになり、DHCP クライアントがアドレスを更新できない場合は、このクライア

ントに割り当てられている DHCP IP アドレスはリリースされ、関連付けられている任意のスタ

ティック ルートがルーティング テーブルから削除されます。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. ip route prefix mask {ip-address | interface-type interface-number [ip-address]} dhcp [distance]

4. end

5. show ip route
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手順の詳細

DHCP サーバ変数のクリア

DHCP サーバ変数をクリアするには、次の作業を行います。

手順の概要

1. enable

2. clear ip dhcp binding {address | *}

3. clear ip dhcp conflict {address | *}

4. clear ip dhcp server statistics

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip route prefix mask {ip-address | 
interface-type interface-number [ip-address]} 
dhcp [distance]

例：
Router(config)# ip route 209.165.200.225 
255.255.255.255 dhcp

IP アドレスを取得するために DHCP サーバにアクセスす

ると、デフォルトのネクストホップ ルータのスタティック 
ルートを割り当てます。

• DHCP サーバから IP アドレスを取得するように、複

数のインターフェイスがルータに設定されている場合

は、インターフェイスごとに、ip route prefix mask 
interface-type interface-number dhcp コマンドを実行

します。インターフェイスが指定されていない場合

は、いずれかのインターフェイスが IP アドレスとデ

フォルト ルータを取得するとすぐに、ルーティング 
テーブルにルートが追加されます。

ステップ 4 end 

例：
Router(config)# end

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show ip route 

例：
Router# show ip route

（任意）ルーティング テーブルの現在の状態を表示します。

• DHCP クライアントが DHCP サーバからアドレスおよ

びデフォルト ルータのアドレスを取得した後、割り当

てられたスタティック ルートを表示するには、このコ

マンドを使用します。
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手順の詳細

Cisco IOS DHCP サーバ設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

• 「DHCP データベース エージェントの設定：例」（P.34）

• 「IP アドレスの除外：例」（P.35）

• 「DHCP アドレス プールの設定：例」（P.35）

• 「連続していない複数のサブネットを使用した DHCP アドレス プールの設定：例」（P.36）

• 「手動バインディングの設定：例」（P.37）

• 「スタティック マッピングの設定：例」（P.38）

• 「すべての BOOTP 要求を無視するためのオプションの設定：例」（P.38）

• 「DHCP オプションのインポート：例」（P.39）

• 「Option 82 を使用した DHCP アドレス割り当ての設定：例」（P.40）

• 「DHCP を通じてダイナミックに取得したネクスト ホップを使用したスタティック ルートの設定：

例」（P.41）

DHCP データベース エージェントの設定：例

次に、ホスト 172.16.4.253 へのバインディングの保存方法の例を示します。ファイル転送プロトコル

は FTP です。データベースに変更を書き込むまでのサーバの待機時間は 2 分間（120 秒）とします。

ip dhcp database ftp://user:password@172.16.4.253/router-dhcp write-delay 120

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 clear ip dhcp binding {address | *}

例：
Router# clear ip dhcp binding *

DHCP データベースから自動アドレス バインディングを削

除します。

• address 引数を指定すると、特定の（クライアント）

IP アドレスの自動バインディングがクリアされます。

アスタリスク（*）を指定するとすべての自動バイン

ディングがクリアされます。

ステップ 3 clear ip dhcp conflict {address | *}

例：
Router# clear ip dhcp conflict 172.16.1.103

DHCP データベースのアドレス競合をクリアします。

• address 引数を指定すると、特定の IP アドレスの競合

がクリアされ、アスタリスク（*）を指定するとすべ

てのアドレスの競合がクリアされます。

ステップ 4 clear ip dhcp server statistics

例：
Router# clear ip dhcp server statistics

すべての DHCP サーバのカウンタを 0 にリセットします。
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IP アドレスの除外：例

次に、サーバ A およびサーバ B がサブネット 10.0.20.0/24 にサービスを提供する例を示します。2 台
のサーバ間で均等にサブネットを分割した上で、サーバ A に 10.0.20.1 ～ 10.0.20.125 の IP アドレスを

割り当てるように設定し、サーバ B に 10.0.20.126 ～ 10.0.20.254 の IP アドレスを割り当てるように設

定します。

サーバ A
ip dhcp excluded-address 10.0.20.126 10.0.20.255
!
ip dhcp pool A
network 10.0.20.0 255.255.255.0

サーバ B
ip dhcp excluded-address 10.0.20.0 10.0.20.125
!
ip dhcp pool B
network 10.0.20.0 255.255.255.0

DHCP アドレス プールの設定：例

次に、ネットワーク 172.16.0.0、サブネットワーク 172.16.1.0、およびサブネットワーク 172.16.2.0 に
それぞれ 1 つずつ計 3 つの DHCP アドレス プールを作成する例を示します。ネットワーク 172.16.0.0 
のアトリビュートであるドメイン名、DNS サーバ、NetBIOS ネーム サーバ、NetBIOS ノード タイプ

は、サブネットワークの 172.16.1.0 および 172.16.2.0 に継承されます。各プールで、クライアントに

は 30 日間のリース期間が付与されます。各サブネットワークで除外されているアドレス以外のすべて

のアドレスは、DHCP サーバがクライアントに割り当てるために使用できます。 表 2 に、3 つの DHCP 
アドレス プールにある、デバイス用の IP アドレスを一覧で示します。

ip dhcp database ftp://user:password@172.16.4.253/router-dhcp write-delay 120
ip dhcp excluded-address 172.16.1.100 172.16.1.103 
ip dhcp excluded-address 172.16.2.100 172.16.2.103
!
ip dhcp pool 0
network 172.16.0.0 /16
domain-name cisco.com
dns-server 172.16.1.102 172.16.2.102

表 2 DHCP アドレス プールの設定例

プール 0（ネットワーク 172.16.0.0）
プール 1（サブネットワーク 
172.16.1.0）

プール 2（サブネットワーク 
172.16.2.0）

デバイス IP アドレス デバイス IP アドレス デバイス IP アドレス

デフォルト ルータ – デフォルト ルータ 172.16.1.100

172.16.1.101

デフォルト ルータ 172.16.2.100

172.16.2.101

DNS サーバ 172.16.1.102

172.16.2.102

— — — —

NetBIOS ネーム サーバ 172.16.1.103

172.16.2.103

— — — —

NetBIOS ノード タイプ h-node — — — —
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netbios-name-server 172.16.1.103 172.16.2.103 
netbios-node-type h-node

!
ip dhcp pool 1
network 172.16.1.0 /24
default-router 172.16.1.100 172.16.1.101 
lease 30 

!
ip dhcp pool 2
network 172.16.2.0 /24
default-router 172.16.2.100 172.16.2.101 
lease 30

連続していない複数のサブネットを使用した DHCP アドレス プールの設
定：例

DHCP プール内の連続していない複数のサブネットは、次のネットワーク トポロジで使用できます。

• IP アドレス プーリング：DHCP クライアントおよびサーバが同一サブネットに常駐します。

• DHCP リレー：DHCP クライアントおよび DHCP サーバは DHCP リレー エージェント経由で通

信します。この場合、リレー インターフェイスはセカンダリ IP アドレスで設定されています。

• 階層構造 DHCP：DHCP サーバは、DHCP サブネット割り当てサーバとして設定され、DHCP ク
ライアントと DHCP サブネット割り当てサーバは、On-demand Address Pool（ODAP; オンデマン

ド アドレス プール）ルータ経由で通信します。

次に、「pool3」という名前の DHCP アドレス プールが 1 つ作成され、そのプライマリ サブネットに 
172.16.0.0/16、セカンダリ サブネットの 1 つに 172.16.1.0/24、別のセカンダリ サブネットに 
172.16.2.0/24 がそれぞれ割り当てられる例を示します。

• プライマリ サブネットの IP アドレスに空きがなくなると、DHCP サーバは、サブネットがプール

に追加された順にセカンダリ サブネットを検査します。

• DHCP サーバがセカンダリ サブネットの 172.16.1.0/24 から IP アドレスを割り当てるときは、こ

のサーバは、IP アドレス 172.16.1.100 および 172.16.1.101 で構成されるサブネット固有のデフォ

ルト ルータ リストを使用します。ただし、DHCP サーバがサブネット 172.16.2.0/24 から IP アド

レスを割り当てるときは、このサーバは、172.16.0.100 ～ 172.16.0.103 までの 4 つの IP アドレス

で構成されるプール全体のリストを使用します。

• プライマリ サブネット 172.16.0.0/16 の他のアトリビュートである、ドメイン名、DNS サーバ、

NetBIOS ネーム サーバ、NetBIOS ノード タイプなどは、両方のセカンダリ サブネットから継承

されます。

• DHCP クライアントには、プールの IP アドレスに対する 30 日間のリース期間が付与されます。各

サブネットでは、除外されているアドレス以外のすべてのアドレスは、DHCP サーバがクライア

ントに割り当てるために使用できます。

表 3 は、3 つの連続していないサブネットで構成される DHCP アドレス プールにあるデバイス用の IP 
アドレスを一覧で示しています。
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ip dhcp database ftp://user:password@172.16.4.253/router-dhcp write-delay 120
ip dhcp excluded-address 172.16.0.100 172.16.1.103 
ip dhcp excluded-address 172.16.1.100 172.16.1.101 
!
ip dhcp pool pool3
network 172.16.0.0 /16
default-router 172.16.0.100 172.16.2.101 172.16.0.102 172.16.0.103
domain-name cisco.com
dns-server 172.16.1.102 172.16.2.102
netbios-name-server 172.16.1.103 172.16.2.103 
netbios-node-type h-node
lease 30 

!
network 172.16.1.0 /24 secondary 
override default-router 172.16.1.100 172.16.1.101 
end 

!
network 172.16.2.0 /24 secondary 

手動バインディングの設定：例

次に、DHCP パケットでクライアント ID を送信する example1.cisco.com という名前のクライアント

の手動バインディングを作成する例を示します。クライアントの MAC アドレスは 02c7.f800.0422、
クライアントの IP アドレスは 172.16.2.254 です。

ip dhcp pool pool1 
host 172.16.2.254 
client-identifier  01b7.0813.8811.66
client-name example1

次に、DHCP パケットでクライアント ID を送信しない example2.cisco.com という名前のクライアン

トの手動バインディングを作成する例を示します。クライアントの MAC アドレスは 02c7.f800.0422、
クライアントの IP アドレスは 172.16.2.253 です。

ip dhcp pool pool2 
host 172.16.2.253 
hardware-address 02c7.f800.0422 ethernet

表 3 連続していない複数のサブネットを使用した DHCP アドレス プールの設定例

プライマリ サブネット 
（172.16.0.0/16）

最初のセカンダリ サブネット 
（172.16.1.0/24）

2 番めのセカンダリ サブネット

（172.16.2.0/24）

デバイス IP アドレス デバイス IP アドレス デバイス IP アドレス

デフォルト ルータ 172.16.0.100

172.16.0.101

172.16.0.102

172.16.0.103

デフォルト ルータ 172.16.1.100

172.16.1.101

デフォルト ルータ 172.16.0.100

172.16.0.101

172.16.0.102

172.16.0.103

DNS サーバ 172.16.1.102

172.16.2.102

— — — —

NetBIOS ネーム サーバ 172.16.1.103

172.16.2.103

— — — —

NetBIOS ノード タイプ h-node — — — —
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client-name example1

アトリビュートは継承されるため、上記の 2 つの設定と次に示す設定は同じです。

ip dhcp pool pool1 
host 172.16.2.254 255.255.255.0 
hardware-address 02c7.f800.0422 ieee802
client-name client1
default-router 172.16.2.100 172.16.2.101 
domain-name cisco.com
dns-server 172.16.1.102 172.16.2.102
netbios-name-server 172.16.1.103 172.16.2.103
netbios-node-type h-node

スタティック マッピングの設定：例

次に、DHCP サーバを再起動し、プールを設定し、スタティック マッピング テキスト ファイルの保存

先の URL を指定するという一連の操作例を示します。

no service dhcp
service dhcp
ip dhcp pool abcpool
origin file tftp://10.1.0.1/staticfilename

（注） スタティック マッピング テキスト ファイルは、ルータのフラッシュ メモリにコピーでき、ルータの 
TFTP プロセスで処理できます。この場合、origin file 行の IP アドレスは、ルータが所有するアドレス

でなければならず、ルータの設定に次の 1 行を追加する必要があります。

tftp-server flash static-filename

すべての BOOTP 要求を無視するためのオプションの設定：例

次に、2 つの DHCP プールがルータに設定され、受信するすべての BOOTP 要求を無視するように

ルータの DHCP サーバを設定する例を示します。サブネット 10.0.18.0/24 から BOOTP 要求を受信す

ると、この要求はルータによってドロップされます（ip helper-address コマンドが設定されていない

ため）。サブネット 192.168.1.0/24 からの BOOTP 要求があった場合、この要求は ip helper-address 
コマンドを経由して 172.16.1.1 に転送されます。

version 12.2
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
!
hostname Router 
!
ip subnet-zero
!
ip dhcp bootp ignore
!
ip dhcp pool ABC
   network 192.168.1.0 255.255.255.0
   default-router 192.168.1.3 
   lease 2
!
ip dhcp pool DEF
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   network 10.0.18.0 255.255.255.0
!
ip cef
!
interface FastEthernet0/0
 no ip address
 shutdown
 duplex half
!
interface Ethernet1/0
 ip address 10.0.18.68 255.255.255.0
 duplex half
!
interface Ethernet1/1
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 ip helper-address 172.16.1.1
 duplex half
!
interface Ethernet1/2
 shutdown
 duplex half
!
interface Ethernet1/3
 no ip address
 shutdown
 duplex half
!
interface FastEthernet2/0
 no ip address
 shutdown
 duplex half
!
ip route 172.16.1.1 255.255.255.255 e1/0 
no ip http server
no ip pim bidir-enable
!
call rsvp-sync
!
mgcp profile default
!
dial-peer cor custom
!
gatekeeper
 shutdown
!
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
!
end

DHCP オプションのインポート：例

次に、DHCP オプションのインポートをサポートするようにリモート サーバおよび集中管理サーバを

設定する例を示します。集中管理サーバは、DNS アドレスや WINS アドレスなどの DHCP オプション

を DHCP プール内で自動的に更新するように設定されます。CPE 機器を使用するローカル クライアン

トからの DHCP 要求に応じて、リモート サーバは、このオプションのパラメータを中央サーバから

「インポート」できます。図 1 に、ネットワーク トポロジの図を示します。
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図 1 DHCP のネットワーク トポロジの例

中央ルータ

!do not assign this range to DHCP clients
ip dhcp-excluded address 10.0.0.1 10.0.0.5
!
ip dhcp pool central
! Specifies network number and mask for DHCP clients
network 10.0.0.0 255.255.255.0

! Specifies the domain name for the client
domain-name central

! Specifies DNS server that will respond to DHCP clients when they need to correlate host 
! name to ip address
dns-server 10.0.0.2

!Specifies the NETBIOS WINS server
netbios-name-server 10.0.0.2 

!
interface FastEthernet0/0
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto

リモート ルータ

ip dhcp pool client
! Imports DHCP option parameters into DHCP server database
import all
network 172.16.2.254 255.255.255.0

!
interface FastEthernet0/0
ip address dhcp
duplex auto
speed auto

Option 82 を使用した DHCP アドレス割り当ての設定：例

次に、2 種類の DHCP クラスを設定する例を示します。CLASS1 は、指定した 16 進値とリレー エー

ジェント情報オプションがアドレス要求に含まれる DHCP クライアントのグループを定義します。

CLASS2 は、設定したリレー エージェント情報のサブオプションがアドレス要求に含まれる DHCP ク

 DNS
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ライアントのグループを定義します。CLASS3 には設定されているパターンはなく、「すべてに一致す

る」クラスとして扱われます。このタイプのクラスは「デフォルト」のクラスを指定する場合に便利で

す。

次の例では、10.0.20.0/24 サブネットをさらにサブネット化せずに、プール ABC のサブネットが 3 つ
の範囲に分割されています。Option 82 を使用してクラス CLASS1 との照合を行った 10.0.20.0/24 サブ

ネットから DHCP Discover メッセージを受け取ると、10.0.20.1 ～ 10.0.20.100 の範囲で利用可能なア

ドレスが割り当てられます。CLASS1 のアドレス範囲に空いているアドレスがない場合、DHCP 
Discover メッセージで CLASS2 との照合が行われ、次はまた別のクラス、という具合に進みます。

このように、ユーザが設定した順序に従って、DHCP プールの各クラスが一致するかどうかが検証さ

れます。プール ABC では、CLASS1、CLASS2、 後に CLASS3 という順に照合します。プール 
DEF では、クラス CLASS2 にはアドレス範囲は設定されません。デフォルトでは、特定の 1 つのクラ

スのアドレス範囲はプールのサブネット全体です。このため、CLASS2 と照合するクライアントに 
11.0.20.1 ～ 11.0.20.254 のアドレスが割り当てられる場合があります。

複数のプールを同じクラスで設定できるため、複数のプールに同じパターンを設定する必要はありませ

ん。将来的に、さらに詳しい分類方式が導入される可能性があります。たとえば、特定のデバイス

（ケーブル モデムや IP Phone など）のクラスに対してだけサービスを提供するために 1 つ以上のプー

ルを指定する必要が生じる可能性があります。

! Defines the DHCP classes and relay information patterns
ip dhcp class CLASS1 
relay agent information 
relay-information hex 01030a0b0c02050000000123 
relay-information hex 01030a0b0c02* 
relay-information hex 01030a0b0c02050000000000 bitmask 0000000000000000000000FF 

ip dhcp class CLASS2 
relay agent information 
relay-information hex 01040102030402020102 
relay-information hex 01040101030402020102 

ip dhcp class CLASS3 
relay agent information 

! Associates the DHCP pool with DHCP classes 
ip dhcp pool ABC 
network 10.0.20.0 255.255.255.0 
class CLASS1 
address range 10.0.20.1 10.0.20.100 

class CLASS2 
address range 10.0.20.101 10.0.20.200 

class CLASS3 
address range 10.0.20.201 10.0.20.254 

ip dhcp pool DEF 
network 172.64.2.2 255.255.255.0 
class CLASS1 
address range 172.64.2.3 172.64.2.10 

class CLASS2

DHCP を通じてダイナミックに取得したネクスト ホップを使用したスタ
ティック ルートの設定：例

次に、ネクストホップ ルータの IP アドレスを DHCP サーバから取得するために 2 つのイーサネット 
インターフェイスを設定する方法の例を示します。

ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 dhcp 200 
ip route 10.10.20.1 255.255.255.255 ethernet 1 dhcp
41



 

Cisco IOS DHCP サーバ設定

  参考資料
参考資料
ここでは、Cisco IOS DHCP サーバ設定に関する関連資料を示します。

関連資料

規格

MIB

RFC

関連項目 参照先

DHCP コマンド：コマンド構文の詳細、コマンド モー

ド、コマンド履歴、デフォルト、使用上の注意事項、

および例

『Cisco IOS IP Addressing Services Command Reference』

DHCP の概念情報 『DHCP Overview』モジュール

DHCP リレー エージェント設定 『Configuring the Cisco IOS DHCP Relay Agent』モジュール

DHCP サーバ オンデマンド アドレス プール 『Configuring the DHCP Server On-Demand Address Pool Manager』
モジュール

DHCP クライアント設定 『Configuring the Cisco IOS DHCP Client』モジュール

DHCP 拡張機能 『Configuring DHCP Services for Accounting and Security』モ

ジュール

Edge-Session 管理用の DHCP 拡張機能 『Configuring DHCP Enhancements for Edge-Session Management』
モジュール

DHCP オプション 『Network Registrar User's Guide, Release 6.1.1』の付録「DHCP 
Options」

規格 タイトル

この機能がサポートする新しい規格または変更された

規格はありません。

—

MIB MIB リンク

この機能がサポートする新しい MIB または変更され

た MIB はありません。また、この機能で変更された

既存の MIB のサポートはありません。

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリース、および機能セッ

トの MIB の場所を検索しダウンロードするには、次の URL にある 
Cisco MIB Locator を使用します。

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

RFC タイトル

RFC 951 『Bootstrap Protocol (BOOTP)』

RFC 1542 『Clarifications and Extensions for the Bootstrap Protocol』
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シスコのテクニカル サポート

RFC 2131 『Dynamic Host Configuration Protocol』

RFC 2132 『DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions』

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを 大限に活用してください。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立

ちます。

• テクニカル サポートを受ける

• ソフトウェアをダウンロードする

• セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ

製品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

• ツールおよびリソースへアクセスする

– Product Alert の受信登録

– Field Notice の受信登録

– Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

• Networking Professionals（NetPro）コミュニ

ティで、技術関連のディスカッションに参加する

• トレーニング リソースへアクセスする

• TAC Case Collection ツールを使用して、ハード

ウェアや設定、パフォーマンスに関する一般的な

問題をインタラクティブに特定および解決する

この Web サイト上のツールにアクセスする際は、

Cisco.com のログイン ID およびパスワードが必要です。

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html

RFC タイトル
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Cisco IOS DHCP サーバの機能情報
表 4 に、このモジュールで説明した機能をリストし、特定の設定情報へのリンクを示します。この表

には、Cisco IOS Release 12.2(1) 以降のリリースで導入または変更された機能だけを示します。

ご使用の Cisco IOS ソフトウェア リリースでは、一部のコマンドが使用できない場合があります。特

定のコマンドのサポートの導入時期に関する詳細については、コマンド リファレンス マニュアルを参

照してください。

このテクノロジーの機能でここに記載されていないものについては、『DHCP Features Roadmap』を参

照してください。

プラットフォームのサポートおよびソフトウェア イメージのサポートに関する情報を検索するには、

Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator を使用すると、特定のソフトウェア リ
リース、機能セット、またはプラットフォームをサポートする Cisco IOS と Catalyst OS のソフトウェ

ア イメージを判別できます。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアクセ

スしてください。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

（注） 表 4 に、特定の Cisco IOS ソフトウェア リリース群で特定の機能をサポートする Cisco IOS ソフト

ウェア リリースだけを示します。特に明記されていない限り、Cisco IOS ソフトウェア リリース群の

後続のリリースでもこの機能をサポートします。
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表 4 Cisco IOS DHCP サーバの機能情報

機能名 リリース 機能の設定情報

Option 82 を使用した DHCP アドレス割り

当て

12.3(4)T
12.2(28)SB
12.2(33)SRB

Cisco IOS DHCP サーバは、リレー エージェントから送信さ

れたリレー情報オプション（Option 82）情報に基づいて、

ダイナミック IP アドレスを割り当てることができます。

次のセクションで、この機能に関する情報を参照できます。

• 「Option 82 を使用した DHCP サーバ アドレスの割り

当て」

• 「Option 82 を使用した DHCP アドレス割り当ての設定」

• 「Option 82 を使用した DHCP アドレス割り当ての設

定：例」

次のコマンドが導入または変更されました。address 
range、class、ip dhcp class、ip dhcp use class、
relay agent information、relay-information hex。

DHCP サーバの拡張機能 Import All 12.2(15)T
12.2(33)SRC

これは import all グローバル コンフィギュレーション コ
マンドの拡張機能です。この機能の導入前は、import all 
コマンドを通じてインポートされたオプションは、他のサ

ブシステムにインポートされたオプションに上書きされて

いました。この機能によって、複数のサブシステムによっ

てインポートされたオプションでも DHCP アドレス プー

ルに共存できます。セッションが終了したとき、または

リースがリリースされたとき、インポートされたオプショ

ンはクリアされます。

次のセクションで、この機能に関する情報を参照できます。

• 「DHCP サーバ オプションを集中管理 DHCP サーバか

らインポートするためのリモート ルータの設定」

• 「DHCP オプションのインポート：例」（P.39）

DHCP サーバの複数のサブネット 12.4(15)T
12.2(33)SRB

この機能は、複数のサブネットを同じ DHCP アドレス 
プールに設定できます。

次のセクションで、この機能に関する情報を参照できます。

• 「DHCP アドレス プールの設定」

• 「連続していない複数のサブネットを使用した DHCP 
アドレス プールの設定：例」（P.36）

次のコマンドが導入または変更されました。

network（DHCP）、override default-router。
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すべての BOOTP 要求を無視するための 
DHCP サーバ オプション

12.2(8)T
12.2(28)SB

この機能を使用して、受信した Bootstrap Protocol
（BOOTP; ブートストラップ プロトコル）要求パケット

を、Cisco IOS DHCP サーバが選択的に無視し、応答しな

いように設定できます。

次のセクションで、この機能に関する情報を参照できます。

• 「DHCP サーバの動作のカスタマイズ」

• 「すべての BOOTP 要求を無視するためのオプション

の設定：例」

次のコマンドが導入または変更されました。

ip dhcp bootp ignore。

DHCP スタティック マッピング 12.3(11)T
12.2(28)SB
12.2(33)SRC

スタティック マッピング プールを設定すると、特定の

プールに保存されている個々のテキスト ファイル

（DHCP データベース ファイルと類似した形式）から 
DHCP サーバがスタティック バインディングを読み取る

ことができます。

次のセクションで、この機能に関する情報を参照できます。

• 「DHCP スタティック マッピングの設定」

• 「スタティック マッピングの設定：例」

次のコマンドが導入または変更されました。origin。

DHCP ゲートウェイを使用した DHCP のス

タティックなルート設定

12.3(8)T
12.2(28)S
12.2(33)SRC

この機能を使用すると、割り当てられた DHCP ネクスト

ホップ ルータをポイントするスタティック ルートを設定

できます。

次のセクションで、この機能に関する情報を参照できます。

• 「DHCP を通じてダイナミックに取得されるネクスト 
ホップを使用したスタティック ルートの設定」

• 「DHCP を通じてダイナミックに取得したネクスト 
ホップを使用したスタティック ルートの設定：例」

次のコマンドが導入または変更されました。ip route、
show ip route。

表 4 Cisco IOS DHCP サーバの機能情報 （続き）

機能名 リリース 機能の設定情報
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DHCP サーバ MIB

DHCP サーバ MIB 機能は、外部ネットワーク管理デバイスによる Cisco ルータでの Cisco IOS 
Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）サーバ ソフトウェアの Simple Network Management 
Protocol（SNMP; 簡易ネットワーク管理プロトコル）アクセスおよび制御を提供します。

このモジュール内の機能情報の検索

ご使用の Cisco IOS ソフトウェア リリースが、このモジュールで説明している機能の一部をサポート

していない場合があります。 新の機能情報および警告については、ご使用の Cisco IOS ソフトウェア 
リリースのリリース ノートを参照してください。このモジュール内に記載されている特定の機能のリン

クにアクセスする場合、および各機能がサポートされているリリースのリストを参照する場合は、

「DHCP サーバ MIB の機能情報」（P.10）を参照してください。

プラットフォームと、Cisco IOS および Catalyst OS ソフトウェア イメージに関するサポート情報
の検索 
プラットフォームのサポートと、Cisco IOS および Catalyst OS ソフトウェア イメージのサポートに関

する情報を検索するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、

http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスしてください。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

目次
• 「DHCP サーバ MIB を使用するための前提条件」（P.2）

• 「DHCP サーバ MIB について」（P.2）

• 「DHCP トラップ通知をイネーブルにする方法」（P.6）

• 「DHCP サーバ MIB の設定例」（P.8）

• 「参考資料」（P.9）

• 「DHCP サーバ MIB の機能情報」（P.10）
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DHCP サーバ MIB を使用するための前提条件
DHCP サーバ トラップ通知を設定するには、ルータで SNMP をイネーブルにする必要があります。

DHCP サーバ MIB について
DHCP サーバ MIB 機能を実装するには、次の概念について理解しておく必要があります。

• 「SNMP の概要」（P.2）

• 「DHCP サーバ トラップ通知」（P.2）

• 「DHCP サーバ MIB のテーブルおよびオブジェクト」（P.3）

SNMP の概要

SNMP は、SNMP マネージャと SNMP エージェントとの通信に使用されるメッセージ形式を規定する

アプリケーション レイヤ プロトコルです。SNMP は、ネットワークでのデバイスのモニタや管理に使

用される、標準化フレームワークおよび共通言語を提供します。

SNMP は、マネージャとエージェントの 2 種類のエンティティを定義します。SNMP マネージャは、

SNMP を使用するネットワーク ホストのアクティビティを制御およびモニタするシステムです。エー

ジェントは、データを保守し、必要に応じてこのデータをマネージャに報告するリモート ネットワー

キング デバイス内のソフトウェア コンポーネントです。マネージャおよびエージェントは、エージェ

ントがマネージャに使用可能にできる情報を定義する Management Information Base（MIB; 管理情報

ベース）を共有します。

SNMP の重要な機能は、SNMP エージェントから割り込み通知を生成することです。これらのトラッ

プ通知は、SNMP マネージャにネットワークの状況を警告するメッセージです。トラップは、エー

ジェントからマネージャへの機能と見なされ、SNMP マネージャからの受信確認の要求は必要ありま

せん。

DHCP サーバ トラップ通知

DHCP サーバ トラップ通知は、次のイベントに関して SNMP マネージャに送信されます。

• サブネットのアドレス使用率が、設定可能なしきい値を上回るまたは下回る。

• アドレス プールのアドレス使用率が、設定可能なしきい値を上回るまたは下回る。

• リース制限違反が検出される。リース制限設定により、インターフェイスあたりのサブスクライバ

の数を制御できます。

• DHCP サーバが開始または停止する。

• 重複 IP アドレスが検出される。

DHCP サーバ MIB 機能は、同じしきい値イベントに関する同じタイプのトラップ通知を連続して送信

しません。たとえば、使用可能なフリー アドレスの下限しきい値が設定値以下になった場合、サブ

ネットまたはプールのフリー アドレスの下限イベント トラップ通知が生成されます。これと同じト

ラップ通知は、使用可能なフリー アドレスの値がフリー上限しきい値を超えるまで再送信されること

はありません。使用可能なフリー アドレスの上限しきい値が設定値以上になった場合も同様です。こ

のしきい値制御メカニズムは、DHCP サーバ開始および停止時間やリース制限違反のトラップ通知の

ほか、しきい値に関するすべてのトラップ通知に適用されます。重複 IP アドレス トラップ通知は、こ

のしきい値制御メカニズムの影響を受けません。
2
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DHCP サーバ MIB のテーブルおよびオブジェクト

DHCP サーバ MIB は、次のテーブルおよびオブジェクトで構成されます。テーブルの行の 初の文字

は、「c」（Cisco）で始まり、IETF ドラフト RFC『Dynamic Host Configuration Protocol for IPv4 
Server MIB 』で規定されているオブジェクトにマッピングされます。この情報が Cisco IOS ソフト

ウェアで現在使用できない場合、2 番めの列の値が 0（ゼロ）と表示されます。

• cDhcpv4SrvSystemsObjects（表 1 を参照）：システムの説明とオブジェクト ID

• cBootpHCCounterObjects（表 2 を参照）：BOOTP カウンタ情報

• cDhcpv4HCCounterObjects（表 3 を参照）：DHCPv4 カウンタ情報

• cDhcpv4ServerSharedNetTable（表 4 を参照）：DHCP アドレス プール情報

• cDhcpv4ServerSubnetTable（表 5 を参照）：セカンダリ サブネット情報を含む、追加 DHCP アド

レス プール サブネット情報

• cDhcpv4SrvExtSubnetTable（表 6 を参照）：追加 DHCP アドレス プール サブネット情報

• cDhcpv4ServerNotifyObjectsGroup（表 7 を参照）：このオブジェクト グループは、

cDhcpv4ServerNotificationsGroup 通知グループにより使用されます。

• cDhcpv4ServerNotificationsGroup（表 8 を参照）：この通知グループは、Cisco IOS DHCP サーバ

で定義されるすべてのトラップで構成されます。

• cDhcpv4SrvExtNotifyGroup（表 9 を参照）：この通知グループは、ドラフト『DHCPv4 Server 
MIB RFC』で規定されていないすべてのトラップで構成されます。

表 1 cDhcpv4SrvSystemsObjects および説明

名前 説明

cDhcpv4SrvSystemDescr サーバのテキストによる説明（完全な名前およびバージョン 
ID）が含まれます。

cDhcpv4SrvSystemObjectID DHCP サーバ MIB の Cisco 実験ノード。

例：1.3.6.1.4.1.9.10.102...

表 2 cBootpHCCounterObjects および説明

名前 説明

cBootpHCCountRequests 初のオクテットに BOOTREQUEST メッセージ タイプを含

む受信パケット数。

cBootpHCCountInvalids 0

cBootpHCCountReplies 初のオクテットに BOOTREPLY メッセージ タイプを含む受

信パケット数。

cBootpHCCountDroppedUnknown 
Clients

0

cBootpHCCountDroppedNotServing
Subnet

0

3



DHCP サーバ MIB
  DHCP サーバ MIB について
表 3 cDhcpv4HCCounterObjects および説明

名前 説明

cDhcpv4HCCountDiscovers 受信された DHCPDISCOVER パケットの数。

cDhcpv4HCCountOffers 送信された DHCPOFFER パケットの数。

cDhcpv4HCCountRequests 送信された DHCPREQUEST パケットの数。

cDhcpv4HCCountDeclines 送信された DHCPDECLINE パケットの数。

cDhcpv4HCCountAcks 送信された DHCPACK パケットの数。

cDhcpv4HCCountNaks 送信された DHCPNACK パケットの数。

cDhcpv4HCCountReleases 送信された DHCPRELEASE パケットの数。

cDhcpv4HCCountInforms 送信された DHCPINFORM パケットの数。

cDhcpv4HCCountForcedRenews 0

cDhcpv4HCCountInvalids DHCP メッセージ タイプが DHCP サーバにより認識または処

理されない、受信された DHCP パケットの数。

cDhcpv4HCCountDropUnknownCli
ent

0

cDhcpv4HCCountDropNotServingS
ubnet

0

表 4 cDhcpv4ServerSharedNetTable および説明

名前 説明

cDhcpv4ServerSharedNetName DHCP アドレス プール名。

cDhcpv4ServerSharedNetFreeAddr
LowThreshold

このエントリ値は、DHCP プール コンフィギュレーション 
モードの utilization mark high コマンドの結果にプール アド

レスの総計を掛け、100 で割った数値に対応します。

cDhcpv4ServerSharedNetFreeAddr
HighThreshold

このエントリ値は、DHCP プール コンフィギュレーション 
モードの utilization mark low コマンドの結果にサブネット 
アドレスの総計を掛け、100 で割った数値に対応します。

cDhcpv4ServerSharedNetFree
Addresses

この共有ネットワーク内で使用できる IPv4 アドレスの数。

cDhcpv4ServerSharedNetReserved
Addresses

プールに予約されている（割り当てには使用できない）IP ア
ドレスの数。このエントリは、ip dhcp excluded-address グ
ローバル コンフィギュレーション コマンドに対応します。排

除されるアドレスがプールで定義されていない場合、この値は

ゼロになります。

cDhcpv4ServerSharedNetTotal
Addresses

この共有ネットワーク内で使用できる IP アドレスの数。

表 5 cDhcpv4ServerSubnetTable および説明

名前 説明

cDhcpv4ServerSubnetAddress テーブルのサブネット エントリの IP アドレス。

cDhcpv4ServerSubnetMask サブネットのサブネット マスク。
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cDhcpv4ServerSubnetSharedNetwor
kName

サブネットが属する DHCP アドレス プール名。

cDhcpv4ServerSubnetFreeAddrLow
Threshold

このエントリ値は、DHCP プール セカンダリ サブネット コン

フィギュレーション モードの override utilization high コマン

ドの結果にサブネット アドレスの総計を掛け、100 で割った

数値に対応します。

cDhcpv4ServerSubnetFreeAddrHigh
Threshold

このエントリ値は、DHCP プール セカンダリ サブネット コン

フィギュレーション モードの override utilization low コマン

ドの結果にサブネット アドレスの総計を掛け、100 で割った

数値に対応します。

cDhcpv4ServerSubnetFree
Addresses

サブネットで使用できるフリー IP アドレスの数。

表 6 cDhcpv4SrvExtSubnetTable および説明

名前 説明

cDhcpv4ServerDefaultRouterAddres
s

エントリは、DHCP プール セカンダリ サブネット コンフィ

ギュレーション モードの override default-router コマンドに

対応します。

cDhcpv4ServerSubnetStartAddress 初のサブネット IP アドレス。

cDhcpv4ServerSubnetEndAddress 後のサブネット IP アドレス。

表 7 cDhcpv4ServerNotifyObjectsGroups および説明

名前 説明

cDhcpv4ServerNotifyDuplicateIpAddr IP アドレスが重複しています。重複は、IP アドレス リースを

提供する前に ping を送信するサーバにより、または 
DHCPDECLINE メッセージを介して報告される gratuitous 
ARP メッセージを送信するクライアントにより検出されます。

cDhcpv4ServerNotifyDuplicateMac サーバにより取得された場合、重複 IPv4 アドレスが検出され

る問題の原因となっている MAC アドレス。それ以外の場合、

00-00-00-00-00-00。

cDhcpv4ServerNotifyClientOrServer
Detected

このオブジェクトは、クライアントが DHCPDECLINE を使

用して提供アドレスを使用中としてマーク付けした場合は

サーバによりクライアントに設定され、サーバがアドレスを

提供する前にそのアドレスがクライアントにより使用中であ

ることを検出した場合はサーバに設定されます。

cDhcpv4ServerNotifyServerStart サーバが動作を開始したときの日付と時刻。service dhcp コ
マンドにより制御されます。

cDhcpv4ServerNotifyServerStop サーバが動作を停止したときの日付と時刻。no service dhcp 
コマンドにより制御されます。

表 5 cDhcpv4ServerSubnetTable および説明 （続き）

名前 説明
5
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DHCP トラップ通知をイネーブルにする方法
ルータでの DHCP に関するトラップ通知をイネーブルにするには、次の作業を実行します。

• 「DHCP に関する SNMP トラップ通知を送信するようにルータを設定する」（P.6）

DHCP に関する SNMP トラップ通知を送信するようにルータを設定する

DHCP トラップ通知はデフォルトではディセーブルにされています。対応するトラップ設定がイネー

ブルにされていない場合、トラップ通知はディセーブルになります。

表 8 cDhcpv4ServerNotificationsGroup および説明

名前 説明

cDhcpv4ServerFreeAddressLow この通知は、DHCP アドレス プールの使用可能な IP アドレス

の数が、定義されている下限しきい値を下回っていることを示

します。この通知は、snmp-server enable traps dhcp グロー

バル コンフィギュレーション コマンドに対応します。

cDhcpv4ServerFreeAddressHigh この通知は、DHCP アドレス プールの使用可能な IP アドレス

の数が、定義されている上限しきい値を上回っていることを示

します。この通知は、snmp-server enable traps dhcp グロー

バル コンフィギュレーション コマンドに対応します。

cDhcpv4ServerStartTime この通知は、サーバが起動していることを示します。この通知

は、service dhcp および snmp-server enable traps dhcp time 
グローバル コンフィギュレーション コマンドに対応します。

cDhcpv4ServerStopTime この通知は、サーバが正常に停止したことを示します。この通知

は、no service dhcp および snmp-server enable traps dhcp time 
グローバル コンフィギュレーション コマンドに対応します。

cDhcpv4ServerDuplicateAddress この通知は、重複 IP アドレスが検出されたことを示します。

この通知は、snmp-server enable traps dhcp duplicate グ
ローバル コンフィギュレーション コマンドに対応します。

表 9 cDhcpv4SrvNotifyGroup および説明

名前（RFC ドラフトにはありません） 説明

cDhcpv4ServerIfLeaseLimitExceede
d

この通知は、インターフェイスあたりのリース制限を超えて

いることを示します。この通知は、snmp-server enable traps 
dhcp interface グローバル コンフィギュレーション コマンド

に対応します。

cDhcpv4ServerSubnetFreeAddressL
ow

この通知は、サブネットの使用可能な IP アドレスの数が、定

義されている下限しきい値を下回っていることを示します。

この通知は、snmp-server enable traps dhcp subnet グローバ

ル コンフィギュレーション コマンドに対応します。

cDhcpv4ServerSubnetFreeAddressH
igh

この通知は、サブネットの使用可能な IPv4 アドレスの数が、

定義されている上限しきい値を上回っていることを示します。

この通知は、snmp-server enable traps dhcp subnet グローバ

ル コンフィギュレーション コマンドに対応します。
6
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手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. snmp-server enable traps dhcp [duplicate] [interface] [pool] [subnet] [time]

4. end

手順の詳細

トラブルシューティングのヒント

debug ip dhcp server snmp 特権 EXEC コマンドを使用して、DHCP サーバ SNMP イベントをトラブ

ルシューティングできます。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 snmp-server enable traps dhcp [duplicate] 
[interface] [pool] [subnet] [time]

例：
Router(config)# snmp-server enable traps dhcp

DHCP SNMP トラップ通知の送信をイネーブルにします。

• duplicate：重複 IP アドレスに関する通知を送信しま

す。

• interface：インターフェイスあたりのリース制限を超

えていることを示す通知を送信します。

• pool：アドレス プールのアドレス使用率が、設定可能

なしきい値を上回っているまたは下回っていることを

示す通知を送信します。

• subnet：サブネットのアドレス使用率が、設定可能な

しきい値を上回っているまたは下回っていることを示

す通知を送信します。

• time：DHCP サーバが開始または停止したことを示す

通知を送信します。

• オプション キーワードを使用せずに snmp-server 
enables traps dhcp コマンドを指定すると、すべての 
DHCP トラップ通知がイネーブルにされます。

ステップ 4 end

例：
Router(config)# end

ルータを特権 EXEC モードに戻します。
7
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DHCP サーバ MIB の設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

• 「DHCP サーバ MIB：セカンダリ サブネット トラップ：例」（P.8）

• 「DHCP サーバ MIB：アドレス プール トラップ：例」（P.8）

• 「DHCP サーバ MIB：リース制限違反トラップ：例」（P.8）

DHCP サーバ MIB：セカンダリ サブネット トラップ：例

次の例では、pool2 という名前の DHCP プールのサブネットワーク番号およびマスクとして 
192.0.2.0/24 を設定し、サブネット番号およびマスク 192.0.4.0/30 により指定される DHCP プール セ
カンダリ サブネットを追加します。pool2 の IP アドレスは、192.0.2.1 ～ 192.0.2.254 のアドレスと 
192.0.4.1 ～ 192.0.4.2 のアドレスの 2 つの個別のサブネットで構成されます。

グローバル レベルで設定されるアドレス プール使用率マークは、セカンダリ サブネット レベルより優

先されます。セカンダリ サブネットのサブネット サイズが、override utilization コマンドで指定され

るレベルを上回るまたは下回る場合、SNMP マネージャにトラップが送信されます。

utilization mark {high | low}log コマンドを使用すると、使用率が設定されている上限使用率しきい値

を上回る場合、または設定されている下限使用率しきい値を下回る場合に、DHCP アドレス プールま

たはセカンダリ サブネットにシステム メッセージを生成できます。

!
ip dhcp pool pool2 
utilization mark high 80 log 
utilization mark low 70 log 
network 192.0.2.0 255.255.255.0 
network 192.0.4.0 255.255.255.252 secondary 
override utilization high 40 
override utilization low 30

!
snmp-server enable traps dhcp subnet

DHCP サーバ MIB：アドレス プール トラップ：例

次の例では、アドレス使用率が上限しきい値を上回る、または下限しきい値を下回る場合、SNMP ト
ラップが SNMP マネージャに送信され、システム メッセージが生成されます。

ip dhcp pool pool3 
utilization mark high 80 log 
utilization mark low 70 log 

!
snmp-server enable traps dhcp pool

DHCP サーバ MIB：リース制限違反トラップ：例

次の例では、4 つの DHCP クライアントが IP アドレスを受信できます。5 番めのクライアントが IP ア
ドレスを取得しようとした場合、DHCPDISCOVER メッセージが DHCP サーバに送信されず、トラッ

プが SNMP マネージャに送信されます。

ip dhcp limit lease log
interface Serial 0/0
ip dhcp limit lease 4
exit 

snmp-server enable traps dhcp interface
8
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参考資料
ここでは、DHCP サーバ MIB 機能に関する参考資料を紹介します。

関連資料

規格

MIB

RFC

関連項目 参照先

SNMP の設定タスク 『Configuring SNMP Support』モジュール

DHCP コマンド：コマンド構文の詳細、コマンド モー

ド、コマンド履歴、デフォルト、使用上の注意事項、

および例 

『Cisco IOS IP Addressing Services Command Reference』

サブネット使用作業を含む DHCP サーバ設定作業 『Configuring the Cisco IOS DHCP Server』モジュール

インターフェイス値の DHCP のリース制限機能 『Configuring DHCP Services for Accounting and Security』モ

ジュール

アドレス プール使用作業を含む DHCP ODAP 作業 『Configuring the DHCP Server On-Demand Address Pool Manager』
モジュール

規格 タイトル

この機能がサポートする新しい規格または変更された

規格はありません。

—

MIB MIB リンク

• CISCO-IETF-DHCP-SERVER-MIB

• CISCO-IETF-DHCP-SERVER-EXT-MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリース、および機能セッ

トの MIB の場所を検索しダウンロードするには、次の URL にある 
Cisco MIB Locator を使用します。

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

RFC タイトル

ドラフト RFC：draft-ietf-dhc-server-mib-10.txt 『Dynamic Host Configuration Protocol for IPv4 (DHCPv4) Server 
MIB』
9

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/netmgmt/configuration/guide/nm_cfg_snmp_sup.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/command/reference/iad_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iad_dhcp_svr_cfg.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iad_dhcp_acct_sec.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iad_dhcp_sod_apm.html
http://www.cisco.com/go/mibs
http://tools.ietf.org/id/draft-ietf-dhc-server-mib-10.txt
http://tools.ietf.org/id/draft-ietf-dhc-server-mib-10.txt
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シスコのテクニカル サポート

DHCP サーバ MIB の機能情報
表 10 に、このモジュールで説明した機能をリストし、特定の設定情報へのリンクを示します。この表

には、Cisco IOS Release 12.2(1) 以降のリリースで導入または変更された機能だけを示します。

ご使用の Cisco IOS ソフトウェア リリースでは、一部のコマンドが使用できない場合があります。特

定のコマンドのサポートの導入時期に関する詳細については、コマンド リファレンス マニュアルを参

照してください。

このテクノロジーの機能でここに記載されていないものについては、『DHCP Features Roadmap』を参

照してください。

プラットフォームのサポートおよびソフトウェア イメージのサポートに関する情報を検索するには、

Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator を使用すると、特定のソフトウェア リ
リース、機能セット、またはプラットフォームをサポートする Cisco IOS と Catalyst OS のソフトウェ

ア イメージを判別できます。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアクセ

スしてください。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

（注） 表 10 に、特定の Cisco IOS ソフトウェア リリース群で特定の機能をサポートする Cisco IOS ソフト

ウェア リリースだけを示します。特に明記されていない限り、Cisco IOS ソフトウェア リリース群の

後続のリリースでもこの機能をサポートします。

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを 大限に活用してください。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立

ちます。

• テクニカル サポートを受ける

• ソフトウェアをダウンロードする

• セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ

製品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

• ツールおよびリソースへアクセスする

– Product Alert の受信登録

– Field Notice の受信登録

– Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

• Networking Professionals（NetPro）コミュニ

ティで、技術関連のディスカッションに参加する

• トレーニング リソースへアクセスする

• TAC Case Collection ツールを使用して、ハード

ウェアや設定、パフォーマンスに関する一般的な

問題をインタラクティブに特定および解決する

この Web サイト上のツールにアクセスする際は、

Cisco.com のログイン ID およびパスワードが必要です。

http://www.cisco.com/en/US/support/index.html 
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http://www.cisco.com/public/support/tac/home.shtml
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iad_dhcp_rdmp.html
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表 10 DHCP サーバ MIB の機能情報

機能名 リリース 機能情報

DHCP サーバ MIB 12.2(33)SRC DHCP サーバ MIB 機能は、外部ネットワーク管理デバイ

スによる Cisco ルータでの Cisco IOS DHCP サーバ ソフト

ウェアの SNMP アクセスと制御を提供します。

この機能により、次のコマンドが導入されました。

snmp-server enable traps dhcp および debug ip dhcp 
server snmp。
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DHCP サーバ オンデマンド アドレス プール 
マネージャの設定

Cisco IOS Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）サーバ On-Demand Address Pool（ODAP; オ
ンデマンド アドレス プール）マネージャは、アドレスの大規模プールを集中管理するためおよび大規模

ネットワークの設定を簡素化するために使用されます。ODAP は、IP アドレス割り当ての集中管理ポイ

ントを提供します。Cisco IOS ルータが ODAP マネージャとして設定されている場合、IP アドレスの

プールのサイズは、アドレスの利用水準に応じてダイナミックに拡大 /縮小されます。ルータに設定さ

れている DHCP プールも IP アドレス プーリング メカニズムとして使用できます。この IP アドレス 
プーリング メカニズムは、PPP ピアの IP アドレスのソースを指定するためにルータに設定されます。

機能情報の検索
ご使用のソフトウェア リリースが、このモジュールで説明している機能の一部をサポートしていない

場合があります。 新の機能情報および警告については、ご使用のプラットフォームおよびソフトウェ

ア リリースのリリースノートを参照してください。このモジュールに記載されている機能に関する情報

を検索したり、各機能がサポートされているリリースに関するリストを参照したりするには、「DHCP 
サーバ オンデマンド アドレス プール マネージャの機能情報」（P.37）を参照してください。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォーム、およびシスコのソフトウェア イメージの

各サポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアク

セスしてください。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。

目次
• 「DHCP サーバ オンデマンド アドレス プール マネージャを設定するための前提条件」（P.2）

• 「DHCP サーバ オンデマンド アドレス プール マネージャを設定するための制約事項」（P.2）

• 「DHCP サーバ オンデマンド アドレス プール マネージャについて」（P.2）

• 「DHCP サーバ オンデマンド アドレス プール マネージャの設定方法」（P.5）

• 「DHCP ODAP サブネット割り当てサーバ サポートの設定」（P.19）

• 「DHCP サーバ オンデマンド アドレス プール マネージャの設定例」（P.26）

• 「参考資料」（P.34）

http://www.cisco.com/go/cfn
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• 「用語集」（P.38）

• 「DHCP サーバ オンデマンド アドレス プール マネージャの機能情報」（P.37）

DHCP サーバ オンデマンド アドレス プール マネージャを設
定するための前提条件

ODAP マネージャを設定する前に、「DHCP の概要」モジュールで説明されている概念を理解する必要

があります。

標準の Multiprotocol Label Switching（MPLS; マルチプロトコル ラベル スイッチング）Virtual 
Private Network（VPN; バーチャル プライベート ネットワーク）を設定する必要があります。ただし、

MPLS VPN 以外を使用する場合を除きます。

IP アドレス プーリング メカニズムが正常に機能するためには、PPP セッションの VPN Routing and 
Forwarding（VRF; VPN ルーティングおよび転送）インスタンスが、プールに設定されている値と一

致する必要があります。通常は、仮想テンプレート インターフェイスに ip vrf forwarding vrf-name コ
マンドを設定することによるか、Authentication, Authorization, and Accounting（AAA; 認証、許可、

アカウンティング）を使用して PPP ユーザが許可される場合に、このコマンドをユーザのプロファイ

ル コンフィギュレーションに含めることによってこの照合を実行します。

DHCP サーバ オンデマンド アドレス プール マネージャを設
定するための制約事項

• グローバル コンフィギュレーション モードで使用できる ip dhcp excluded-address コマンドを使

用して、VRF-associated プールからアドレスを除外することはできません。

• DHCP プール コンフィギュレーション モードで使用できる vrf コマンドは、ホスト プールでは現

在サポートされていません。

• VRF プールでは、アトリビュートの継承はサポートされていません。

• 1 台のルータをサブネット割り当てサーバと DHCP サーバとして同時に設定することはできます

が、制約事項が 1 つあります。サブネット割り当てと IP アドレス割り当てのために、プールを

別々に作成する必要があります。DHCP では、1 つのアドレス プールをサブネット割り当てと IP 
アドレス割り当ての両方の目的では使用できません。

DHCP サーバ オンデマンド アドレス プール マネージャにつ
いて

ODAP を設定するには、その前に以下の概念を理解する必要があります。

• 「ODAP マネージャの動作」（P.3）

• 「サブネット割り当てサーバの動作」（P.4）

• 「ODAP を使用する利点」（P.5）
2
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ODAP マネージャの動作

ODAP を使用すると、アドレスの利用水準に応じて、IP アドレスのプールのサイズをダイナミックに

増減できます。 設定の終わった ODAP には、ソース サーバからリースされた 1 つ以上のサブネットが

読み込まれ、DHCP クライアントまたは PPP セッションからのアドレス要求に応じる準備ができます。

ソース サーバにすることができるのは、リモート DHCP サーバまたは RADIUS サーバ（AAA に基づ

く）です。現在、ODAP に対応しているのは、Cisco Access Registrar RADIUS サーバのみです。特定

の利用水準（高利用水準）に達した場合は、サブネットをプールに追加できます。利用水準が特定の水

準（低利用水準）未満になった場合は、リース元のサーバにサブネットを返却できます。ODAP に対

するサブネットの追加または削除のたびに、リースした各サブネットの集約ルートを、関連する VRF 
に対して挿入または削除する必要があります。

ODAP では、MPLS VPN などプライベート アドレスを利用するカスタマーに対し、DHCP を使用して

アドレスを割り当てることができます。VPN を利用すると、別々のネットワークにあり、プライベー

ト ネットワーク アドレスを含んでいる 2 つのプールが、同じ DHCP サーバによってサービスされて、

同じアドレス空間を持つ可能性が生じます。それらの IP アドレスは、クライアントが属している VPN 
を選択するために利用される VPN ID によって区別できます。

各 ODAP には、特定の MPLS VPN が設定および関連付けされます。Cisco IOS ソフトウェアでは、

peer default ip address dhcp-pool pool-name コマンドにプール名サポートを追加することによって、

非 MPLS VPN のアドレス プールもサポートしています。

MPLS VPN の場合は、各 VPN に 1 つ以上の VRF が関連付けられます。VRF は、カスタマー VPN サ
イトを定義するルーティング情報を保持するため、VPN テクノロジーの主要要素です。このカスタ

マー サイトが Provider Edge（PE; プロバイダー エッジ）ルータに付加されます。VRF は、IP ルー

ティング テーブル、取得された Cisco Express Forwarding テーブル、転送テーブルを使用する一連の

インターフェイス、およびルーティング テーブルに格納されている情報を制御するための一連のルー

ルおよびルーティング プロトコル パラメータで構成されています。

特定の VPN に属している PPP セッションには、その VPN に関連付けられている ODAP からだけアド

レスが割り当てられます。それらの PPP セッションは、その ODAP が設定されている Virtual Home 
Gateway（VHG; バーチャル ホーム ゲートウェイ）/PE ルータで終了されます。VHG/PE ルータは、

リモート ユーザを対応する MPLS VPN にマップします。

PPP セッションの場合、ODAP からの個々のアドレス割り当ては、First Leased subnet First（FLF） ポ
リシーに従って行われます。FLF では、まず、 初にリースされたサブネットからフリー アドレスが

検索され、使用可能なフリー アドレスがこの 初のサブネットにない場合に 2 番めにリースされたサ

ブネットなどが検索されます。このポリシーによって、一定期間にリースされたアドレスを一連のサブ

ネットにまとめることによる利点が生かされます。それにより、サブネットのリリースとルート集約を

効率化できます。

一方、FLF ポリシーは、通常の DHCP アドレス選択ポリシーと異なります。通常の DHCP アドレス選

択では、受信インターフェイスの IP アドレスまたはゼロでないゲートウェイ アドレスが考慮されま

す。これらのポリシーをいずれもサポートするには、DHCP サーバで通常の DHCP アドレス要求と 
PPP クライアント用のアドレス要求を区別できる必要があります。 ODAP マネージャでは、DHCP 
サーバで通常の DHCP アドレス要求と PPP クライアント用のアドレス要求を区別できる PPP 用の IP 
アドレス プーリング メカニズムを使用しています。

ODAP からのサブネットのリリースは、Last Leased subnet First （LLF）ポリシーに従って行われま

す。このポリシーでは、 後にリースされたサブネットが 初にリリースされます。LLF ポリシーで

は、リリース可能なサブネット（その時点でリースされているアドレスがないサブネット）の検索は、

後にリースされたサブネットから開始されます。リリース可能なサブネット（候補サブネット）が見

つかると、そのサブネットがリリースされ、そのサブネットの集約ルートが削除されます。その時点で

リリース可能なサブネットが複数存在していても、 後に割り当てられたサブネットのみがリリースさ

れます。リリース可能なサブネットがない場合は、何も行われません。候補サブネットをリリースする

ことによって高利用水準に達する場合、そのサブネットはリリースされません。 初にリースされたサ

ブネットは、ODAP がディセーブルにされない限り、リリースされません（瞬間的な利用水準を問わ

ない）。
3
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DHCP プールが 1 台のアップストリーム DHCP サーバから複数のサブネットを受け取った場合は、ク

ライアントが接続されているインターフェイスに各サブネットのアドレスが自動で設定されることに

よって、そのサブネットに属しているアドレスを DHCP クライアントが要求できるようになります。

初のサブネットの先頭アドレスが、インターフェイスのプライマリ アドレスに自動で割り当てられ

ます。後続する各サブネットの先頭アドレスが、インターフェイスのセカンダリ アドレスに割り当て

られます。また、クライアント アドレスが返却されると、そのサブネットのリース アドレス数が減算

されます。サブネットのリース カウンタがゼロになった場合（つまりリースが終了）、そのサブネット

はプールに返却されます。インターフェイスのそれまでのアドレスは削除され、インターフェイスの

初のセカンダリ アドレスがインターフェイスのプライマリ アドレスに昇格されます。

図 1 に、Cisco IOS DHCP サーバに設定されている ODAP マネージャを示します。この ODAP は、

AAA サーバからの初期プールを要求します。クライアントが DHCP 要求を出すと、DHCP サーバは、

このプールを使用して要求に応じます。利用率が 90 % に達すると、ODAP マネージャが拡張を要求

し、AAA サーバは別のサブネットを割り当て、ODAP マネージャではそのサブネットからアドレスを

割り当てることができます。

図 1 MPLS VPN のための ODAP アドレス プールの管理

サブネット割り当てサーバの動作

個々の IP アドレスの代わりにサブネットを割り当てるように ODAP マネージャを設定できます。

この機能により、ネットワーク オペレータは、Cisco IOS ルータをサブネット割り当てサーバとして設

定できます。サブネット割り当てサーバの動作は DHCP サーバの動作と類似していますが、IP アドレ

スのプールの代わりにサブネットのプールが作成される点が異なります。サブネット割り当てプールの

作成および設定は、DHCP プール コンフィギュレーション モードで subnet prefix-length コマンドを

使用して行います。割り当てられる各サブネットのサイズは、 prefix-length 引数によって設定され、標

準の Common Interdomain Routing（CIDR）ビット カウント記法を使用して各サブネット リースに設

定されるアドレスの数が決まります。

DHCP サーバがサブネット割り当てサーバとして設定されている場合、その DHCP サーバが ODAP マ
ネージャ割り当てのためのサブネット割り当てプールを提供します。図 2 では、ルータ B がサブネッ

ト割り当てサーバで、IP アドレスの需要とサブネットのアベイラビリティに基づいてサブネットを 
ODAP マネージャに割り当てます。ルータ B は、サブネットの形式で初期アドレス空間の量を ODAP 
マネージャに割り当てるように設定されています。ODAP マネージャによって割り当てられるサブ

ネットのサイズは、サブネット割り当てサーバに設定されているサブネット サイズによって決まりま

す。ODAP マネージャは、次に、これらのサブネットからクライアントにアドレスを割り当て、アド

レス空間の需要の増加に従って、サブネットをさらに割り当てます。
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図 2 サブネット割り当てサーバ トポロジ

ODAP マネージャがサブネットを割り当てるときは、サブネット割り当てサーバによってサブネット 
バインディングが作成されます。このバインディングは、ODAP マネージャでアドレス空間を必要と

する間 DHCP データベースに保存されています。バインディングが削除されてサブネットがサブネッ

ト プールに返却されるのは、アドレス空間の利用率が下がって ODAP マネージャがサブネットをリ

リースする場合に限られます。

サブネット割り当てサーバは、VRF に関連付けることもできます。VRF は、IP ルーティング テーブ

ル、取得された Cisco Express Forwarding（CEF）テーブル、転送テーブルを使用する一連のインター

フェイス、およびルーティング テーブルに格納されている情報を制御するための一連のルールおよび

ルーティング プロトコル パラメータで構成されています。

ODAP を使用する利点

効率的なアドレス管理

カスタマーは ODAP マネージャを使用することによって、IP アドレスの使用を 適化でき、その結

果、アドレス空間を節約できます。

効率的なルートの集約と更新

サブネットが ODAP に追加される場合、ODAP マネージャは集約ルートを挿入します。

複数 VRF および独立プライベート アドレッシングのサポート

ODAP マネージャによって、適切な VRF にサブネット ルーティング情報が自動で挿入されます。

DHCP サーバ オンデマンド アドレス プール マネージャの設
定方法

この手順では、次の作業について説明します。

• 「DHCP ODAP をグローバル デフォルト メカニズムとして指定する」（P.6） 

• 「インターフェイスへの DHCP ODAP の定義」（P.6） 

• 「DHCP プールを ODAP として設定する」（P.7） 

• 「IPCP ネゴシエーションを通じてサブネットを取得するための ODAP の設定」（P.9） 

• 「AAA の設定」（P.10） 

• 「RADIUS の設定」（P.12） 

• 「ODAP のディセーブル化」（P.14）

• 「ODAP 処理の確認」（P.14） 

• 「ODAP のモニタリングおよびメンテナンス」（P.17） 
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DHCP ODAP をグローバル デフォルト メカニズムとして指定する

使用するグローバル デフォルト メカニズムとしてオンデマンド アドレス プーリングを指定するには、

次のタスクを実行します。

IP アドレッシングによって、グローバル デフォルト アドレス プーリング メカニズムの設定が可能に

なります。DHCP サーバでは、通常の DHCP アドレス要求と PPP クライアント用のアドレス要求を区

別できる必要があります。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. ip address-pool dhcp-pool 

手順の詳細

インターフェイスへの DHCP ODAP の定義

インターフェイスにオンデマンド アドレス プールを定義するには、次のタスクを実行します。

インターフェイス オンデマンド アドレス プーリング コンフィギュレーションは、そのインターフェイ

スのデフォルト メカニズムより優先されます。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip address-pool dhcp-pool 

例：
Router(config)# ip address-pool dhcp-pool

オンデマンド アドレス プーリングをグローバル デフォル

ト IP アドレス メカニズムとして指定します。

• MPLS VPN へのリモート アクセス（PPP）セッショ

ンの場合、IP アドレスは、ローカルに設定された 
VRF-associated DHCP プールから取得されます。

（注） グローバル コンフィギュレーション モード用と 
VRF モード用に別々の 2 つの DHCP アドレス プー

ルを使用する必要があります。グローバル コン

フィギュレーション プールを VRF モードに変更す

ると、グローバル プールのすべての IP アドレスが

失われます。したがって、VRF を使用するイン

ターフェイスを追加するには、インターフェイス

用の VRF プールが必要です。
6
 



 

DHCP サーバ オンデマンド アドレス プール マネージャの設定

  DHCP サーバ オンデマンド アドレス プール マネージャの設定方法
手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. interface type number

4. peer default ip address dhcp-pool [pool-name]

手順の詳細

DHCP プールを ODAP として設定する

この作業は、DHCP アドレス プールを ODAP プールとして設定するために実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. ip dhcp pool pool-name

4. vrf name

5. origin {dhcp | aaa | ipcp} [subnet size initial size [autogrow size]]

6. utilization mark low percentage-number

7. utilization mark high percentage-number

8. end 

9. show ip dhcp pool [pool-name]

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 interface type number

例：
Router(config)# interface Virtual-Template 1

インターフェイスを指定し、インターフェイス コンフィ

ギュレーション モードを開始します。

ステップ 4 peer default ip address dhcp-pool [pool-name]

例：
Router(config)# peer default ip address 
dhcp-pool mypool

オンデマンド アドレス プールからこのインターフェイス

に接続しているリモート ピアに返却される IP アドレスを

指定します。

• pool-name 引数は、非 MPLS VPN に対応する引数で、

セッションがいずれの VRF にも関連付けられない場

合に必須です。複数のプール名が許容されますが、空

白スペースで区切る必要があります。
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手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip dhcp pool pool-name

例：
Router(config)# ip dhcp pool pool1

Cisco IOS DHCP サーバに DHCP アドレス プールを設定

し、DHCP プール コンフィギュレーション モードを開始

します。

ステップ 4 vrf name

例：
Router(dhcp-config)# vrf vrf1

（任意）アドレス プールに VRF 名を関連付けます。

• このコマンドは MPLS VPN にだけ使用してください。

ステップ 5 origin {dhcp | aaa | ipcp} [subnet size 
initial size [autogrow size]]

例：
Router(dhcp-config)# origin dhcp subnet size 
initial /16 autogrow /16

アドレス プールをオンデマンド アドレス プールとして設

定します。

• プールを自動拡張プールとして設定していない場合に

そのプールにサブネットがすでに 1 つ存在していれば、

そのプールで追加のサブネットを要求することはあり

ません。

• サイズは、サブネット マスク（nnnn.nnnn.nnnn.nnnn）
またはプレフィクス サイズ（/nn）のいずれかで入力

できます。有効な値は、/0 および /4 から /30 です。

• DHCP プールが 1 台のアップストリーム DHCP サーバ

から複数のサブネットを受け取った場合は、クライア

ントが接続されているインターフェイスに各サブネッ

トのアドレスが自動で設定されることによって、その

サブネットに属しているアドレスを DHCP クライアン

トが要求できるようになります。 初のサブネットの

先頭アドレスが、インターフェイスのプライマリ アド

レスに自動で割り当てられます。後続する各サブネッ

トの先頭アドレスが、インターフェイスのセカンダリ 
アドレスに割り当てられます。また、クライアント ア
ドレスが返却されると、そのサブネットのリース アド

レス数が減算されます。サブネットのリース カウンタ

がゼロになった場合（つまりリースが終了）、そのサ

ブネットはプールに返却されます。インターフェイス

のそれまでのアドレスは削除され、インターフェイス

の 初のセカンダリ アドレスがインターフェイスのプ

ライマリ アドレスに昇格されます。

• origin aaa オプションが設定されている場合は、AAA 
を設定する必要があります。
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IPCP ネゴシエーションを通じてサブネットを取得するための ODAP の設定

この作業は、IP Control Protocol（IPCP; IP コントロール プロトコル）ネゴシエーションを通じて取得

したサブネットを使用するように、ODAP を設定するために実行します。

Customer Premises Equipment（CPE; 加入者宅内機器）デバイスに対して IP アドレス プールを割り当

てることができます。その結果、CPE および DHCP プールに対して IP アドレスが割り当てられます。

この機能には、3 つの要件があります。

• Cisco IOS CPE デバイスはサブネットを要求でき、使用できる必要があります。

• RADIUS サーバ（AAA に基づく）は、そのサブネットを提供できる必要があり、そのフレーム化

されたルートを適切な VRF テーブルに挿入できる必要があります。

• PE ルータは、IPCP ネゴシエーションを通じたサブネットの提供を促進できる必要があります。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. ip dhcp pool pool-name

4. import all

5. origin ipcp

6. exit 

7. interface type number 

8. ip address pool pool-name

ステップ 6 utilization mark low percentage-number

例：
Router(dhcp-config)# utilization mark low 40 

プール サイズの低利用水準を設定します。

• このコマンドは、origin コマンドの autogrow size オ
プションが設定されている場合にだけ使用できます。

• デフォルト値は、0 % です。

ステップ 7 utilization mark high percentage-number

例：
Router(dhcp-config)# utilization mark high 60 

プール サイズの高利用水準を設定します。

• このコマンドは、origin コマンドの autogrow size オ
プションが設定されている場合にだけ使用できます。

• デフォルト値は 100 % です。

ステップ 8 end 

例：
Router(dhcp-config)# end

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 9 show ip dhcp pool [pool-name]

例：
Router# show ip dhcp pool

（任意）DHCP アドレス プールに関する情報を表示します。

• プライマリおよびセカンダリのインターフェイス アド

レス割り当てに関する情報も表示されます。

コマンドまたはアクション 目的
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手順の詳細

AAA の設定

AAA を設定するには、次のタスクを実行します。

ODAP で AAA サーバからサブネットを取得できるようにするには、AAA クライアントを VHG/PE 
ルータに設定する必要があります。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip dhcp pool pool-name

例：
Router(config)# ip dhcp pool red-pool

Cisco IOS DHCP サーバに DHCP アドレス プールを設定

し、DHCP プール コンフィギュレーション モードを開始

します。

ステップ 4 import all 

例：
Router(dhcp-config)# import all

Cisco IOS DHCP サーバ データベースにオプション パラ

メータをインポートします。

ステップ 5 origin ipcp

例：
Router(dhcp-config)# origin ipcp

IPCP をサブネット割り当てプロトコルとして使用して、

アドレス プールをオンデマンド アドレス プールとして設

定します。

ステップ 6 exit

例：
Router(dhcp-config)# exit

DHCP プール コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 7 interface type number

例：
Router(config)# interface ethernet 0

インターフェイスを指定し、インターフェイス コンフィ

ギュレーション モードを開始します。

ステップ 8 ip address pool pool-name

例：
Router(config-if)# ip address pool red-pool 

IPCP からプールにサブネットが読み込まれるときに、指

定したプールからインターフェイス IP アドレスが自動設

定されることを指定します。
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3. aaa new-model

4. aaa authorization configuration default group radius

5. aaa accounting network default start-stop group radius
または
aaa accounting network default stop-only group radius

6. aaa session-id common

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 aaa new-model

例：
Router(config)# aaa new-model

AAA アクセス コントロールをイネーブルにします。

ステップ 4 aaa authorization configuration default group 
radius

例：
Router(config)# aaa authorization 
configuration default group radius

RADIUS を使用して、スタティック ルート設定情報を 
AAA サーバからダウンロードします。
11
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RADIUS の設定

RADIUS を設定するには、次のタスクを実行します。

ODAP AAA プロファイル

AAA サーバは、RADIUS Cisco Attribute Value（AV; アトリビュート値）ペア アトリビュートの

「pool-addr」および「pool-mask」を、アクセス要求およびアクセス許可に入れて Cisco IOS DHCP 
サーバに送信します。pool-addr アトリビュートは IP アドレスで、pool-mask アトリビュートはネット

ワーク マスクです（たとえば、 pool-addr=192.168.1.0 および pool-mask=255.255.0.0）。これらのアト

リビュートの組み合わせが、AAA サーバによって Cisco IOS DHCP サーバに割り当てられるネット

ワーク アドレス（アドレス /マスク）になります。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. ip radius source-interface subinterface-name

4. radius-server host ip-address auth-port port-number acct-port port-number

5. radius server attribute 32 include-in-access-req

6. radius server attribute 44 include-in-access-req

7. radius-server vsa send accounting 

8. radius-server vsa send authentication

ステップ 5 aaa accounting network default start-stop 
group radius

または 

aaa accounting network default stop-only 
group radius

例：
Router(config)# aaa accounting network 
default start-stop group radius

または

例：
Router(config)# aaa accounting network 
default stop-only group radius

RADIUS を使用する場合、課金またはセキュリティのため

に、要求されたサービスの AAA アカウンティングをイ

ネーブルにし、プロセスの 初にアカウンティング「開

始」通知を送信します。

または

RADIUS を使用する場合、課金またはセキュリティのため

に、要求されたサービスの AAA アカウンティングをイ

ネーブルにし、要求されたユーザ プロセスの終わりにアカ

ウンティング「終了」通知を送信します。

ステップ 6 aaa session-id common

例：
Router(config)# aaa session-id common

単一コールの各 AAA アカウンティング サービス タイプ

で、必ず同じセッション ID が使用されるようにします。

コマンドまたはアクション 目的
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手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip radius source-interface subinterface-name

例：
Router(config)# ip radius source-interface 
Ethernet1/1

すべての発信 RADIUS パケットに対して、指定されたイ

ンターフェイスの IP アドレスを使用するよう、RADIUS 
を強制します。

ステップ 4 radius-server host ip-address auth-port 
port-number acct-port port-number

例：
Router(config)# radius-server host 172.16.1.1 
auth-port 1645 acct-port 1646

RADIUS サーバ ホストを指定します。

• ip-address 引数は、RADIUS サーバ ホストの IP アド

レスを指定します。

ステップ 5 radius server attribute 32 
include-in-access-req

例：
Router(config)# radius server attribute 32 
include-in-access-req

アクセス要求またはアカウンティング要求に含めて RADIUS 
アトリビュート 32（NAS-Identifier）を送信します。

ステップ 6 radius server attribute 44 
include-in-access-req

例：
Router(config)# radius server attribute 44 
include-in-access-req

アクセス要求またはアカウンティング要求に含めて 
RADIUS アトリビュート 44（Accounting Session ID）を

送信します。

ステップ 7 radius-server vsa send accounting 

例：
Router(config)# radius-server vsa send 
accounting

ベンダー固有のアカウンティング アトリビュートを認識お

よび使用するように Network Access Server（NAS; ネット

ワーク アクセス サーバ）を設定します。

ステップ 8 radius-server vsa send authentication

例：
Router(config)# radius-server vsa send 
authentication

ベンダー固有の認証アトリビュートを認識および使用する

ように NAS を設定します。
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ODAP のディセーブル化

この作業では、DHCP プールからの ODAP をディセーブルにする方法を示します。

ODAP をディセーブルにすると、リースされていたすべてのサブネットがリリースされます。リリー

スされるサブネットのアドレスを使用しているアクティブ PPP セッションがある場合、それらのセッ

ションはリセットされます。リリースされるサブネットからアドレスをリースしている DHCP クライ

アントでは、リースを更新できません。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. ip dhcp pool pool-name

4. no origin {dhcp | aaa | ipcp}

手順の詳細

ODAP 処理の確認

ODAP 処理を確認するには、次のタスクを実行します。

手順の概要

1. enable

2. show ip dhcp pool [pool-name]

3. show ip dhcp binding 

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip dhcp pool pool-name

例：
Router(config)# ip dhcp pool pool1

Cisco IOS DHCP サーバに DHCP アドレス プールを設定

し、DHCP プール コンフィギュレーション モードを開始

します。

ステップ 4 no origin {dhcp | aaa | ipcp}

例：
Router(dhcp-config)# no origin dhcp

ODAP をディセーブルにします。
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手順の詳細

ステップ 1 enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

Router> enable

show ip dhcp pool [pool-name]

次に示すのは、Green と Global の 2 つの DHCP プールに対する出力です。プール Green は、高利用水

準 50 および低利用水準 30 で設定されています。このプールは、高利用水準に達したときに追加のサ

ブネットを取得する設定も行われています（自動拡張）。Subnet size フィールドは、プール Green が要

求する初期および増分のサブネット サイズとして origin コマンドで設定される値を示します。Total 
addresses フィールドは、プールにある全使用可能アドレスの数です。Leased addresses フィールドは、

プールから作成されたバインディングの総数です。Pending event フィールドには、サブネット要求が

表示されます。これは、そのプールに対するサブネット要求が保留中であることを意味します。そのサ

ブネット要求は、Leased addresses 数がプールの高利用水準を超えたためにスケジューリングされまし

た。プール Green に現在追加されているサブネットが、順に表示されます。Current index カラムには、

このサブネットから次回割り当てられるアドレスが表示されます。IP address range カラムには、この

サブネットで使用可能なアドレスの範囲が表示されます。Leased addresses カラムには、各サブネット

から作成されたバインディングの数が個別に表示されます。プール Green に現在追加されているサブ

ネットは 3 個です。 初の 2 個のサブネットは、すべてのアドレスが使用されているため、Current 
index には「0.0.0.0」が表示されています。

プール Green とプール Global は、同じサブネット（172.16.0.1 ～ 172.16.0.6）を持つことができます。

これは、プール Green は VRF Green に含まれるように設定されており、プール Global はグローバル 
アドレス空間に含まれるように設定されているためです。

Router# show ip dhcp pool 

Pool Green :
 Utilization mark (high/low)    : 50 / 30
 Subnet size (first/next)       : 24 / 24 (autogrow)
 VRF name                       : Green
 Total addresses                : 18
 Leased addresses               : 13
 Pending event                  : subnet request
 3 subnets are currently in the pool :
 Current index        IP address range                    Leased addresses
 0.0.0.0              172.16.0.1       - 172.16.0.6        6
 0.0.0.0              172.16.0.9       - 172.16.0.14       6
 172.16.0.18          172.16.0.17      - 172.16.0.22       1

Pool Global :
 Utilization mark (high/low)    : 100 / 0 
 Subnet size (first/next)       : 24 / 24 (autogrow)
 Total addresses                : 6
 Leased addresses               : 0
 Pending event                  : none
 1 subnet is currently in the pool :
 Current index        IP address range                    Leased addresses
 172.16.0.1           172.16.0.1       - 172.16.0.6        0

ステップ 2 show ip dhcp binding

次に示すのは、プール Green からのバインディングの出力です。Type フィールドには「On-demand」
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が示されています。これは、そのアドレス バインディングが PPP セッション用に作成されたことを示

します。Lease expiration フィールドには、「Infinite」が示されています。これは、セッションが続行

されている間、バインディングが有効であることを意味します。セッションの続行中にサブネットをリ

リースしてリース元サーバにリリースする必要がある場合は、新規 IP アドレスを強制的に取得させる

ために、セッションがリセットされます。オンデマンド エントリの Hardware address カラムには、

PPP によって検出されたセッションの ID が表示されます。Global プールには、割り当てられたアドレ

スがないため、Bindings from all pools not associated with VRF フィールドの下に表示されているバイ

ンディングはありません。

Router# show ip dhcp binding 

Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address       Hardware address        Lease expiration        Type

Bindings from VRF pool Green:
IP address       Hardware address        Lease expiration        Type
172.16.0.1       5674.312d.7465.7374.    Infinite                On-demand
                 2d38.3930.39
172.16.0.2       5674.312d.7465.7374.    Infinite                On-demand
                 2d38.3839.31
172.16.0.3       5674.312d.7465.7374.    Infinite                On-demand
                 2d36.3432.34
172.16.0.4       5674.312d.7465.7374.    Infinite                On-demand
                 2d38.3236.34
172.16.0.5       5674.312d.7465.7374.    Infinite                On-demand
                 2d34.3331.37
172.16.0.6       5674.312d.7465.7374.    Infinite                On-demand
                 2d37.3237.39
172.16.0.9       5674.312d.7465.7374.    Infinite                On-demand
                 2d39.3732.36
172.16.0.10      5674.312d.7465.7374.    Infinite                On-demand
                 2d31.3637
172.16.0.11      5674.312d.7465.7374.    Infinite                On-demand
                 2d39.3137.36
172.16.0.12      5674.312d.7465.7374.    Infinite                On-demand
                 2d37.3838.30
172.16.0.13      5674.312d.7465.7374.    Infinite                On-demand
                 2d32.3339.37
172.16.0.14      5674.312d.7465.7374.    Infinite                On-demand
                 2d31.3038.31
172.16.0.17      5674.312d.7465.7374.    Infinite                On-demand
                 2d38.3832.38
172.16.0.18      5674.312d.7465.7374.    Infinite                On-demand
                 2d32.3735.31

トラブルシューティングのヒント

ODAP マネージャの基礎にある Cisco IOS DHCP サーバは、デフォルトでは、アドレスに対して ping 
動作を実行することにより、アドレスのアベイラビリティ確認を試行してから割り当てを行います。デ

フォルトの DHCP ping 設定では、Internet Control Message Protocol（ICMP; インターネット制御メッ

セージ プロトコル）エコー応答を 2 秒間待機します。このデフォルト設定の場合、DHCP サーバは、2 
秒ごとに 1 つのアドレス要求に応じます。送信される ping パケットの数および ping タイムアウトは設

定可能です。したがって、アドレス割り当て時間を短くするために、タイムアウトまたは送信 ping パ
ケット数を小さくすることができます。タイムアウトまたは送信 ping パケット数を小さくすると、重

複アドレスが検出できにくくなることと引き換えに、アドレス割り当て時間を向上できます。
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各 ODAP では、DHCP または AAA からのサブネットの取得を、限定された回数試行します（リトラ

イ 4 回まで）。これらの試行が成功しなかった場合にそのプールに対する別の個別アドレス要求（たと

えば、新しく起動された PPP セッション）が存在していれば、プールからのサブネット要求が自動で

開始されます。プールにサブネットがまだ割り当てられていない場合は、clear ip dhcp pool 
pool-name subnet * コマンドを使用して、そのサブネット要求の処理を強制的に再開できます。

ODAP のモニタリングおよびメンテナンス

この作業では、ODAP をモニタリングおよびメンテナンスする方法を示します。これらのコマンドは、

特定の順序で入力する必要はありません。

clear ip dhcp binding コマンド、clear ip dhcp conflict コマンド、および clear ip dhcp subnet コマ

ンドの以下の動作に注意してください。

• pool pool-name オプションを指定せず、IP アドレスを指定した場合、その IP アドレスは、グロー

バル アドレス空間にあるアドレスであると見なされ、指定したバインディング、競合、サブネッ

トがすべての非 VRF DHCP プールから検索されます。

• pool pool-name オプションを指定せず、* オプションを指定した場合は、すべての VRF プールお

よび非 VRF プールからすべての自動またはオンデマンドのバインディング、競合、サブネットを

削除するものと見なされます。

• pool pool-name オプションおよび * オプションをいずれも指定した場合は、指定したプールの自

動またはオンデマンドのすべてのバインディング、競合、サブネットのみがクリアされます。

• pool pool-name オプションと IP アドレスを指定した場合は、指定したバインディング、競合、ま

たは指定した IP アドレスを含むサブネットが、指定したプールから削除されます。

手順の概要

1. enable

2. clear ip dhcp [pool pool-name] binding {* | address} 

3. clear ip dhcp [pool pool-name] conflict {* | address} 

4. clear ip dhcp [pool pool-name] subnet {* | address} 

5. debug dhcp details

6. debug ip dhcp server events

7. show ip dhcp import

8. show ip interface [type number]

9. show ip dhcp pool pool-name
17
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手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 clear ip dhcp [pool pool-name] binding {* | 
address}

例：
Router# clear ip dhcp binding *

DHCP サーバ データベースから特定のプールからの自動ア

ドレス バインディングまたはオブジェクトをクリアします。

ステップ 3 clear ip dhcp [pool pool-name] conflict {* | 
address}

例：
Router# clear ip dhcp conflict *

DHCP サーバ データベースから特定のプールからの 1 つ以

上のアドレスの競合をクリアします。

ステップ 4 clear ip dhcp [pool pool-name] subnet {* | 
address} 

例：
Router# clear ip dhcp subnet *

指定されている DHCP プールまたは pool-name が指定さ

れていない場合のすべての DHCP プールから、現在リース

されているすべてのサブネットをクリアします。

ステップ 5 debug dhcp details

例：
Router# debug dhcp details

オンデマンド アドレス プールのサブネットの割り当てと

リリースをモニタリングします。

ステップ 6 debug ip dhcp server events

例：
Router# debug ip dhcp server events

アドレス割り当てやデータベース更新などの DHCP サーバ 
イベントを報告します。

ステップ 7 show ip dhcp import 

例：
Router# show ip dhcp import

DHCP サーバ データベースにインポートされたオプション 
パラメータを表示します。

ステップ 8 show ip interface [type number]

例：
Router# show ip interface

IP 用に設定されたインターフェイスのユーザビリティ ス
テータスを表示します。

ステップ 9 show ip dhcp pool pool-name

例：
Router# show ip dhcp pool green

DHCP アドレス プール情報を表示します。
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DHCP ODAP サブネット割り当てサーバ サポートの設定

この手順では、次の作業について説明します。

• 「サブネット割り当てサーバでのグローバル サブネット プールの設定」（P.19）（必須）

• 「サブネット割り当てサーバでの VRF サブネット プールの設定」（P.20）（任意）

• 「VPN ID を使用するサブネット割り当てサーバでの VRF サブネット プールの割り当て」（P.21）
（任意）

• 「サブネット割り当ておよび DHCP バインディングの確認」（P.23）（任意）

• 「DHCP ODAP サブネット割り当てサーバのトラブルシューティング」（P.25）（任意）

サブネット割り当てサーバでのグローバル サブネット プールの設定 

サブネット割り当てサーバにグローバル サブネット プールを設定するには、次のタスクを実行します。

グローバル サブネット プール

グローバル サブネット プールは、中央集中型のネットワークに作成されます。ODAP マネージャは、

サブネットのアベイラビリティに基づいてサブネット割り当てサーバからサブネットを割り当てます。

ODAP マネージャがサブネットを割り当てるときは、サブネット割り当てサーバによってサブネット 
バインディングが作成されます。このバインディングは、ODAP マネージャでアドレス空間を必要と

する間 DHCP データベースに保存されています。バインディングが破棄されてサブネットがサブネッ

ト プールに返却されるのは、アドレス空間の利用率が下がって ODAP マネージャがサブネットをリ

リースする場合に限られます。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. ip dhcp pool pool-name

4. network network-number [mask | /prefix-length]

5. subnet prefix-length prefix-length 

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal 

例：
Router# 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。
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サブネット割り当てサーバでの VRF サブネット プールの設定 

この作業では、サブネット割り当てサーバで VRF サブネット プールを設定する方法を示します。

VRF サブネット プール

MPLS VPN クライアント用に VRF サブネット割り当てプールからサブネットを割り当てるようにサブ

ネット割り当てサーバを設定できます。ODAP マネージャとサブネット割り当てサーバの間の VPN 
ルートは、VRF 名または VPN ID の設定に基づいて設定されます。VRF および VPN ID は、カスタ

マー VPN サイトを定義するルーティング情報を維持するために設定されます。VPN カスタマー サイ

ト（または Customer Equipment（CE; カスタマー装置））は、PE ルータに接続されます。VRF は、

VPN を指定するために使用され、IP ルーティング テーブル、取得された Cisco Express Forwarding
（CEF）テーブル、転送テーブルを使用する一連のインターフェイス、およびルーティング テーブルに

格納されている情報を制御するための一連のルールおよびルーティング プロトコル パラメータで構成

されています。

前提条件

サブネット割り当てプールを設定する前に、VRF 名および VPN ID を ODAP マネージャおよびサブ

ネット割り当てサーバで設定できます。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal 

3. ip dhcp pool pool-name 

4. vrf vrf-name

5. network network-number [mask | /prefix-length]

6. subnet prefix-length prefix-length

ステップ 3 ip dhcp pool pool-name 

例：
Router(config)# ip dhcp pool GLOBAL-POOL

DHCP プール コンフィギュレーション モードを開始し、

サブネット プール名を指定します。

ステップ 4 network network-number [mask | /prefix-length]

例：
Router(dhcp-config)# network 10.0.0.0 
255.255.255.0

Cisco IOS DHCP サーバの DHCP アドレス プールに、サブ

ネットの番号およびマスクを設定します。

• サブネット マスクまたはプレフィクスの長さをこの手

順で設定できます。prefix-length 引数には、CIDR 
ビット カウント記法に従う値を設定できます。

prefix-length 引数を設定するときはスラッシュ文字を

使用する必要があります。

ステップ 5 subnet prefix-length prefix-length

例：
Router(dhcp-config)# subnet prefix-length 8

サブネット プレフィクスの長さを設定します。

prefix-length 引数の範囲は、1 ～ 31 です。

• このコマンドでは、各サブネットに設定される、サブ

ネット プールから割り当てる IP アドレスの数を設定

します。prefix-length 引数には、CIDR ビット カウン

ト記法フォーマットに従う値を設定できます。

コマンドまたはアクション 目的
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手順の詳細

VPN ID を使用するサブネット割り当てサーバでの VRF サブネット プールの割り当て 

VPN ID を使用してサブネット割り当てサーバに VRF サブネット プールを設定するには、次のタスク

を実行します。

VRF プールおよび VPN ID

クライアントの VPN ID に基づいて VPN サブネット割り当てプールからサブネットを割り当てるよう

にサブネット割り当てサーバを設定できます。VPN ID（または Organizational Unique Identifier
（OUI; 組織固有識別子））は、IEEE によって割り当てられる一意の ID です。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip dhcp pool pool-name 

例：
Router(config)# ip dhcp pool VRF-POOL 

DHCP プール コンフィギュレーション モードを開始し、

サブネット プール名を指定します。

ステップ 4 vrf vrf-name 

例：
Router(dhcp-config)# vrf vrf1

オンデマンド アドレス プールを VRF インスタンス名（ま

たはタグ）と関連付けます。

• vrf コマンドおよび vrf-name 引数は、VRF プールの 
VPN を指定するために使用されます。vrf-name 引数

は、クライアントに対して設定されている VRF 名
（またはタグ）と一致する必要があります。

ステップ 5 network network-number [mask |/prefix-length]

例：
Router(dhcp-config)# network 10.1.1.0 /24

Cisco IOS DHCP サーバの DHCP アドレス プールに、サブ

ネットの番号およびマスクを設定します。

• サブネット マスクまたはプレフィクスの長さをこの手

順で設定できます。prefix-length 引数には、CIDR 
ビット カウント記法に従う値を設定できます。

prefix-length 引数を設定するときはスラッシュ文字を

使用する必要があります。

ステップ 6 subnet prefix-length prefix-length

例：
Router(dhcp-config)# subnet prefix-length 16

サブネット プレフィクスの長さを設定します。

• prefix-length 引数の範囲は、1 ～ 31 です。

• このコマンドでは、各サブネットに設定される、サブ

ネット プールから割り当てる IP アドレスの数を設定

します。prefix-length 引数には、CIDR ビット カウン

ト記法フォーマットに従う値を設定できます。
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前提条件

サブネット割り当てプールを設定する前に、VRF 名および VPN ID を ODAP マネージャおよびサブ

ネット割り当てサーバで設定できます。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal 

3. ip vrf vrf-name

4. rd route-distinguisher 

5. route-target both route-target-number

6. vpn id vpn-id 

7. exit 

8. ip dhcp pool pool-name

9. vrf vrf-name 

10. network network-number [mask | /prefix-length]

11. subnet prefix-length prefix-length 

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal 

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip vrf vrf-name

例：
Router(config)# ip vrf vrf1 

VRF ルーティング テーブルを作成し、VRF の名前（また

はタグ）を指定します。

• vrf-name 引数は、ステップ 9 でクライアントおよび 
VRF プールに対して設定する VRF 名と一致する必要

があります。

ステップ 4 rd route-distinguisher

例：
Router(config-vrf)# rd 100:1

ステップ 3 で作成される VRF インスタンス用のルーティ

ング テーブルおよび転送テーブルを作成します。

• ルート識別子の引数を設定するには、2 つの形式があ

ります。例で示されているような as-number:network 
number（ASN:nn）の形式、または IP 
address:network number（IP-address:nn）の形式で設

定できます。
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サブネット割り当ておよび DHCP バインディングの確認

サブネット割り当ておよび DHCP バインディングを確認するには、次のタスクを実行します。show コ
マンドは、特定の順序で入力する必要はありません。

ステップ 5 route-target both route-target-number

例：
Router(config-vrf)# route-target both 100:1 

ステップ 3 で作成した VRF インスタンスのルート ター

ゲット拡張コミュニティを作成します。

• both キーワードは、ターゲット VPN 拡張コミュニ

ティ（またはこの設定に含まれる ODAP マネージャ）

に対してインポートまたはエクスポートするルートを

指定するために使用されます。

• route-target-number 引数は、ステップ 4 の 
route-distinguisher 引数と同じフォーマットに従いま

す。この 2 つの引数は一致している必要があります。

ステップ 6 vpn id vpn-id 

例：
Router(config-vrf)# vpn id 1234:123456

VPN ID を設定します。

• このコマンドは、クライアント（ODAP マネージャ）

に VPN ID の設定または割り当てがある場合にだけ使

用されます。

ステップ 7 exit

例：
Router(config-vrf)# exit

VRF コンフィギュレーション モードを終了して、グロー

バル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 8 ip dhcp pool pool-name

例：
Router(config)# ip dhcp pool VPN-POOL

DHCP プール コンフィギュレーション モードを開始し、

サブネット プール名を指定します。

• vrf キーワードおよび vrf-name 引数は、VRF プールの 
VPN を指定するために使用されます。vrf-name 引数

は、クライアントに対して設定されている VRF 名
（またはタグ）と一致する必要があります。

ステップ 9 vrf vrf-name

例：
Router(dhcp-config)#vrf RED

オンデマンド アドレス プールを VRF インスタンス名と関

連付けます。

• vrf-name 引数は、ステップ 3 で設定した vrf-name 引
数と一致している必要があります。

ステップ 10 network network-number [mask |/prefix-length]

例：
Router(dhcp-config)# network 192.168.0.0 /24

Cisco IOS DHCP サーバの DHCP アドレス プールに、サブ

ネットの番号およびマスクを設定します。

• サブネット マスクまたはプレフィクスの長さをこの手

順で設定できます。prefix-length 引数には、CIDR 
ビット カウント記法に従う値を設定できます。

prefix-length 引数を設定するときはスラッシュ文字を

使用する必要があります。

ステップ 11 subnet prefix-length prefix-length 

例：
Router(dhcp-config)# subnet prefix-length 16

サブネット プレフィクスの長さを設定します。

• prefix-length 引数の範囲は、1 ～ 31 です。

• このコマンドでは、各サブネットに設定される、サブ

ネット プールから割り当てる IP アドレスの数を設定

します。prefix-length 引数には、CIDR ビット カウン

ト記法フォーマットに従う値を設定できます。

コマンドまたはアクション 目的
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show ip dhcp pool コマンドと show ip dhcp binding コマンドは、一緒に発行する必要がなく、同じ

セッションで発行する必要もありません。これは、提示される情報が違うためです。ただし、これらの

コマンドは、サブネット割り当ておよび DHCP バインディングの確認に使用できます。show 
running-config | begin dhcp コマンドは、DHCP のローカルな設定および subnet prefix-length コマ

ンドの設定を表示するために使用されます。

手順の概要

1. enable 

2. show running-config | begin dhcp 

3. show ip dhcp pool [pool-name]

4. show ip dhcp binding 

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 show running-config | begin dhcp

例：
Router# show running-config | begin dhcp

ルータのローカル設定を表示します。

• subnet prefix-length コマンドの設定が、DHCP プー

ルの下に表示されます。この DHCP プールにサブネッ

ト リース割り当てが設定されています。このコマンド

に続いて、サブネット割り当てサイズが CIDR ビット 
カウント記法で表示されます。

• この出力例は、begin キーワードを使用してフィルタ

リングされており、実行コンフィギュレーションの 
DHCP セクションからの出力が表示されています。
24
 



 

DHCP サーバ オンデマンド アドレス プール マネージャの設定

  DHCP サーバ オンデマンド アドレス プール マネージャの設定方法
DHCP ODAP サブネット割り当てサーバのトラブルシューティング

DHCP ODAP サブネット割り当てサーバをトラブルシューティングするには、次のタスクを実行します。

手順の概要

1. enable

2. debug dhcp [detail]

3. debug ip dhcp server {events | packets | linkage}

ステップ 3 show ip dhcp pool [pool-name]

例：
Router# show ip dhcp pool 

DHCP プールに関する情報を表示します。

• このコマンドは、サブネット割り当てサーバと ODAP 
マネージャの両方のサブネット割り当てプール コン

フィギュレーションを確認するために使用できます。

• このコマンドの出力には、プールの名前、アドレス空間

の利用率、サブネット サイズ、アドレスの総数、リース

されているアドレスの数、および保留中イベントを含

む、具体的なアドレス プール情報が表示されます。

ステップ 4 show ip dhcp binding [ip-address]

例：
Router# show ip dhcp binding 

DHCP バインディングに関する情報を表示します。

• このコマンドは、サブネット割り当てから DHCP バイ

ンディングへのマッピング情報を表示するために使用

できます。

• このコマンドの出力には、個々の IP アドレス割り当て

のバインディング情報および割り当てられたサブネッ

トが表示されます。生成される出力は、DHCP IP アド

レスの割り当ての場合とサブネットの割り当ての場合

でほぼ同一ですが、サブネット リースでは IP アドレ

スに続いてサブネット マスク（割り当てられたサブ

ネットのサイズを表示）が表示されます。個々の IP ア
ドレスのバインディングでは、IP アドレスだけが表示

され、サブネット マスクは続きません。

コマンドまたはアクション 目的
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手順の詳細

DHCP サーバ オンデマンド アドレス プール マネージャの設
定例

ここでは、次の設定例について説明します。

• 「DHCP ODAP をグローバル デフォルト メカニズムとして指定：例」（P.27）

• 「インターフェイスへの DHCP ODAP の定義：例」（P.27）

• 「DHCP プールを ODAP として設定：例」（P.27）

• 「DHCP プールを非 MPLS VPN に対する ODAP として設定：例」（P.30）

• 「IPCP サブネット マスク配信：例」（P.30）

• 「AAA および RADIUS の設定：例」（P.31）

• 「サブネット割り当てサーバでのグローバル プールの設定：例」（P.32）

• 「サブネット割り当てサーバでの VRF プールの設定：例」（P.32）

• 「VPN ID の使用によるサブネット割り当てサーバでの VRF プールの割り当て：例」（P.33）

• 「サブネット割り当てサーバでのローカルな設定の確認：例」（P.33）

• 「アドレス プール割り当て情報の確認：例」（P.33）

• 「サブネット割り当ておよび DHCP バインディングの確認：例」（P.34）

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 debug dhcp [detail]

例：
Router# debug dhcp detail

DHCP クライアント アクティビティに関するデバッグ情報

を表示し、DHCP パケットのステータスをモニタリングし

ます。

• この例は、ODAP マネージャで detail キーワードを指

定して発行されています。detail キーワードは、クラ

イアントのリース エントリ構造およびリース エントリ

の状態遷移を表示およびモニタリングするために使用

されます。このコマンドでは、オプション フィールド

の長さに加えて表示される、DHCP パケットの op、
htype、hlen、hops、server identifier オプション、

xid、secs、flags、ciaddr、yiaddr、siaddr、および 
giaddr フィールドの値も表示されます。

ステップ 3 debug ip dhcp server {events | packets | 
linkage}

例：
Router# debug ip dhcp server packets

DHCP サーバのデバッグをイネーブルにします。

• この例は、サブネット割り当てサーバで packets キー

ワードを指定して発行されています。出力には、リー

スの遷移、受信、およびデータベース情報が表示され

ています。
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DHCP ODAP をグローバル デフォルト メカニズムとして指定：例

次の例に、PPP クライアントからのアドレス要求を処理するために使用する、オンデマンド アドレス 
プーリング メカニズムを設定する方法を示します。

ip address-pool dhcp-pool
!
ip dhcp pool Green-pool

インターフェイスへの DHCP ODAP の定義：例

次の例に、オンデマンド アドレス プールから IP アドレスを取得するようにインターフェイスを設定す

る方法を示します。

interface Virtual-Template 1
ip vrf forwarding green
ip unnumbered loopback1
ppp authentication chap
peer default ip address dhcp-pool

!

DHCP プールを ODAP として設定：例

次の例に、外部 DHCP サーバからサブネットを取得するように設定された 2 つの ODAP を示します。

Router# show running-config

Building configuration...

Current configuration : 3943 bytes
!
version 12.2
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
!
hostname Router
!
no logging console
enable password password
!
username vpn_green_net1 password 0 lab
username vpn_red_net1 password 0 lab
ip subnet-zero
!
ip dhcp pool green_pool

vrf Green
   utilization mark high 60
   utilization mark low 40
   origin dhcp subnet size initial /24 autogrow /24
!
ip dhcp pool red_pool
   vrf Red
   origin dhcp
!
ip vrf Green
 rd 200:1
 route-target export 200:1
 route-target import 200:1
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!
ip vrf Red
 rd 300:1
 route-target export 300:1
 route-target import 300:1
ip cef
ip address-pool dhcp-pool
!
no voice hpi capture buffer
no voice hpi capture destination 
!
interface Loopback0
 ip address 192.0.2.1 255.255.255.255
!
interface Loopback1
 ip vrf forwarding Green
 ip address 192.0.2.2 255.255.255.255
!
interface Loopback2
 ip vrf forwarding Red
 ip address 192.0.2.3 255.255.255.255
!
interface ATM2/0
 no ip address
 shutdown
 no atm ilmi-keepalive
!
interface ATM3/0
 no ip address
 no atm ilmi-keepalive
!
interface Ethernet4/0
 ip address 192.0.2.4 255.255.255.224
 duplex half
!
interface Ethernet4/1
 ip address 192.0.2.5 255.255.255.0
 duplex half
!
interface Ethernet4/2
 ip address 192.0.2.6 255.255.255.0
 duplex half
 tag-switching ip
!
interface Virtual-Template1
 ip vrf forwarding Green
 ip unnumbered Loopback1
 ppp authentication chap
!
interface Virtual-Template2
 ip vrf forwarding Green
 ip unnumbered Loopback1
 ppp authentication chap
!
interface Virtual-Template3
 ip vrf forwarding Green
 ip unnumbered Loopback1
 ppp authentication chap
!
interface Virtual-Template4
 ip vrf forwarding Red
 ip unnumbered Loopback2
 ppp authentication chap
!
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interface Virtual-Template5
 ip vrf forwarding Red
 ip unnumbered Loopback2
 ppp authentication chap
!
interface Virtual-Template6
 ip vrf forwarding Red
 ip unnumbered Loopback2
 ppp authentication chap
!
router ospf 100
 log-adjacency-changes
 redistribute connected
 network 209.165.200.225 255.255.255.224 area 0
 network 209.165.200.226 255.255.255.224 area 0
 network 209.165.200.227 255.255.255.224 area 0
!
router bgp 100
 no synchronization
 bgp log-neighbor-changes
 neighbor 192.0.2.1 remote-as 100
 neighbor 192.0.2.2 update-source Loopback0
 !
 address-family ipv4 vrf Red
 redistribute connected
 redistribute static
 no auto-summary
 no synchronization
 network 110.0.0.0
 exit-address-family
 !
 address-family ipv4 vrf Green
 redistribute connected
 redistribute static
 no auto-summary
 no synchronization
 network 100.0.0.0
 exit-address-family
 !
 address-family vpnv4
 neighbor 3.3.3.3 activate
 neighbor 3.3.3.3 send-community extended
 exit-address-family
!
ip classless
ip route 172.19.0.0 255.255.0.0 10.0.105.1
no ip http server
ip pim bidir-enable
!
call rsvp-sync
!
mgcp profile default
!
dial-peer cor custom
!
gatekeeper
 shutdown
!
line con 0
 exec-timeout 0 0
line aux 0
line vty 0 4
 password password
 login
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!
end

DHCP プールを非 MPLS VPN に対する ODAP として設定：例

次の例に、オンデマンド アドレス プールから IP アドレスを取得するようにインターフェイスを設定す

る方法を示します。この例では、非 VRF ODAP を 2 つ設定します。仮想テンプレート 2 つと、

usergroup1 および usergroup2 の 2 つの DHCP アドレス プールがあります。各仮想テンプレート イン

ターフェイスは、関連付けられているアドレス プールからピアの IP アドレスを取得するように設定さ

れています。

!
ip dhcp pool usergroup1
origin dhcp subnet size initial /24 autogrow /24
lease 0 1

!
ip dhcp pool usergroup2
origin dhcp subnet size initial /24 autogrow /24
lease 0 1

!
interface virtual-template1
ip unnumbered loopback1
peer default ip address dhcp-pool usergroup1

!
interface virtual-template2
ip unnumbered loopback1
peer default ip address dhcp-pool usergroup2

IPCP サブネット マスク配信：例

次の例に、IPCP サブネット マスクを使用するように設定されている Cisco 827 ルータを示します。

Router# show running-config

 Building configuration...
 
 Current configuration :1479 bytes
 !
 version 12.2
 no service single-slot-reload-enable
 no service pad
 service timestamps debug datetime msec
 service timestamps log uptime
 no service password-encryption
 !
 hostname Router
 !
 no logging buffered
 logging rate-limit console 10 except errors
 !
 username 6400-nrp2 password 0 lab
 ip subnet-zero
 ip dhcp smart-relay
 !
 ip dhcp pool IPPOOLTEST
    import all
    origin ipcp
 !
 no ip dhcp-client network-discovery
30
 



 

DHCP サーバ オンデマンド アドレス プール マネージャの設定

  DHCP サーバ オンデマンド アドレス プール マネージャの設定例
 !
 interface Ethernet0
  ip address pool IPPOOLTEST
  ip verify unicast reverse-path
  hold-queue 32 in
 !
 interface ATM0
  no ip address
  atm ilmi-keepalive
  bundle-enable
  dsl operating-mode auto
  hold-queue 224 in
 !
 interface ATM0.1 point-to-point
  pvc 1/40 
   no ilmi manage
   encapsulation aal5mux ppp dialer
   dialer pool-member 1
  !
 !
 interface Dialer0
  ip unnumbered Ethernet0
  ip verify unicast reverse-path
  encapsulation ppp
  dialer pool 1
  dialer-group 1
  no cdp enable
  ppp authentication chap callin
  ppp chap hostname Router
  ppp chap password 7 12150415
  ppp ipcp accept-address
  ppp ipcp dns request
  ppp ipcp wins request
  ppp ipcp mask request
 !
 ip classless
 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0
 no ip http server
 !
 dialer-list 1 protocol ip permit
 line con 0
  exec-timeout 0 0
  transport input none
  stopbits 1
 line vty 0 4
  login
 !
 scheduler max-task-time 5000
 end

AAA および RADIUS の設定：例

次の例に、IP アドレス 172.16.1.1 にある AAA（RADIUS）サーバからサブネットを取得するように設

定された「Green」というプールを示します。

!
aaa new-model
!
aaa authorization configuration default group radius 
aaa accounting network default start-stop group radius
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aaa session-id common
!
ip subnet-zero
!
ip dhcp ping packets 0
!
ip dhcp pool Green
   vrf Green
   utilization mark high 50
   utilization mark low 30
   origin aaa subnet size initial /28 autogrow /28
!
ip vrf Green
 rd 300:1
 route-target export 300:1
 route-target import 300:1
!
interface Ethernet1/1
 ip address 172.16.1.12 255.255.255.0
 duplex half
!
interface Virtual-Template1
 ip vrf forwarding Green
 no ip address
!
ip radius source-interface Ethernet1/1
!
!IP address of the RADIUS server host
radius-server host 172.16.1.1 auth-port 1645 acct-port 1646
radius-server retransmit 3
radius-server attribute 32 include-in-access-req 
radius-server attribute 44 include-in-access-req
radius-server key cisco
radius-server vsa send accounting
radius-server vsa send authentication

サブネット割り当てサーバでのグローバル プールの設定：例

次の例に、サブネット割り当てサーバとしてルータを設定し、ネットワーク 10.0.0.0/24 からサブネッ

トを割り当てる「GLOBAL-POOL」というグローバル サブネット割り当てプールを作成する方法を示

します。この例で使用している subnet prefix-length コマンドでは、このサブネット プールから割り

当てられる各サブネットのサイズは、254 個のホスト IP アドレスをサポートするように設定されます。

ip dhcp pool GLOBAL-POOL
network 10.0.0.0 255.255.255.0
subnet prefix-length 24

!

サブネット割り当てサーバでの VRF プールの設定：例

次の例に、サブネット割り当てサーバとしてルータを設定し、ネットワーク 172.16.0.0/16 からサブ

ネットを割り当てる「VRF-POOL」という VRF サブネット割り当てプールを作成し、「RED」という 
VRF に合わせて VPN を設定する方法を示します。この例で使用している subnet prefix-length コマン

ドでは、このサブネット プールから割り当てられる各サブネットのサイズは、62 個のホスト IP アドレ

スをサポートするように設定されます。

ip dhcp pool VRF-POOL 
vrf RED
network 172.16.0.0 /16
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subnet prefix-length 26
!

VPN ID の使用によるサブネット割り当てサーバでの VRF プールの割り当
て：例

次の例に、サブネット割り当てサーバとしてルータを設定し、ネットワーク 192.168.0.0/24 からサブ

ネットを割り当てる「VRF-POOL」という VRF サブネット割り当てプールを作成し、「RED」という 
VRF を設定する方法を示します。VPN ID は、クライアント サイトに割り当てられている固有識別情

報と一致している必要があります。ルート ターゲットおよびルート識別子は 
as-number:network-number フォーマットで設定されています。ルート ターゲットおよびルート識別子

は一致している必要があります。この例で設定している subnet prefix-length コマンドでは、このサブ

ネット プールから割り当てられる各サブネットのサイズは、30 個のホスト IP アドレスをサポートする

ように設定されます。

ip vrf RED
rd 100:1
route-target both 100:1 
vpn id 1234:123456
exit
ip dhcp pool VPN-POOL
vrf RED
network 192.168.0.0 /24
subnet prefix-length /27
exit

サブネット割り当てサーバでのローカルな設定の確認：例

次に、show running-config コマンドからの出力例を示します。このコマンドは、サブネット割り当て

サーバでのローカルな設定を確認するために使用できます。このコマンドの出力には、

「GLOBAL-POOL」という DHCP プールの下に subnet prefix-length コマンドの設定が表示されてい

ます。このサブネット割り当てプールの合計サイズには、network コマンドによってアドレス 254 個
が設定されています。ここで使用している subnet prefix-length コマンドでは、254 個のホスト IP ア
ドレスをサポートするサブネットを割り当てるようにこのプールが設定されます。合計プール サイズ

でサポートするアドレスは 254 個だけであるため、このプールから割り当てることができるサブネッ

トは 1 つだけです。

Router# show running-config | begin dhcp

ip dhcp pool GLOBAL-POOL
   network 10.0.0.0 255.255.255.0
   subnet prefix-length 24
!

アドレス プール割り当て情報の確認：例

次に、show ip dhcp pool コマンドの出力例を示します。このコマンドは、サブネット割り当てサーバ

と ODAP マネージャのサブネット割り当てプール コンフィギュレーションを確認するために使用でき

ます。このコマンドの出力には、アドレス プール名、利用水準、設定されているサブネット サイズ、

アドレスの総数（サブネットからのアドレス）、保留中イベント、および具体的なサブネット リース情

報に関する情報が表示されます。
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次の出力例では、設定されているサブネット割り当てサイズが /24（IP アドレス 254 個）であること、

保留中のサブネット割り当て要求が存在していること、およびプールにサブネットがないことが表示さ

れています。

Router# show ip dhcp pool ISP-1

Pool ISP-1 :
 Utilization mark (high/low)    :100 / 0
 Subnet size (first/next)       :24 / 24 (autogrow)
 Total addresses                :0
 Leased addresses               :0
 Pending event                  :subnet request
 0 subnet is currently in the pool

次の例では、設定されているサブネット割り当てサイズが /24（IP アドレス 254 個）であること、設定

されている VRF 名が「RED」であること、および 254 個の IP アドレスを含むサブネットが割り当て

られている一方でそのサブネットからリースされている IP アドレスがないことが示されています。

Router# show ip dhcp pool SUBNET-ALLOC
Pool SUBNET-ALLOC :
 Utilization mark (high/low)    :100 / 0
 Subnet size (first/next)       :24 / 24 (autogrow)
 VRF name                       :RED
 Total addresses                :254
 Leased addresses               :0
 Pending event                  :none
 1 subnet is currently in the pool :
 Current index        IP address range                    Leased addresses
 10.0.0.1              10.0.0.1          - 10.0.0.254         0

サブネット割り当ておよび DHCP バインディングの確認：例

次に、show ip dhcp binding コマンドの出力例を示します。このコマンドは、サブネット割り当てか

ら DHCP バインディングへのマッピング情報を表示するために使用できます。このコマンドの出力に

は、サブネットから MAC アドレスへのマッピング、リース期限、およびリース タイプ（サブネット 
リース バインディングは、デフォルトで自動作成および自動リリースされるよう設定）が示されてい

ます。生成される出力は、DHCP IP アドレスの割り当ての場合とサブネットの割り当ての場合でほぼ

同一ですが、サブネット リースでは IP アドレスに続いてサブネット マスク（割り当てられたサブネッ

トのサイズを表示）が CIDR ビット カウント記法で表示されます。個々の IP アドレスのバインディン

グでは、IP アドレスだけが表示され、サブネット マスクは続きません。

Router# show ip dhcp binding

Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address          Client-ID/              Lease expiration        Type
                    Hardware address/
                    User name
10.0.0.0/26         0063.6973.636f.2d64.    Mar 29 2003 04:36 AM    Automatic
                    656d.6574.6572.2d47.
                    4c4f.4241.4c

参考資料
次の項では、DHCP ODAP マネージャの設定に関連した関連資料を示します。
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関連資料

規格

MIB

RFC

関連項目 参照先

DHCP コマンド：コマンド構文の詳細、コマンド 
モード、コマンド履歴、デフォルト、使用上の注意事

項、および例

『Cisco IOS IP Addressing Services Command Reference』

DHCP の概念情報 『DHCP Overview』モジュール

DHCP サーバ設定 『Configuring the Cisco IOS DHCP Server』モジュール

DHCP クライアント設定 『Configuring the Cisco IOS DHCP Client』モジュール

DHCP リレー エージェント設定 『Configuring the Cisco IOS DHCP Relay Agent』モジュール

DHCP 拡張機能 『Configuring DHCP Services for Accounting and Security』モ

ジュール

Edge-Session 管理用 DHCP 拡張機能の設定 『Configuring DHCP Enhancements for Edge-Session Management』
モジュール

DHCP オプション 『Network Registrar User's Guide, Release 6.1.1』の付録「DHCP 
Options」

規格 タイトル

この機能がサポートする新しい規格または変更された

規格はありません。

—

MIB MIB リンク

この機能によってサポートされる新しい MIB または

変更された MIB はありません。

選択したプラットフォーム、シスコのソフトウェア リリース、お

よび機能セットの MIB の場所を検索しダウンロードするには、次

の URL にある Cisco MIB Locator を使用します。

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

RFC タイトル

RFC 951 『Bootstrap Protocol (BOOTP)』

RFC 1542 『Clarifications and Extensions for the Bootstrap Protocol』

RFC 2131 『Dynamic Host Configuration Protocol』

RFC 2685 『Virtual Private Networks Identifier』

RFC 3046 『DHCP Relay Information Option』
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シスコのテクニカル サポート

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを 大限に活用してください。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立

ちます。

• テクニカル サポートを受ける

• ソフトウェアをダウンロードする

• セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ

製品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

• ツールおよびリソースへアクセスする

– Product Alert の受信登録

– Field Notice の受信登録

– Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

• Networking Professionals（NetPro）コミュニ

ティで、技術関連のディスカッションに参加する

• トレーニング リソースへアクセスする

• TAC Case Collection ツールを使用して、ハード

ウェアや設定、パフォーマンスに関する一般的な

問題をインタラクティブに特定および解決する

この Web サイト上のツールにアクセスする際は、

Cisco.com のログイン ID およびパスワードが必要です。

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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DHCP サーバ オンデマンド アドレス プール マネージャの機
能情報

表 1 に、このモジュールで説明した機能をリストし、特定の設定情報へのリンクを示します。

ご使用の Cisco IOS ソフトウェア リリースでは、一部のコマンドが使用できない場合があります。特

定のコマンドのサポートの導入時期に関する詳細については、コマンド リファレンス マニュアルを参

照してください。

このテクノロジーの機能でここに記載されていないものについては、『DHCP Features Roadmap』を参

照してください。

プラットフォームのサポートおよびソフトウェア イメージのサポートに関する情報を検索するには、

Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator を使用すると、特定のソフトウェア リ
リース、機能セット、またはプラットフォームをサポートするソフトウェア イメージを判別できます。

Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスしてください。Cisco.com の
アカウントは必要ありません。

（注） 表 1 には、一連のソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入されたソフトウェア リリー

スだけが記載されています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リ
リースでもサポートされます。

表 1 DHCP オンデマンド アドレス プール マネージャの機能情報

機能名 リリース 機能の設定情報

非 MPLS VPN 用 DHCP サーバ オンデマンド 
アドレス プール マネージャ

12.2(15)T
12.2(28)SB
12.2(33)SRC

この機能は、非 MPLS VPN に ODAP サポートを提供する

ために拡張されました。

次のセクションで、この機能に関する情報を参照できます。

• 「DHCP サーバ オンデマンド アドレス プール マネー

ジャの設定方法」

この機能により、コマンド peer default ip address が変更

されました。
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用語集
AAA：Authentication, Authorization, and Accounting（認証、認可、およびアカウンティング）。

Cisco ルータまたはアクセス サーバにアクセス コントロールを設定するために使用できるプライマリ 
フレームワークを提供する一連のネットワーク セキュリティ サービス。

Cisco Access Registrar：AAA 情報の集中管理とプロビジョニングおよび管理の簡素化によってアク

セス サービスのサービス プロバイダー配置をサポートする RADIUS サーバ。

DHCP：Dynamic Host Configuration Protocol。

IPCP：IP Control Protocol（IP コントロール プロトコル）。PPP を介して IP を確立および設定するプ

ロトコルです。

MPLS：Multiprotocol Label Switching（マルチプロトコル ラベル スイッチング）。タグ スイッチング

の基礎となる新しい業界標準です。

ODAP：On-Demand Address Pool（オンデマンド アドレス プール）。

PE ルータ：Provider Edge（プロバイダー エッジ）ルータ。

PPP：Point-to-Point Protocol（ポイントツーポイント プロトコル）。

DHCP ODAP サーバ サポート 12.2(15)T
12.2(28)SB
12.2(33)SRC

この機能によって、DHCP サーバ（またはルータ）をサブ

ネット割り当てサーバとして設定できるようになります。

この機能では、ODAP クライアントにリースするためのサ

ブネット プール付きで Cisco IOS DHCP サーバを設定でき

ます。

次のセクションで、この機能に関する情報を参照できます。

• 「DHCP ODAP サブネット割り当てサーバ サポートの

設定」

この機能により、次のコマンドが導入または変更されまし

た。show ip dhcp binding、subnet prefix-length。

DHCP サーバ オンデマンド アドレス プール マ
ネージャ

12.2(8)T
12.28(SB)
12.2(33)SRC

ODAP マネージャは、大規模なアドレス プールの集中管理、

および大規模ネットワークの設定の簡略化に使用されます。

ODAP は、IP アドレス割り当ての集中管理ポイントを提供

します。Cisco IOS ルータが ODAP マネージャとして設定

されている場合、IP アドレスのプールのサイズは、アドレ

スの利用水準に応じてダイナミックに増減されます。

次のセクションで、この機能に関する情報を参照できます。

• 「DHCP サーバ オンデマンド アドレス プール マネー

ジャの設定方法」

次のコマンドが導入または変更されました。

aaa session-id、clear ip dhcp binding、
clear ip dhcp conflict、clear ip dhcp subnet、
ip address-pool、ip address pool、
ip dhcp aaa default username、origin、
peer default ip address、show ip dhcp pool、
utilization mark high、utilization mark low、vrf。

表 1 DHCP オンデマンド アドレス プール マネージャの機能情報 （続き）

機能名 リリース 機能の設定情報
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RADIUS：Remote Authentication Dial-In User Service。モデムおよび ISDN 接続の認証、および接続

時間のトラッキングのためのデータベースです。

VHG：Virtual Home Gateway（バーチャル ホーム ゲートウェイ）。Cisco IOS ソフトウェア コンポー

ネントの 1 つで、PPP セッションを終了させます。カスタマーのネットワークにリモート ユーザがア

クセスできるようにするために、サービス プロバイダーがカスタマーに代わって所有および管理しま

す。単一のサービス プロバイダー デバイス（ルータ）でさまざまなカスタマーの複数の VHG をホス

トできます。VHG はリモート ユーザのアクセス パターンに基づいてダイナミックに開始および停止で

きます。VHG と呼ばれる単一の Cisco IOS 機能はないことに注意してください。VHG は複数の機能

を集めたものです。

VHG/PE ルータ：PPP セッションを終了させ、対応する MPLS VPN にリモート ユーザをマッピング

するデバイス。

VPN：Virtual Private Network（バーチャル プライベート ネットワーク）。トンネリングを使用してパ

ブリック TCP/IP ネットワーク経由で IP トラフィックをセキュアに転送できるようにします。

VRF：VPN Routing and Forwarding（VPN ルーティングおよび転送）インスタンス。VRF は、IP ルー

ティング テーブル、取得された転送テーブル、その転送テーブルを使用する一連のインターフェイス、

転送テーブルに登録されるものを決定する一連のルールおよびルーティング プロトコルで構成されてい

ます。一般に、VRF には、PE ルータに付加されるカスタマー VPN サイトが定義されたルーティング情

報が格納されています。PE ルータでインスタンス化された各 VPN は独自の VRF を持ちます。

クライアント：DHCP プロトコルまたは BOOTP プロトコルを使用して、インターフェイスの設定

（IP アドレスの取得）を試行しているホスト。

サーバ：DHCP サーバまたは BOOTP サーバ。

初期サブネット サイズ：1 つのオンデマンド プールに対して要求される 初のサブネットの望ましい

サイズ。

増分サブネット サイズ：1 つのオンデマンド プールに対して要求される 2 番め以降のサブネットの望

ましいサイズ。

リリース可能なサブネット：そのサブネットからリースされているアドレスがない、リースされたサブ

ネット。

リレー エージェント：異なるサブネット上のサーバとクライアント間で DHCP メッセージおよび 
BOOTP メッセージを転送するルータ。

Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's 
trademarks can be found at 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. (1005R)

このマニュアルで使用している IP アドレスは、実際のアドレスを示すものではありません。マニュアル内の例、コマンド出力、および

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。
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All rights reserved.

Copyright © 2007–2011, シスコシステムズ合同会社 .
All rights reserved.
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DHCP サーバ RADIUS プロキシ

DHCP サーバ RADIUS プロキシ機能は、RADIUS-based アドレス割り当てメカニズムです。この機能

では、Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）サーバがリモート クライアントを許可し、

RADIUS サーバからの応答に基づいてアドレスを割り当てます。

機能情報の検索
ご使用のソフトウェア リリースが、このモジュールで説明している機能の一部をサポートしていない

場合があります。 新の機能情報および警告については、ご使用のプラットフォームおよびソフトウェ

ア リリースのリリースノートを参照してください。このモジュールに記載されている機能に関する情報

を検索したり、各機能がサポートされているリリースに関するリストを参照したりするには、「DHCP 
サーバ RADIUS プロキシの機能情報」（P.21）を参照してください。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォーム、およびシスコのソフトウェア イメージの

各サポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアク

セスしてください。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。

目次
• 「DHCP サーバ RADIUS プロキシの前提条件」（P.2）

• 「DHCP サーバ RADIUS プロキシの制約事項」（P.2）

• 「DHCP サーバ RADIUS プロキシについて」（P.2）

• 「DHCP サーバ RADIUS プロキシの設定方法」（P.7）

• 「DHCP サーバ RADIUS プロキシの設定例」（P.17）

• 「参考資料」（P.19）

• 「DHCP サーバ RADIUS プロキシの機能情報」（P.21）

• 「用語集」（P.22）
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  DHCP サーバ RADIUS プロキシの前提条件
DHCP サーバ RADIUS プロキシの前提条件 
DHCP サーバ RADIUS プロキシ機能の設定前に、DHCPv4 以降のバージョンを実行している必要があ

ります。リリースおよびプラットフォーム サポートの詳細については、「DHCP サーバ RADIUS プロ

キシの機能情報」（P.21） を参照してください。

DHCP サーバ RADIUS プロキシの制約事項 
DHCP サーバ RADIUS プロキシは、ルータ上の 1 つのアドレス許可プールのみをサポートします。

DHCP サーバ RADIUS プロキシについて
• 「DHCP サーバ RADIUS プロキシの概要」（P.2）

• 「DHCP サーバ RADIUS プロキシ拡張機能」（P.2）

• 「DHCP サーバ RADIUS プロキシ アーキテクチャ」（P.3）

• 「DHCP サーバ RADIUS プロキシ拡張機能アーキテクチャ」（P.4）

• 「DHCP サーバと RADIUS 変換」（P.5）

• 「DHCP サーバ RADIUS プロキシに対する RADIUS プロファイル」（P.6）

• 「DHCP サーバ RADIUS プロキシ拡張機能に対する RADIUS プロファイル」（P.6）

DHCP サーバ RADIUS プロキシの概要

DHCP サーバ RADIUS プロキシ 機能は、DHCP リースの RADIUS-based 許可のアドレス割り当てメ

カニズムです。この機能は、DHCP Option 60 および 121 をサポートします。

RADIUS サーバを使用したクライアント許可のプロセスは次のとおりです。

1. DHCP サーバは、クライアント情報を RADIUS サーバに渡します。

2. RADIUS サーバは、すべての必要な情報を RADIUS アトリビュートとして DHCP サーバに返しま

す。

3. DHCP サーバは、RADIUS アトリビュートを DHCP オプションに変換してこの情報を DHCP 
OFFER メッセージで RADIUS に返します。

4. DHCP バインディングは RADIUS サーバがクライアント セッションを許可した後で同期されます。

ローカル プールおよび許可プールがルータ上に設定されている場合、DHCP サーバは両方のプールか

ら別々のクライアント インターフェイスにアドレスを割り当てられます。

DHCP サーバ RADIUS プロキシ拡張機能

DHCP サーバ RADIUS プロキシ拡張機能は、Cisco IOS Release 15.0(1)S で導入された DHCP サーバ 
RADIUS プロキシ機能の拡張です。この機能は、DHCP Option 60 および 121 をサポートします。

RADIUS サーバを使用したクライアント許可のプロセスは次のとおりです。

1. DHCP サーバは、クライアント情報を RADIUS サーバに渡します。
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2. RADIUS サーバは、Classname 情報および他のオプション情報（Session-Timeout および 
Session-Duration）を RADIUS アトリビュートとして DHCP サーバに返します。

3. DHCP サーバは、指定されたクラスがあればそこから IP アドレスを割り当て、RADIUS サーバか

ら受信した他のオプションのアトリビュートがあれば DHCP オプションに変換します。情報は 
DHCP クライアントに DHCP OFFER メッセージとして送信されます。

4. DHCP バインディングは RADIUS サーバがクライアント セッションを許可した後で同期されます。

DHCP サーバ RADIUS プロキシ アーキテクチャ

DHCP および RADIUS プロキシ アーキテクチャのアドレス割り当ては、次のようなシーケンスで行わ

れます。

1. クライアントは、レジデンシャル ゲートウェイからネットワークにアクセスして DHCP 
DISCOVER ブロードキャスト メッセージをリレー エージェントに送信します。DHCP 
DISCOVER メッセージには、クライアント IP アドレス、ホスト名、ベンダー クラス ID、および

クライアント ID が含まれます。

2. リレー エージェントは、次の情報を含む DHCP DISCOVER ユニキャスト メッセージをルータに

送信します。

– 内側および外側 VLAN ID を含むリモート ID サブオプションを伴うリレー エージェント情報

（Option 82）。

– DHCP DISCOVER パケット内のクライアント情報。

ルータは、DHCP パケットを受信するインターフェイスの IP ヘルパー アドレスから DHCP サーバ

のアドレスを決定します。

3. RADIUS は、DHCP オプションを RADIUS アトリビュートに変換するための Access-Request 
メッセージを受信します。

4. RADIUS は、Access-Accept メッセージで応答し、次のアトリビュートを DHCP サーバに配信し

ます。

– Framed-IP-Address

– Framed-IP-Netmask

– Session-Timeout

– Session-Duration

5. DHCP サーバは、RADIUS サーバ Access-Accept メッセージからの次の変換を含む OFFER ユニ

キャスト メッセージをクライアントに送信します。

– DHCP ヘッダーに挿入された Framed-IP-Address。

– DHCP Option 1（サブネット マスク）に挿入された Framed-IP-Netmask。

– DHCP Option 51（IP アドレス リース時間）に挿入された Session-Timeout。

– 標準の Cisco Framed-Route 形式から DHCP Option 121 または DHCP デフォルト ゲートウェ

イ オプション（ネットワークおよびネットマスクがデフォルト ルートに対して適切な場合）

に変換された Framed-Route。

– リレー エージェント情報（Option 82）のコピー。DHCP クライアントがパケットを受信する

前に、リレーは Option 82 を削除します。

– Session-Timeout に設定された T1 時間および Session-Duration に設定された T2 時間。

6. クライアントは、DHCPREQUEST ブロードキャスト メッセージで、提示された IP アドレスの正

式な要求を DHCP サーバに戻します。
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7. DHCP は、リース情報および DHCP オプションを含む DHCP ACK ユニキャスト メッセージをク

ライアントに返すことにより、IP アドレスがクライアントに割り当てられたことを確認します。

8. RADIUS サーバ アカウンティング要求が開始され、その後に Authentication, Authorization, and 
Accounting（AAA; 認証、認可、アカウンティング）サブシステムが使用する RADIUS サーバ ア
カウンティング応答が続きます。

RADIUS サーバ アトリビュートが Access-Accept メッセージ内にない場合、対応する DHCP オプショ

ンは DHCP クライアントに送信されません。特定の RADIUS サーバ アトリビュートを生成すること

に必要な情報を DHCP サーバが入手できない場合、DHCP サーバは RADIUS パケットに情報を含めま

せん。含めないということは、アトリビュートを送信しない（情報がまったくない場合）、またはアト

リビュートから情報を省略する（CLI-based 形式の文字列の場合）という形をとれます。

DHCP オプションが DHCP サーバに提供されているが無効な場合は、DHCP サーバは Access-Request 
内の対応する RADIUS アトリビュートを送信しない、または無効な RADIUS サーバ アトリビュート

を送信する可能性があります。

DHCP サーバ RADIUS プロキシ拡張機能アーキテクチャ

DHCP および RADIUS プロキシ拡張機能アーキテクチャのアドレス割り当ては、次のようなシーケン

スで行われます。

1. クライアントは、レジデンシャル ゲートウェイからネットワークにアクセスして DHCP 
DISCOVER ブロードキャスト メッセージをリレー エージェントに送信します。DHCP 
DISCOVER メッセージには、クライアント IP アドレス、ホスト名、ベンダー クラス ID、および

クライアント ID が含まれます。

2. リレー エージェントは、次の情報を含む DHCP DISCOVER ユニキャスト メッセージをルータに

送信します。

– 内側および外側 VLAN ID を含むリモート ID サブオプションを伴うリレー エージェント情報

（Option 82）。

– DHCP DISCOVER パケット内のクライアント情報。

ルータは、DHCP パケットを受信するインターフェイスの IP ヘルパー アドレスから DHCP サーバ

のアドレスを決定します。

3. RADIUS サーバは、DHCP オプションを RADIUS アトリビュートに変換するための 
Access-Request メッセージを受信します。

4. RADIUS サーバは、Access-Accept メッセージで応答し、次のアトリビュートを DHCP サーバに

配信します。

– Classname

– Session-Timeout（任意）

– Session-Duration（任意）

5. DHCP サーバは、指定された Classname の下に設定されたアドレスを識別してクライアントにア

ドレスを割り当てます。

6. DHCP サーバは、RADIUS サーバ Access-Accept メッセージからの次の変換を含む OFFER ユニ

キャスト メッセージをクライアントに送信します。

– DHCP Option 51（IP アドレス リース時間）に挿入された Session-Timeout。

– 標準の Cisco Framed-Route 形式から DHCP Option 121 または DHCP デフォルト ゲートウェ

イ オプションに変換された Framed-Route。
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– リレー エージェント情報（Option 82）のコピー。DHCP クライアントがパケットを受信する

前に、リレーは Option 82 を削除します。

– Session-Timeout に設定された T1 時間および Session-Duration に設定された T2 時間。

7. クライアントは、DHCP REQUEST ブロードキャスト メッセージで、提示された IP アドレスの正

式な要求を DHCP サーバに戻します。

8. DHCP サーバは、リース情報および DHCP オプションを含む DHCP ACK ユニキャスト メッセー

ジをクライアントに返すことにより、IP アドレスが割り当てられたことを確認します。

9. RADIUS サーバ アカウンティング要求が開始され、その後に AAA サブシステムが使用する 
RADIUS サーバ アカウンティング応答が続きます。

（注） • Classname アトリビュートが受信した Access-Accept メッセージ内にない場合、DHCP サーバは

デフォルト Classname と仮定してデフォルト クラスから IP アドレスの割り当てを試みます。デ

フォルト クラスの IP アドレスが使用可能な場合のみ、IP アドレスはクライアントに割り当てられ

ます。

• Framed-IP-Address、Framed-IP-Netmask、Session-Timeout、および Session-Duration アトリ

ビュートが Access-Accept メッセージ内にある場合、Classname アトリビュートは無視されて 
DHCP サーバは Framed-IP-Address アトリビュート内の受信した IP アドレスをクライアントに割

り当てます。

DHCP サーバと RADIUS 変換

表 1 に、DHCP DISCOVER メッセージ内の DHCP オプションから RADIUS サーバ Access-Request 
メッセージ内のアトリビュートへの変換を一覧で示します。

表 2 に、RADIUS サーバ Access-Accept メッセージ内のアトリビュートから DHCP OFFER メッセー

ジ内の DHCP オプションへの変換を一覧で示します。

表 1 DCHP DISCOVER から RADIUS Access-Request への変換

DHCP DISCOVER RADIUS Access-Request

Client ID DHCP Option 61 の 16 進形式のエンコードされ

た値と等しい Cisco Attribute-Value（AV; アトリ

ビュート値）ペア dhcp-client-id

D-router 上の VLAN パラメータを含められる 
DHCP リレー情報オプション

DHCP Option 82 の 16 進形式のエンコードされ

た値と等しい Cisco AV ペア dhcp-relay-info

リレー エージェントのゲートウェイ アドレス

（DHCP パケットの giaddr フィールド）

NAS-identifier

Hostname DHCP Option 12 の値と等しい Cisco AV ペア 
client-hostname

該当なし DHCP サーバに設定された User-Password

ベンダー クラス DHCP Option 60 の 16 進形式のエンコードされ

た値と等しい Cisco AV ペア dhcp-vendor-class

レジデンシャル ゲートウェイの仮想 MAC アド

レス 
User-Name
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  DHCP サーバ RADIUS プロキシについて
DHCP サーバ RADIUS プロキシに対する RADIUS プロファイル

DHCP サーバ RADIUS プロキシに対して RADIUS サーバ ユーザ プロファイルを設定する場合は、次

の注意事項に従います。

• Session-Timeout アトリビュートには、秒単位の値が含まれる必要があります。このアトリビュー

トがない場合、DHCP OFFER はクライアントに送信されません。

• RADIUS ユーザ プロファイルには、次のアトリビュートが含まれる必要があります。

– Framed-IP-Address

– Framed-IP-Netmask

– Framed-Route

– Session-Timeout

– Session-Duration：Session-Duration は、Cisco AV ペア session-duration = seconds です。

seconds は、すべての更新を含むリース期間の 長時間です。Session-Duration の値は 
Session-Timeout アトリビュート値以上である必要があり、またゼロになれません。

• 追加の RADIUS サーバ アトリビュートも可能ですが必須ではありません。DHCP サーバは、追加

のアトリビュートで理解できないものは無視します。RADIUS サーバ ユーザ プロファイルに空の

必須のアトリビュートが含まれている場合、DHCP サーバは DHCP オプションを生成しません。

DHCP サーバ RADIUS プロキシ拡張機能に対する RADIUS プロファイル

Classname に対して DHCP サーバ RADIUS プロキシ拡張機能の RADIUS サーバ ユーザ プロファイル

を設定する場合は、次の注意事項に従います。

• Session-Timeout アトリビュートがある場合は、秒単位の値が含まれる必要があります。

• RADIUS ユーザ プロファイルには、次のアトリビュートが含められます。

– Classname（このアトリビュートがない場合、デフォルト Classname が考慮されます）。

– Framed-Route 

– Session-Timeout

表 2 RADIUS Access-Accept から DHCP OFFER への変換

RADIUS Access-Accept DHCP OFFER

秒単位の Cisco AV ペア session-duration で、こ

の秒は Session-Timeout アトリビュートの秒数以

上です

DHCP サーバのセッション コントロールを提供

します。このアトリビュートは、DHCP クライ

アントに送信されません。

Classname DHCP サーバのアドレス割り当てに使用するク

ラスを指定する文字列を含みます。

Framed-IP-Address レジデンシャル ゲートウェイの IP アドレス。

Framed-IP-Netmask サブネット マスク（Option 1）。

Framed-Route（RADIUS アトリビュート 22）。各 
DHCP オプションに 1 つのルート、1 つの 
RADIUS パケットに 大 16 の Framed-Route オ
プションが可能です

1 つのオプション（Option 121）に 大 16 のク

ラスレス ルートを含みます。

Session-Timeout IP アドレス リース時間（Option 51）。
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  DHCP サーバ RADIUS プロキシの設定方法
– Session-Duration：Session-Duration は、Cisco AV ペア session-duration = seconds です。

「seconds」は、すべての更新を含むリース期間の 長時間です。Session-Duration の値は 
Session-Timeout アトリビュート値以上である必要があり、またゼロになれません。

• 追加の RADIUS サーバ アトリビュートも可能ですが必須ではありません。DHCP サーバは、追加

のアトリビュートで理解できないものは無視します。

DHCP サーバ RADIUS プロキシの設定方法 
ここでは、次の作業について説明します。

• 「DHCP サーバ RADIUS プロキシに対する AAA-Related コマンド設定」（P.7）（必須）

• 「RADIUS プロキシに対する DHCP サーバ許可の設定」（P.11）（任意）

• 「DHCP サーバ プロキシ拡張機能の設定」（P.14）（任意）

• 「DHCP サーバのモニタリングおよびメンテナンス」（P.16）（任意）

DHCP サーバ RADIUS プロキシに対する AAA-Related コマンド設定

DHCP サーバ RADIUS プロキシ機能および DHCP サーバ RADIUS プロキシ拡張機能の設定に必要な 
AAA-related コマンドの設定には次の作業を実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. service dhcp

4. aaa new-model

5. aaa group server radius group-name

6. server ip-address [auth-port port-number] [acct-port port-number]

7. exit

8. aaa authorization network method-list-name group group-name

9. aaa accounting network method-list-name start-stop group group-name

10. interface type slot/subslot/port[.subinterface]

11. encapsulation dot1q vlan-id second-dot1q {any | vlan-id [,vlan-id [-vlan-id]]}

12. ip address address mask

13. no shutdown

14. exit

15. radius-server host ip-address [auth-port port-number] [acct-port port-number]

16. radius-server key {0 string | 7 string | string}

17. exit
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  DHCP サーバ RADIUS プロキシの設定方法
手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 service dhcp

例：
Router(config)# service dhcp

ルータ上の DHCP サーバ機能およびリレー エージェント

機能をイネーブルにします。

• デフォルトでルータ上のこれらの機能はイネーブルで

す。

ステップ 4 aaa new-model

例：
Router(config)# aaa new-model

AAA アクセス コントロール システムをイネーブルにしま

す。

ステップ 5 aaa group server radius group-name

例：
Router(config)# aaa group server radius 
group1

RADIUS サーバ ホストをグループ化するためにサーバ ホ
スト リストの名前を指定して、server-group コンフィギュ

レーション モードを開始します。

• group-name：サーバ グループの名前を表す文字列。

次の語はグループ名として使用できません。

– auth-guest

– enable

– guest

– if-authenticated

– if-needed

– krb5

– krb-instance

– krb-telnet

– line

– local

– none

– radius

– rcmd

– tacacs

– tacacsplus
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  DHCP サーバ RADIUS プロキシの設定方法
ステップ 6 server ip-address [auth-port port-number] 
[acct-port port-number]

例：
Router(config-sg-radius)# server 10.1.1.1 
auth-port 1700 acct-port 1701

定義済みのサーバ グループの RADIUS サーバ ホストの IP 
アドレスを指定します。

• サーバ グループに関連付ける各 RADIUS サーバ ホス

トに対してこのコマンドを繰り返します。

– ip-address：RADIUS サーバ ホストの IP アドレス。

– auth-port port-number：（任意）認証要求のため

の UDP 宛先ポートを指定します。デフォルト値

は 1645 です。

– acct-port port-number：（任意）アカウンティン

グ要求のための UDP 宛先ポートを指定します。

デフォルト値は 1646 です。

ステップ 7 exit

例：
Router(config-sg-radius)# exit

server-group コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 8 aaa authorization network method-list-name 
group group-name

例：
Router(config)# aaa authorization network 
auth1 group group1

DHCP 許可のための方式リストおよびサーバ グループを指

定します。

• method-list-name：許可方式リストの名前を表す文字

列。

• group：サーバ グループを指定します。

• group-name：DHCP 許可を適用するサーバ グループ

の名前。

ステップ 9 aaa accounting network method-list-name 
start-stop group group-name

例：
Router(config)# aaa accounting network acct1 
start-stop group group1

AAA アカウンティングをすべてのネットワーク サービス

要求に実行することを指定します。

• method-list-name：アカウンティング方式リストの名

前を表す文字列。

• start-stop：プロセスの 初にアカウンティング開始

通知を送信し、プロセスの 後にアカウンティング停

止通知を送信します。アカウンティング開始レコード

は、バックグラウンドで送信されます。アカウンティ

ング開始通知がアカウンティング サーバで受信された

かどうかにかかわらず、要求されたユーザ プロセスが

開始されます。

• group：サーバ グループを指定します。

• group-name：DHCP アカウンティングを適用するサー

バ グループの名前。

ステップ 10 interface type 
slot/subslot/port[.subinterface]

例：
Router(config)# interface ethernet 1/10/0.0

DHCP クライアントが DHCP サーバから IP アドレスを取

得することを許可するインターフェイスまたはサブイン

ターフェイスを設定して、サブインターフェイス コンフィ

ギュレーション モードを開始します。

コマンドまたはアクション 目的
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ステップ 11 encapsulation dot1q vlan-id second-dot1q {any 
| vlan-id [,vlan-id [-vlan-id]]}

例：
Router(config-subif)# encapsulation dot1q 100 
second-dot1q 200

（任意）VLAN のサブインターフェイス上で、トラフィッ

クの IEEE 802.1Q カプセル化をイネーブルにします。

• vlan-id：VLAN ID で、1 ～ 4094 の範囲の整数。

VLAN ID の範囲を定義することに使用する VLAN ID 
の開始値と終了値を区切るには、ハイフンを入力しま

す。（任意）各 VLAN ID の範囲を次の範囲と区切るに

は、カンマを入力します。

• second-dot1q：IEEE 802.1Q-in-Q VLAN Tag 
Termination 機能をサポートして内側 VLAN ID を設定

します。

• any：1 ～ 4094 の範囲の任意の秒タグ。

ステップ 12 ip address address mask

例：
Router(config-subif)# ip address 192.168.1.1 
255.255.255.0

インターフェイスまたはサブインターフェイスの IP アド

レスを指定します。

• address は、インターフェイスまたはサブインター

フェイスの IP アドレスです。

• mask は、IP アドレスのサブネット アドレスです。

ステップ 13 no shutdown

例：
Router(config-subif)# no shutdown

インターフェイスまたはサブインターフェイスをイネーブ

ルにします。

ステップ 14 exit

例：
Router(config-subif)# exit

サブインターフェイス コンフィギュレーション モードを

終了して、グローバル コンフィギュレーション モードを

開始します。

ステップ 15 radius-server host ip-address [auth-port 
port-number] [acct-port port-number]

例：
Router(config)# radius-server host 10.1.1.1

RADIUS サーバ ホストを指定します。

• ip-address は、RADIUS サーバ ホストの IP アドレス

です。

• auth-port port-number：（任意）認証要求のための 
UDP 宛先ポートを指定します。デフォルト値は 1645 
です。

• acct-port port-number：（任意）アカウンティング要

求のための UDP 宛先ポートを指定します。デフォル

ト値は 1646 です。

コマンドまたはアクション 目的
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RADIUS プロキシに対する DHCP サーバ許可の設定

RADIUS プロキシに対する DHCP サーバ機能を設定するには、次の作業を実行します。

前提条件

RADIUS プロキシに対する DHCP サーバ機能を設定する前に AAA 設定を実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. ip dhcp use class [aaa]

4. ip dhcp pool name

5. accounting method-list-name

6. authorization method method-list-name

7. authorization shared-password password

8. authorization username string

9. exit

ステップ 16 radius-server key {0 string | 7 string | 
string}

例：
Router(config)# radius-server key string1

ルータと RADIUS デーモンとの間におけるすべての 
RADIUS 通信用の認証および暗号化キーを指定します。

• 0 string：暗号化されていない（平文）共有キーを指定

します。

• 7 string：秘密の共有キーを指定します。

（注） 入力するキーはすべて RADIUS デーモン上のキー

と一致する必要があります。先頭のスペースはす

べて無視されますが、キーの中間および末尾のス

ペースは使用できます。キーにスペースを使用す

る場合は、引用符がキーの一部である場合を除き、

引用符でキーを囲まないでください。

ステップ 17 exit

例：
Router(config)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終了します。

コマンドまたはアクション 目的
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手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip dhcp use class [aaa]

例：
Router(config)# ip dhcp use class aaa

AAA サーバを使用してクラス名を取得するように DHCP 
サーバを設定します。

ステップ 4 ip dhcp pool name

例：
Router(config)# ip dhcp pool pool1

DHCP サーバ アドレス プールの名前を指定し、DHCP 
プール コンフィギュレーション モードを開始します。

• name：プールの名前。

ステップ 5 accounting method-list-name

例：
Router(dhcp-config)# accounting acct1

DHCP アカウンティングをイネーブルにします。

• method-list-name：アカウンティング方式リストの名前。

ステップ 6 authorization method method-list-name

例：
Router(dhcp-config)# authorization method 
auth1

DHCP 許可をイネーブルにします。

• method-list-name：許可方式リストの名前。

ステップ 7 authorization shared-password password

例：
Router(dhcp-config)# authorization 
shared-password password1

RADIUS ユーザ プロファイルに設定したパスワードを指

定します。
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ステップ 8 authorization username string

例：
Router(dhcp-config)# authorization username 
%c-user1

DHCP クライアントに設定情報をダウンロードするとき

に、RADIUS が DHCP サーバに送信するパラメータを指

定します。

• string 引数には、DHCP クライアント情報を挿入する

ための次の形式の文字が含まれます。

– %%：RADIUS サーバに送信した文字列内のパー

セント記号（%）文字を送信します。

– %c：ASCII 形式の DHCP クライアント（chaddr 
フィールド）のイーサネット アドレス。

– %C：16 進形式の DHCP クライアントのイーサ

ネット アドレス。

– %g：DHCP リレー エージェント（giaddr フィー

ルド）のゲートウェイ アドレス。

– %i：ASCII 形式の DHCP リレー情報（Option 
82）からの内側 VLAN ID。

– %I：16 進形式の DHCP リレー情報からの内側 
VLAN ID。

– %o：ASCII 形式の DHCP リレー情報（Option 
82）からの外側 VLAN ID。

– %O：16 進形式の DHCP リレー情報（Option 82）
からの外側 VLAN ID。

– %p：ASCII 形式の DHCP リレー情報（Option 
82）からのポート番号。

– %P：16 進形式の DHCP リレー情報（Option 82）
からのポート番号。

– %u：ASCII 形式の DHCP リレー情報からの回線 
ID。

– %U：16 進形式の DHCP リレー情報からの回線 ID。

– %r：ASCII 形式の DHCP リレー情報からのリ

モート ID。

– %R：16 進形式の DHCP リレー情報からのリモー

ト ID。

（注） パーセント（%）記号は、特定の文字に関連付けら

れた DHCP クライアント情報を挿入するための

マーカーです。% は、%% 文字を指定しない限り 
RADIUS サーバに送信されません。

ステップ 9 exit

例：
Router(dhcp-config)# exit

DHCP プール コンフィギュレーション モードを終了します。

コマンドまたはアクション 目的
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  DHCP サーバ RADIUS プロキシの設定方法
DHCP サーバ プロキシ拡張機能の設定

DHCP サーバ プロキシ拡張機能を設定するには、次の作業を実行します。

前提条件

RADIUS プロキシに対する DHCP サーバ機能を設定する前に AAA 設定を実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. ip dhcp use class aaa

4. ip dhcp pool name

5. accounting server-group-name 

6. authorization method method-list-name

7. authorization shared-password password

8. authorization username username

9. exit

10. ip dhcp pool name

11. network network-number [mask [secondary] | /prefix-length [secondary]]

12. class class-name

13. address range start-ip end-ip

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip dhcp use class aaa

例：
Router(config)# ip dhcp use class aaa

クラス名の取得に AAA サーバを使用することを指定します。

ステップ 4 ip dhcp pool name

例：
Router(config)# ip dhcp pool pool1

DHCP サーバに対し DHCP アドレス プールを設定し、

DHCP プール コンフィギュレーション モードを開始します。
14
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  DHCP サーバ RADIUS プロキシの設定方法
ステップ 5 accounting server-group-name 

例：
Router(dhcp-config)# accounting list1

サーバ グループの DHCP アカウンティングをイネーブル

にします。

ステップ 6 authorization method method-list-name

例：
Router(dhcp-config)# authorization method 
list1

DHCP に対して RADIUS を使用する、アドレス割り当て

に使用する方式リストを指定します。

ステップ 7 authorization shared-password password

例：
Router(dhcp-config)# authorization 
shared-password password1

DHCP クライアントに設定情報をダウンロードするとき

に、RADIUS が DHCP または RADIUS サーバに送信する

パスワードを指定します。

ステップ 8 authorization username username

例：
Router(dhcp-config)# authorization username 
user1

DHCP クライアントに設定情報をダウンロードするとき

に、RADIUS が DHCP サーバに送信するパラメータを指

定します。

ステップ 9 exit

例：
Router(dhcp-config)# exit

DHCP プール コンフィギュレーション モードを終了し、

グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 10 ip dhcp pool name

例：
Router(config)# ip dhcp pool name2

DHCP サーバに対し DHCP アドレス プールを設定し、

DHCP プール コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 11 network network-number [mask [secondary] | 
/prefix-length [secondary]]

例：
Router(config)# network 10.0.0.1 
255.255.255.0

Cisco IOS DHCP サーバの DHCP アドレス プール プライ

マリまたはセカンダリ サブネットに、ネットワーク番号お

よびマスクを設定します。

ステップ 12 class class-name

例：
Router(config)# class name1

クラスを DHCP アドレス プールに関連付け、DHCP プー

ル クラス コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 13 address range start-ip end-ip

例：
Router(config-dhcp-pool-class)# address range 
10.0.0.1 10.0.0.5

DHCP サーバ アドレス プールの DHCP クラスにアドレス

範囲を設定します。

コマンドまたはアクション 目的
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  DHCP サーバ RADIUS プロキシの設定方法
DHCP サーバのモニタリングおよびメンテナンス

DHCP サーバ情報の確認およびモニタをするには、次の作業を実行します。ルータが特権 EXEC モー

ドになったら、コマンドを任意の順序で入力できます。

手順の概要

1. enable

2. debug ip dhcp server packet

3. debug ip dhcp server events

4. show ip dhcp binding [address]

5. show ip dhcp server statistics

6. show ip dhcp pool [name]

7. show ip route dhcp [address]

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 debug ip dhcp server packet

例：
Router# debug ip dhcp server packet

（任意）DHCP サーバ デバッグをイネーブルにします。

ステップ 3 debug ip dhcp server events

例：
Router# debug ip dhcp server events

（任意）アドレス割り当てやデータベース更新などの 
DHCP サーバ イベントを報告します。

ステップ 4 show ip dhcp binding [address]

例：
Router# show ip dhcp binding

（任意）特定の DHCP サーバに作成されているすべてのバ

インディングのリストを表示します。

• show ip dhcp binding コマンドを使用すると、すでに

割り当てられている IP アドレスが表示されます。アド

レス プールに空きがあることを確認します。必要に応

じて、プールを再作成してより大きいアドレス プール

を作成します。

• show ip dhcp binding コマンドを使用して、ホストの 
IP アドレスのリース有効期限の日時を表示します。

ステップ 5 show ip dhcp server statistics

例：
Router# show ip dhcp server statistics

（任意）サーバの統計情報に関するカウント情報および送

受信したメッセージを表示します。
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  DHCP サーバ RADIUS プロキシの設定例
DHCP サーバ RADIUS プロキシの設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

• 「例：RADIUS プロキシに対する DHCP サーバ設定」（P.17）

• 「例：RADIUS プロキシに対する RADIUS プロファイルの設定」（P.18）

• 「例：RADIUS プロキシ拡張機能に対する DHCP サーバ設定」（P.18）

• 「例：RADIUS プロキシ拡張機能に対する RADIUS プロファイルの設定」（P.19）

例：RADIUS プロキシに対する DHCP サーバ設定

次に、DHCP リースの RADIUS-based 許可のために DHCP サーバを設定する方法の例を示します。こ

の例では、DHCP クライアントはイーサネット インターフェイス 4/0/1 およびイーサネット サブイン

ターフェイス 4/0/3.10 に接続できます。username 文字列（%c-user1）は、RADIUS サーバが user1 と
いう名前の DHCP クライアントのイーサネット アドレスを DHCP サーバに送信することを指定します。

Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# service dhcp
Router(config)# aaa new-model
Router(config)# aaa group server radius rad1
Router(config-sg)# server 10.1.1.1
Router(config-sg)# server 10.1.5.10
Router(config-sg)# exit 
Router(config)# aaa authorization network auth1 group group1
Router(config)# aaa accounting network acct1 start-stop group group1
Router(config)# aaa session-id common
Router(config)# ip dhcp database tftp://172.16.1.1/router-dhcp write-delay 100 timeout 5
!
Router(config)# ip dhcp pool pool_common
Router(config-dhcp)# accounting acct1
Router(config-dhcp)# authorization method auth1
Router(config-dhcp)# authorization shared-password cisco
Router(config-dhcp)# authorization username %c-user1
Router(config-dhcp)# exit
! 
Router(config)# interface ethernet 4/0/1
Router(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
Router(config-if)# exit
Router(config-if)# interface ethernet 4/0/3.10 
Router(config-if)# encapsulation dot1q 100 second-dot1q 200
Router(config-if)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)# exit

ステップ 6 show ip dhcp pool [name]

例：
Router# show ip dhcp pool

（任意）DHCP サーバおよびリレー エージェントによって

ルーティング テーブルに追加されたルートを表示します。

ステップ 7 show ip route dhcp [address]

例：
Router# show ip route dhcp [address]

（任意）DHCP アドレス プールに関する情報を表示します。

コマンドまたはアクション 目的
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Router(config)# radius-server host 10.1.3.2
Router(config)# radius-server key cisco
Router(config)# exit

例：RADIUS プロキシに対する RADIUS プロファイルの設定

次に、DHCP サーバに送信する Access-Accept メッセージ内のアトリビュートに一般的な RADIUS 
ユーザ プロファイルを設定する方法の例を示します。

DHCP-00059A3C7800 Password = “password”
Service-Type = Framed,
Framed-Ip-Address = 10.3.4.5,
Framed-Netmask = 255.255.255.0,
Framed-Route = "0.0.0.0 0.0.0.0 10.3.4.1",
Session-Timeout = 3600,
Cisco:Cisco-Avpair = "session-duration=7200”

例：RADIUS プロキシ拡張機能に対する DHCP サーバ設定

次に、classname の RADIUS-based 許可のために DHCP サーバを設定する方法の例を示します。この例

では、DHCP クライアントはイーサネット インターフェイス 4/0/1 およびイーサネット サブインター

フェイス 4/0/3.10 に接続できます。username 文字列（%c-user1）は、RADIUS サーバが user1 という

名前の DHCP クライアントのイーサネット アドレスを DHCP サーバに送信することを指定します。

Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# service dhcp
Router(config)# aaa new-model
Router(config)# aaa group server radius rad1
Router(config-sg)# server 10.1.1.1
Router(config-sg)# server 10.1.5.10
Router(config-sg)# exit
Router(config)# aaa authorization network auth1 group group1
Router(config)# aaa accounting network acct1 start-stop group group1
Router(config)# aaa session-id common
Router(config)# ip dhcp database tftp://172.0.2.1/router-dhcp write-delay 100 timeout 5
!
Router(config)# ip dhcp pool pool_common
Router(config-dhcp)# accounting acct1
Router(config-dhcp)# authorization method auth1
Router(config-dhcp)# authorization shared-password password1
Router(config-dhcp)# authorization username %c-user1
Router(config-dhcp)# exit
!
Router(config)# ip dhcp pool pool_subnet
Router(config-dhcp)# network 10.3.4.0 255.255.255.0
Router(config-dhcp)# class class-1
Router(config-dhcp)# address range 10.3.4.1 10.3.4.10
Router(config-dhcp)# exit
!
Router(config)# interface ethernet 4/0/1
Router(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
Router(config-if)# exit
Router(config-if)# interface ethernet 4/0/3.10
Router(config-if)# encapsulation dot1q 100 second-dot1q 200
Router(config-if)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)# exit
Router(config)# radius-server host 10.1.3.2
Router(config)# radius-server key cisco
Router(config)# exit
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例：RADIUS プロキシ拡張機能に対する RADIUS プロファイルの設定

次に、DHCP サーバに送信する Access-Accept メッセージ内のアトリビュートに一般的な RADIUS 
ユーザ プロファイルを設定する方法の例を示します。

DHCP-00059A3C7800 Password = “password”
Service-Type = Framed,
Classname = "class-1"
Framed-Route = "0.0.0.0 0.0.0.0 10.3.4.1",
Session-Timeout = 3600,
Cisco:Cisco-Avpair = "session-duration=7200”

参考資料

関連資料

規格

MIB

RFC

関連項目 参照先

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

DHCP リレー設定 『Cisco IOS DHCP リレー エージェント設定』

DHCP コマンド：コマンド構文の詳細、コマンド 
モード、コマンド履歴、デフォルト、使用上の注意事

項、および例

『Cisco IOS IP Addressing Services Command Reference』

規格 タイトル

新しい規格または変更された規格はサポートされてい

ません。また、既存の規格に対するサポートに変更は

ありません。

—

MIB MIB リンク

新しい MIB または変更された MIB はサポートされて

いません。また、既存の MIB に対するサポートに変

更はありません。

選択したプラットフォーム、シスコのソフトウェア リリース、お

よび機能セットの MIB の場所を検索しダウンロードするには、次

の URL にある Cisco MIB Locator を使用します。

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

RFC タイトル

新しい RFC または変更された RFC はサポートされて

いません。また、既存の RFC に対するサポートに変

更はありません。

—
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  シスコのテクニカル サポート
シスコのテクニカル サポート

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを 大限に活用してください。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立

ちます。

• テクニカル サポートを受ける

• ソフトウェアをダウンロードする

• セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ

製品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

• ツールおよびリソースへアクセスする

– Product Alert の受信登録

– Field Notice の受信登録

– Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

• Networking Professionals（NetPro）コミュニ

ティで、技術関連のディスカッションに参加する

• トレーニング リソースへアクセスする

• TAC Case Collection ツールを使用して、ハード

ウェアや設定、パフォーマンスに関する一般的な

問題をインタラクティブに特定および解決する

この Web サイト上のツールにアクセスする際は、

Cisco.com のログイン ID およびパスワードが必要です。

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
20
 

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html


 

DHCP サーバ RADIUS プロキシ

  DHCP サーバ RADIUS プロキシの機能情報
DHCP サーバ RADIUS プロキシの機能情報
表 3 に、このモジュールで説明した機能をリストし、特定の設定情報へのリンクを示します。

プラットフォームのサポートおよびソフトウェア イメージのサポートに関する情報を検索するには、

Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator を使用すると、特定のソフトウェア リ
リース、機能セット、またはプラットフォームをサポートするソフトウェア イメージを判別できます。

Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスしてください。Cisco.com の
アカウントは必要ありません。

（注） 表 3 には、一連のソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入されたソフトウェア リリー

スだけが記載されています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リ
リースでもサポートされます。

表 3 Cisco IOS DHCP サーバ RADIUS プロキシの機能情報

機能名 リリース 機能情報

DHCP サーバ RADIUS プロキシ 12.2(31)ZV1
12.2(34)SB
12.2(33)XNE
15.0(1)S

DHCP サーバ RADIUS プロキシ機能により、サーバはリ

モート クライアント許可およびサーバからの応答に基づく

アドレス割り当てが可能になります。

次のセクションで、この機能に関する情報を参照できます。

• 「DHCP サーバ RADIUS プロキシの概要」（P.2）

• 「DHCP サーバ RADIUS プロキシ アーキテクチャ」（P.3）

• 「RADIUS プロキシに対する DHCP サーバ許可の設

定」（P.11）

この機能により次のコマンドが変更されました。

authorization method（DHCP）、authorization 
shared-password、authorization username（DHCP）。

DHCP RADIUS プロキシ拡張機能 15.0(1)S DHCP RADIUS プロキシ拡張機能では、クライアントに割

り当てるためのクラス名または IP アドレスのいずれかを受

け入れるように DHCP サーバを設定するオプションを提供

します。

次のセクションで、この機能に関する情報を参照できます。

• 「DHCP サーバ RADIUS プロキシ拡張機能」（P.2）

• 「DHCP サーバ RADIUS プロキシ拡張機能アーキテク

チャ」（P.4）

• 「DHCP サーバ プロキシ拡張機能の設定」（P.14）

次のコマンドが導入または変更されました。accounting
（DHCP）、address range、authorization method
（DHCP）、authorization shared-password、
authorization username（DHCP）、class（DHCP）、
network（DHCP）。
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  用語集
用語集
DHCP：Dynamic Host Configuration Protocol。

giaddr：ゲートウェイ IP アドレス。DHCP メッセージの giaddr フィールドは、クライアントが属する 
IP アドレス サブネットの情報を DHCP サーバに提供します。また、応答メッセージの送信先の IP ア
ドレスも DHCP サーバに提供します。

MPLS：Multiprotocol Label Switching（マルチプロトコル ラベル スイッチング）。

VPN：Virtual Private Network（バーチャル プライベート ネットワーク）。トンネリングを使用してパ

ブリック TCP/IP ネットワーク経由で IP トラフィックをセキュアに転送できるようにします。

VRF：VPN Routing and Forwarding（VPN ルーティングおよび転送）インスタンス。VRF は、IP ルー

ティング テーブル、取得された転送テーブル、その転送テーブルを使用する一連のインターフェイス、

転送テーブルに登録されるものを決定する一連のルールおよびルーティング プロトコルで構成されてい

ます。一般に、VRF には、PE ルータに付加されるカスタマー VPN サイトが定義されたルーティング情

報が格納されています。PE ルータでインスタンス化された各 VPN は独自の VRF を持ちます。

クライアント：DHCP プロトコルまたは BOOTP プロトコルを使用して、インターフェイスの設定

（IP アドレスの取得）を試行しているホスト。

サーバ：DHCP サーバまたは BOOTP サーバ。

リレー エージェント：異なるサブネット上のサーバとクライアント間で DHCP メッセージおよび 
BOOTP メッセージを転送するルータ。

Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's trademarks 
can be found at 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. (1005R)

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび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。

© 2005–2010 Cisco Systems, Inc. 
All rights reserved.

Copyright © 2005–2011, シスコシステムズ合同会社 .
All rights reserved.
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Cisco IOS DHCP リレー エージェント設定 

Cisco IOS ソフトウェアが稼動している Cisco ルータには、DHCP サーバとリレー エージェント ソフ

トウェアが含まれています。DHCP リレー エージェントは、クライアントとサーバの間で DHCP パ
ケットを転送するホストです。このモジュールでは、Cisco IOS DHCP リレー エージェント設定に必

要な概念と作業について説明します。

機能情報の検索
ご使用のソフトウェア リリースが、このモジュールで説明している機能の一部をサポートしていない

場合があります。 新の機能情報および警告については、ご使用のプラットフォームおよびソフトウェ

ア リリースのリリースノートを参照してください。このモジュールに記載されている機能に関する情報

を検索したり、各機能がサポートされているリリースに関するリストを参照したりするには、「Cisco 
IOS DHCP リレー エージェントの機能情報」（P.29）を参照してください。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォーム、およびシスコのソフトウェア イメージの

各サポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアク

セスしてください。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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Cisco IOS DHCP リレー エージェント設定の前提条件 
DHCP リレー エージェントを設定する前に、「DHCP Overview」モジュールに記載されている概念に

ついて理解しておく必要があります。

Cisco IOS DHCP サーバとリレー エージェントは、デフォルトでイネーブルになっています。ディ

セーブルにされているかは、コンフィギュレーション ファイルで確認できます。ディセーブルにされ

ている場合、コンフィギュレーション ファイルに no service dhcp コマンドが表示されます。必要な場

合は、service dhcp コマンドを使用して、この機能を再度イネーブルにすることができます。

Cisco IOS DHCP リレー エージェントは、ip helper-address コマンドが設定された場合にだけ、イン

ターフェイス上でイネーブルになります。このコマンドにより、設定されている DHCP サーバに 
DHCP ブロードキャストを転送できるようになります。

DHCP リレー エージェントについて
• 「DHCP リレー エージェントの概要」（P.2）

• 「DHCP バルク リース クエリー」（P.2）

DHCP リレー エージェントの概要

DHCP リレー エージェントは、クライアントとサーバの間で DHCP パケットを転送するホストです。

リレー エージェントは、同一の物理サブネット上にないクライアントとサーバ間で要求および応答を

転送するために使用されます。リレー エージェント転送は、IP ルータの通常の転送とは異なります。

通常の転送では、IP データグラムがネットワーク間である程度透過的にスイッチングされます。対照

的に、リレー エージェントは DHCP メッセージを受信すると、新たに DHCP メッセージを生成して別

のインターフェイスに送信します。リレー エージェントはゲートウェイ IP アドレスを設定し（DHCP 
パケットの giaddr フィールド）、設定されている場合にはパケットにリレー エージェント情報オプショ

ン（Option 82）を追加して、DHCP サーバに転送します。サーバからの応答は、Option 82 を削除し

てからクライアントに転送されます。

Cisco IOS DHCP リレー エージェントは、スマート リレー エージェント転送の使用を含め、アンナン

バード インターフェイスの使用をサポートしています。アンナンバード インターフェイスを介して接

続されている DHCP クライアントの場合、DHCP クライアントがアドレスを取得すると、DHCP リ
レー エージェントはスタティックなホスト ルートを自動的に追加し、アンナンバード インターフェイ

スを発信インターフェイスとして指定します。リース時間経過後、またはクライアントがアドレスをリ

リースした場合、ルートは自動的に削除されます。

DHCP バルク リース クエリー

Cisco IOS DHCP リレー エージェントは、RFC 5460 に規定されたバルク リース クエリーをサポート

しています。DHCP for IPv6（DHCPv6）はバルク リース クエリーをサポートしているため、クライ

アントが DHCPv6 バインディングについての情報を要求できます。この機能により、新しいクエリー 
タイプが追加され、TCP を介した DHCPv6 バインディング データのバルク転送が可能になります。

DHCPv6 リレー エージェントがイネーブルの場合、バルク リース クエリーはデフォルトでイネーブル

になっています。バルク リース クエリーはリレー エージェントのスタートアップ時にトリガーされ、

リロードのために失われたバインディング情報を取得します。DHCP リレーの宛先がインターフェイ
2
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ス側で設定されている場合、バルク リース クエリーは DHCPv6 リレーがイネーブルにされているイン

ターフェイスの IPv6 アドレスによって実行されます。バルク リース クエリーは、リレー エージェン

ト プロセスからは独立したプロセスです。

バルク リース クエリーのパラメータを設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで 
ipv6 dhcp-relay bulk-lease [data-timeout timeout] [retry number] コマンドを使用します。DHCP バ
ルク リース クエリーをディセーブルにするには、ipv6 dhcp-relay bulk-lease disable コマンドを使用

します。バルク リース クエリーを回復するには、no ipv6 dhcp-relay bulk-lease disable コマンドを使

用します。

DHCP リレー エージェント設定方法 
ここでは、次の作業について説明します。

• 「パケット転送アドレスの指定」（P.3）（必須）

• 「リレー エージェント情報オプション サポートの設定」（P.5）（任意）

• 「インターフェイスごとのリレー エージェント情報オプション設定のサポート」（P.9）（任意）

• 「リレー エージェント情報オプションの加入者 ID サブオプションの設定」（P.11）（任意）

• 「クライアント ID の DHCP リレー クラス サポートの設定」（P.12）（任意）

• 「MPLS VPN の DHCP リレー エージェント サポートの設定」（P.15）（任意）

• 「リレー エージェント情報オプションのカプセル化サポートの設定」（P.18）（任意）

• 「スマート リレー エージェント転送を使用したセカンダリ アドレスへの DHCP ブロードキャスト

のゲートウェイ アドレス設定」（P.21）（任意）

• 「プライベートおよび標準のサブオプション番号のサポート設定」（P.22）（任意）

• 「DHCP リレー エージェントのトラブルシューティング」（P.23）（任意）

パケット転送アドレスの指定

パケットを DHCP サーバに転送するよう DHCP リレー エージェントを設定するには、この作業を実行

します。

DHCP クライアントは、 初の DHCPDISCOVER メッセージを送信するために UDP ブロードキャス

トを使用する必要があります。接続されたネットワークについての情報がクライアントにはないためで

す。クライアントがサーバを含まないネットワーク セグメント上に位置する場合、UDP ブロードキャ

ストは正常に転送されません。ほとんどのルータはブロードキャスト トラフィックを転送するよう設

定されていないからです。また、DHCP クライアントが DHCPDISCOVER メッセージをブロードキャ

ストする場合、リレー エージェントはクライアントに向けてもブロードキャスト メッセージを送信し

ます。ACK メッセージの受信後に不要な ARP チェックがクライアントによって実行されるため、

Address Resolution Protocol（ARP; アドレス解決プロトコル）エントリが作成されます。ARP テーブ

ルに 2 つのエントリがある場合、ARP タイムアウトの後に一方がタイムアウトになります。

この状況は、特定のクラスのブロードキャストをヘルパー アドレスに転送するよう、ブロードキャス

トを受信するルータのインターフェイスを設定することで解決できます。インターフェイスごとに、複

数のヘルパー アドレスを使用できます。

ルータがこれらのアドレスの割り当てやパラメータ要求を転送するとき、ルータは DHCP リレー エー

ジェントとして機能しています。Cisco ルータの DHCP リレー エージェントは、ip helper-address イ
ンターフェイス コンフィギュレーション コマンドを介して実装されます。
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図 1 では、DHCP クライアントが IP アドレスの要求と追加設定パラメータをローカル LAN 上でブ

ロードキャストしています。DHCP リレー エージェントとして機能しているルータ B は、ブロード

キャストをピックアップし、別のインターフェイス上で送信するために新しい DHCP メッセージを生

成します。この DHCP メッセージの一部として、リレー エージェントは ip helper-address コマンド

を含むインターフェイスの IP アドレスを、DHCP パケットの IP アドレス（giaddr）フィールドに挿入

します。この IP アドレスによって、DHCP サーバは、提示を受信する必要があるサブネットと、提示

する IP アドレスの適切な範囲とを決定できます。DHCP リレー エージェントは、ローカル ブロード

キャストを、ip helper-address インターフェイス コンフィギュレーション コマンドで指定された 
DHCP サーバ アドレスである 172.16.1.2 へと IP ユニキャストを介して送信します。

図 1 ヘルパー アドレスを使用した UDP ブロードキャストの DHCP サーバへの転送

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. interface type number

4. ip helper-address address 

5. exit

6. ip dhcp relay prefer known-good-server

手順の詳細

172.16.1.2

172.16.1.1 172.31.1.1 ip helper-address 172.16.1.2

 B

DHCP 

 A

DHCP 

12
71

32

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 interface type number

例：
Router(config)# interface FastEthernet0/0

インターフェイスを設定し、インターフェイス コンフィ

ギュレーション モードを開始します。
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リレー エージェント情報オプション サポートの設定

DHCP リレー エージェント情報オプションのサポートをイネーブルにするには、次の作業を実行します。

リレー エージェント情報オプション

自動 DHCP アドレス割り当ては通常、IP アドレスがゲートウェイ IP アドレス（DHCP パケットの 
giaddr フィールド）または着信インターフェイス IP アドレスになるかどうかに基づいています。一部

のネットワークでは、割り当てる IP アドレスを決定するために追加情報を使用する必要があります。

Cisco IOS リレー エージェントでは、クライアントが発信した DHCP パケットを DHCP サーバに転送

する際に、リレー エージェント情報オプション（Option 82）を使用して、自身についての追加情報を

含めることが可能です。

Cisco IOS は、ip dhcp relay information option コマンドを使用してこの機能をサポートします。リ

レー エージェントは、回線識別子サブオプションとリモート ID サブオプションを自動的にリレー エー

ジェント情報オプションへ追加し、DHCP サーバに転送します。

DHCP サーバは、この情報を使用して、IP アドレスの割り当て、アクセス コントロールの実施、およ

びサービス プロバイダー ネットワークの各加入者への Quality of Service（QoS）とセキュリティ ポリ

シー（または他のパラメータ割り当てポリシー）の設定を行えます。

図 2 に、リレー エージェント情報オプションがどのように DHCP パケットに挿入されるかを示しま

す。次のようにして挿入されます。

1. DHCP クライアントは DHCP 要求を生成し、ネットワーク上でブロードキャストします。

2. DHCP リレー エージェントはブロードキャスト DHCP 要求パケットを代行受信し、パケット内に

リレー エージェント情報オプション（Option 82）を挿入します。リレー エージェント情報オプ

ションには、関連するサブオプションが含まれています。

3. DHCP リレー エージェントは DHCP パケットを DHCP サーバにユニキャストします。

ステップ 4 ip helper-address address

例：
Router(config-if)# ip helper-address 
172.16.1.2

BOOTP や DHCP など、UPD ブロードキャストを転送し

ます。

• address 引数は特定の DHCP サーバ アドレスにする

か、他の DHCP サーバが宛先ネットワーク セグメン

トにある場合は、ネットワーク アドレスにできます。

ネットワーク アドレスを使用することで、他のサーバ

も DHCP 要求に応答できるようになります。

• 複数のサーバがある場合、各サーバに 1 つのヘルパー 
アドレスを設定できます。

ステップ 5 exit

例：
Router(config-if)# exit

（任意）インターフェイス コンフィギュレーション モード

を終了し、グローバル コンフィギュレーション モードを

開始します。

ステップ 6 ip dhcp relay prefer known-good-server

例：
Router(config)# ip dhcp relay prefer 
known-good-server

（任意）DHCP クライアントがアドレスを変更する頻度を

減少させ、クライアント要求を前の要求を処理したサーバ

に転送します。

• DHCP リレーはアンナンバード インターフェイス上の 
DHCP クライアントに提示されるアドレスの ARP エ
ントリを削除します。

コマンドまたはアクション 目的
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4. DHCP サーバはパケットを受信し、サブオプションを使用して IP アドレスや他の設定パラメータ

を割り当て、クライアントに転送します。

5. サブオプション フィールドは、クライアントへの転送の際にリレー エージェントによってパケッ

トから取り除かれます。

図 2 リレー エージェント情報オプションの動作

リレー エージェント情報の再転送ポリシー

DHCP リレー エージェントは、すでにリレー情報を持つ別の DHCP リレー エージェントからのメッ

セージを受信する場合があります。デフォルトでは、以前のリレー エージェントからのリレー情報は

置き換えられます。ご使用のネットワークでこの動作が適切でない場合、ip dhcp relay information 
policy {drop | keep | replace} グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して変更できます。

再転送ポリシーの動作が正しいことを確認するには、no ip dhcp relay information check グローバル 
コンフィギュレーション コマンドを使用して、リレー エージェント情報チェックがディセーブルであ

ることを確認します。

前提条件

DHCP オプションのはたらきを理解しておくことは重要です。詳しくは、「DHCP Overview」モ

ジュールを参照してください。

制約事項

• ip dhcp relay information コマンドがグローバル コンフィギュレーション モードでは設定されて

いて、インターフェイス コンフィギュレーション モードでは設定されていない場合、グローバル 
コンフィギュレーションがすべてのインターフェイスに適用されます。

12
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• ip dhcp relay information コマンドがグローバル コンフィギュレーション モードとインターフェ

イス コンフィギュレーション モードの両方で設定された場合、インターフェイス コンフィギュ

レーション コマンドがグローバル コンフィギュレーション コマンドより優先されます。ただし、

インターフェイス コンフィギュレーションがないインターフェイスにはグローバル コンフィギュ

レーションが適用されます。

• ip dhcp relay information コマンドがグローバル コンフィギュレーション モードでは設定されて

おらず、インターフェイス コンフィギュレーション モードでは設定されている場合、コンフィ

ギュレーション オプションが適用されたインターフェイスだけが影響を受けます。他のすべての

インターフェイスはコンフィギュレーションの影響を受けません。

リレー エージェント情報オプションのインターフェイスごとのサポートについて詳しくは、「インター

フェイスごとのリレー エージェント情報オプション設定のサポート」セクションを参照してください。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. ip dhcp relay information option 

4. ip dhcp relay information check

5. ip dhcp relay information policy {drop | keep | replace}

6. ip dhcp relay information trust-all

7. end

8. show ip dhcp relay information trusted-sources

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip dhcp relay information option 

例：
Router(config)# ip dhcp relay information 
option

DHCP サーバへの転送された BOOTREQUEST メッセージ

に、システムが DHCP リレー エージェント情報オプション

（Option 82 フィールド）を挿入できるようにします。

• この機能は、デフォルトではディセーブルです。
7



 

Cisco IOS DHCP リレー エージェント設定

  DHCP リレー エージェント設定方法
ステップ 4 ip dhcp relay information check 

例：
Router(config)# ip dhcp relay information 
check

（任意）転送された BOOTREPLY メッセージ内のリレー 
エージェント情報オプションが有効かチェックするよう 
DHCP を設定します。

• デフォルトでは、DHCP は DHCP サーバから受信した 
DHCP 応答パケット内の Option 82 フィールドが有効

かをチェックします。無効なメッセージを受信する

と、リレー エージェントはメッセージをドロップしま

す。有効なメッセージを受信すると、リレー エージェ

ントは Option 82 フィールドを削除し、パケットを転

送します。この機能がディセーブルにされている場

合、ip dhcp relay information check コマンドを使用

して再度イネーブルにします。

ステップ 5 ip dhcp relay information policy {drop | keep 
| replace}

例：
Router(config)# ip dhcp relay information 
policy replace

（任意）DHCP リレー エージェントの再転送ポリシー

（メッセージにすでにリレー情報が含まれている場合のリ

レー エージェントによる処理方法）を設定します。

• 詳細については、「リレー エージェント情報の再転送

ポリシー」の項を参照してください。

ステップ 6 ip dhcp relay information trust-all

例：
Router(config)# ip dhcp relay information 
trust-all

（任意）ルータ上のインターフェイスすべてを、DHCP リ
レー情報オプションの信頼できるソースとして設定します。

• デフォルトでは、DHCP パケット内のゲートウェイ ア
ドレスがすべてゼロに設定され、リレー エージェント

情報オプションがすでにパケット内に存在する場合、

DHCP リレー エージェントはパケットを廃棄します。

この動作をオーバーライドしてパケットを受け入れる

ようにするには、ip dhcp relay information trust-all 
コマンドを使用します。

• このコマンドは、クライアントと、Option 82 を挿入

する場合があるリレー エージェントとの間にスイッチ

がある場合に役立ちます。このコマンドを使用して、

パケットがドロップされないようにします。

• ip dhcp relay information trusted インターフェイス 
コンフィギュレーション モード コマンドを使用して、

インターフェイスを個別に DHCP リレー情報オプショ

ンの信頼できるソースとして設定できます。

ステップ 7 end

例：
Router(config)# end

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 8 show ip dhcp relay information trusted-sources

例：
Router# show ip dhcp relay information 
trusted-sources

（任意）DHCP リレー情報オプションの信頼できるソース

として設定されたインターフェイスをすべて表示します。

コマンドまたはアクション 目的
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インターフェイスごとのリレー エージェント情報オプション設定のサポート 
個別のインターフェイス ベースで DHCP リレー エージェント情報オプション（Option 82）のサポー

トをイネーブルにするには、次の作業を実行します。

インターフェイス コンフィギュレーションにより、DHCP Option 82 要求が異なる、複数のインター

フェイス上の加入者へ、1 つの Cisco ルータから到達可能になります。

前提条件

DHCP オプションのはたらきを理解しておくことは重要です。詳しくは、「DHCP の概要」モジュール

を参照してください。

グローバル コンフィギュレーションのリレー エージェント情報オプションを DHCP が処理する方法の

詳細については、「リレー エージェント情報オプション」および「リレー エージェント情報の再転送ポ

リシー」を参照してください。

制約事項

• ip dhcp relay information コマンドがグローバル コンフィギュレーション モードでは設定されて

いて、インターフェイス コンフィギュレーション モードでは設定されていない場合、グローバル 
コンフィギュレーションがすべてのインターフェイスに適用されます。

• ip dhcp relay information コマンドがグローバル コンフィギュレーション モードとインターフェ

イス コンフィギュレーション モードの両方で設定された場合、インターフェイス コンフィギュ

レーション コマンドがグローバル コンフィギュレーション コマンドより優先されます。ただし、

インターフェイス コンフィギュレーションがないインターフェイスにはグローバル コンフィギュ

レーションが適用されます。

• ip dhcp relay information コマンドがグローバル コンフィギュレーション モードでは設定されて

おらず、インターフェイス コンフィギュレーション モードでは設定されている場合、コンフィ

ギュレーション オプションが適用されたインターフェイスだけが影響を受けます。他のすべての

インターフェイスはコンフィギュレーションの影響を受けません。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. interface type number

4. ip dhcp relay information option-insert [none]

5. ip dhcp relay information check-reply [none]

6. ip dhcp relay information policy-action {drop | keep | replace}

7. exit

8. 別のインターフェイス上でリレー エージェント情報オプション設定を行うには、ステップ 3 から 7 
までを繰り返します。
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  DHCP リレー エージェント設定方法
手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 interface type number

例：
Router(config)# interface FastEthernet0/0

インターフェイスを設定し、インターフェイス コンフィ

ギュレーション モードを開始します。

ステップ 4 ip dhcp relay information option-insert [none]

例：
Router(config-if)# ip dhcp relay information 
option-insert

DHCP サーバへの転送された BOOTREQUEST メッセージ

に、システムが DHCP リレー エージェント情報オプション

（Option 82 フィールド）を挿入できるようにします。

• この機能は、デフォルトではディセーブルです。ただ

し、リレー エージェント情報オプションのサポートが、

グローバル コンフィギュレーション モードで設定され

ていて、インターフェイス コンフィギュレーション 
モードでは設定されていない場合、インターフェイス

はグローバル コンフィギュレーションを継承します。

• ip dhcp relay information option-insert none イン

ターフェイス コンフィギュレーション コマンドが実行

コンフィギュレーションに保存されます。このコマン

ドは、どのようなグローバル リレー エージェント情報

コンフィギュレーションよりも優先されます。

ステップ 5 ip dhcp relay information check-reply [none]

例：
Router(config-if)# ip dhcp relay information 
check-reply

転送された BOOTREPLY メッセージ内のリレー情報オプ

ションを検証するよう、DHCP サーバを設定します。

• デフォルトでは、DHCP は DHCP サーバから受信した 
DHCP 応答パケット内の Option 82 フィールドが有効

かをチェックします。無効なメッセージを受信する

と、リレー エージェントはメッセージをドロップしま

す。有効なメッセージを受信すると、リレー エージェ

ントは Option 82 フィールドを削除し、パケットを転

送します。この機能がディセーブルにされている場

合、再びイネーブルにするには 
ip dhcp relay information check-reply コマンドを使

用します。

• ip dhcp relay information check-reply none イン

ターフェイス コンフィギュレーション コマンド オプ

ションが実行コンフィギュレーションに保存されま

す。このコマンドは、どのようなグローバル リレー 
エージェント情報コンフィギュレーションよりも優先

されます。
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リレー エージェント情報オプションの加入者 ID サブオプションの設定

Internet Service Provider（ISP; インターネット サービス プロバイダー）がリレー エージェント情報オ

プションの加入者 ID サブオプションに固有識別情報を追加できるようにするには、次の作業を実行し

ます。

固有識別情報によって、ISP は加入者の識別、加入者への特定のアクションの割り当て（例：ホスト IP 
アドレス、サブネット マスク、ドメイン ネーム システム DNS の割り当て）、アカウンティングのトリ

ガーが行えます。

この機能の導入前は、加入者が移動する場合、各 ISP が変更について知らされている必要があり、すべ

ての ISP が影響を受けるカスタマーの DHCP 設定が同時に再設定される必要がありました。サービス

が変更されない場合でも、すべての移動が ISP 環境の管理の変更につながっていました。この機能の導

入により、加入者があるネットワーク アクセス サーバから別のサーバへ移動する場合でも、DHCP 
サーバや ISP の側のコンフィギュレーションに変更を加える必要がなくなります。

前提条件

各加入者に固有識別情報を設定する必要があります。

クライアントに接続されるインターフェイス上に、設定可能な新しい加入者 ID オプションが設定され

る必要があります。サブスクライバがあるインターフェイスから別のインターフェイスへ移動する場

合、インターフェイス コンフィギュレーションも変更する必要があります。

サーバは新しいサブオプションを認識できる必要があります。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. ip dhcp relay information option 

4. interface type number

5. ip dhcp relay information option subscriber-id string

ステップ 6 ip dhcp relay information policy-action {drop 
| keep | replace}

例：
Router(config-if)# ip dhcp relay information 
policy-action replace

DHCP リレー エージェントの情報再転送ポリシー（メッ

セージにすでにリレー情報が含まれている場合のリレー 
エージェントによる処理方法）を設定します。

• 詳細については、「リレー エージェント情報の再転送

ポリシー」（P.6）を参照してください。

ステップ 7 exit

例：
Router(config-if)# exit

インターフェイス コンフィギュレーション モードを終了

します。

ステップ 8 別のインターフェイス上でリレー エージェント情報

設定を行うには、ステップ 3 から 7 までを繰り返し

ます。

（任意）

コマンドまたはアクション 目的
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手順の詳細

クライアント ID の DHCP リレー クラス サポートの設定

クライアント ID の DHCP リレー クラス サポートを設定するには、次の作業を実行します。

リレー クラス サポートの概要

クライアント ID の DHCP リレー クラス サポートにより、Cisco IOS リレー エージェントは、次の 4 
つのオプションの内容に基づいて、クライアントで生成された DHCP メッセージを異なる DHCP サー

バへ転送できます。

• Option 60：ベンダー クラス ID

• Option 77：ユーザ クラス 

• Option 124：ベンダー識別用ベンダー クラス

• Option 125：ベンダー識別用ベンダー固有情報 

それぞれのオプションが、DHCP メッセージを送信するクライアントのタイプを識別します。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip dhcp relay information option 

例：
Router(config)# ip dhcp relay information 
option

DHCP サーバへの転送された BOOTREQUEST メッセージ

に、システムが DHCP リレー エージェント情報オプション

（Option 82 フィールド）を挿入できるようにします。

• この機能は、デフォルトではディセーブルです。

ステップ 4 interface type number

例：
Router(config)# interface atm4/0.1

インターフェイスを設定し、インターフェイス コンフィ

ギュレーション モードを開始します。

ステップ 5 ip dhcp relay information option subscriber-id 
string

例：
Router(config-if)# ip dhcp relay information 
option subscriber-id newsubscriber123

DHCP リレー エージェントが加入者 ID サブオプションを

リレー情報オプションに追加するよう指定します。

• string 引数は、 大 50 字までの英数字です。

（注） 50 字を超える文字列が設定された場合、切り捨て

られます。

（注） ip dhcp relay information option subscriber-id コ
マンドは、逆方向への機能の確保のため、デフォ

ルトではディセーブルです。
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リレー プールを使用すると、アドレス割り当てに使用されていない DHCP プールを定義できます。リ

レー プールによって、特定のサブネット上のクライアントからの DHCP メッセージを、特定の DHCP 
サーバに転送するよう指定できます。リレー プールは、転送動作の決定を助けるプール内部のリレー 
クラスによって設定できます。

たとえば、DHCP DISCOVER メッセージ内のオプションを受信した後、リレー エージェントはリレー 
プールからリレー クラスのマッチングと特定を行い、それから DHCP DISCOVER メッセージを特定

されたリレー クラスに関連付けられた DHCP サーバへ送ります。

リレー クラス サポートの使用シナリオ 

例となるアプリケーションでは、DHCP リレー エージェントとして動作する Cisco ルータは 2 つの 
VoIP サービス（H323 と SIP）から DHCP 要求を受信します。要求元デバイスは Option 60 で識別さ

れます。

VoIP サービスは両方ともに異なるバックオフィス インフラストラクチャを持つため、同じ DHCP サー

バにサービスを行わせることはできません。H323 デバイスの要求は H323 サーバへ、SIP デバイスか

らの要求は SIP サーバへ転送される必要があります。

解決策となるのは、クライアント デバイスによって送信される Option 60 の値のマッチングを行うよう

設定されたリレー クラスを使用して、リレー エージェントを設定することです。オプション値に基づ

いて、リレー エージェントはリレー クラスをマッチングにより特定し、DHCP DISCOVER メッセー

ジを特定されたリレー クラスに関連付けられた DHCP サーバに転送します。

Cisco IOS DHCP サーバは、プールに適用可能なリレー クラスを調べ、その後、コンフィギュレー

ション順序にかかわらず、完全一致クラスを使用します。完全一致が見つからなかった場合、DHCP 
サーバは 初に見つかったデフォルトの一致を使用します。

前提条件

DHCP オプションのはたらきを理解しておくことは重要です。詳しくは、「DHCP の概要」モジュール

を参照してください。

option hex コマンドの設定では、オプション内の各バイト位置の 16 進数の値を知っておく必要があり

ます。フォーマットは製品ごとに異なる場合があります。この情報については、リレー エージェント

のベンダーにお問い合わせください。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. ip dhcp class class-name

4. option code hex hex-pattern [*] [mask bit-mask-pattern]

5. exit

6. 設定が必要な DHCP クラスごとにステップ 3 ～ 5 を繰り返します。

7. ip dhcp pool name

8. relay source ip-address subnet-mask

9. class class-name

10. relay target [vrf vrf-name | global] ip-address

11. exit
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12. 設定する必要がある各 DHCP クラスについて、ステップ 9 から 11 までを繰り返します。

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip dhcp class class-name

例：
Router(config)# ip dhcp class SIP

DHCP クラスを定義し、DHCP クラス コンフィギュレー

ション モードを開始します。

ステップ 4 option code hex hex-pattern [*][mask 
bit-mask-pattern]

例：
Router(dhcp-class)# option 60 hex 010203

リレー エージェントが DHCP メッセージ内に挿入された 
DHCP オプションに基づいて転送を判定できるようにします。

ステップ 5 exit

例：
Router(dhcp-class)# exit

DHCP クラス コンフィギュレーション モードを終了しま

す。

ステップ 6 設定が必要な DHCP クラスごとにステップ 3 ～ 5 を
繰り返します。

—

ステップ 7 ip dhcp pool name

例：
Router(config)# ip dhcp pool ABC

DHCP サーバ上の DHCP プールを設定し、DHCP プール 
コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 8 relay source ip-address subnet-mask

例：
Router(dhcp-config)# relay source 10.2.0.0 
255.0.0.0

リレー ソースを設定します。ip-address および  
subnet-mask 引数はリレー ソースの IP アドレスおよびサブ

ネット マスクです。

• このコマンドは、アドレス プールの使用を、リレー 
ソースの設定と一致する IP アドレスおよびマスクが設

定されているインターフェイスに到着するパケットに

制限するため、通常の DHCP ネットワーク プールの 
network コマンドと類似しています。

ステップ 9 class class-name

例：
Router(dhcp-config)# class SIP

クラスを DHCP プールに関連付け、DHCP プール クラス 
コンフィギュレーション モードを開始します。
14
 



 

Cisco IOS DHCP リレー エージェント設定
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MPLS VPN の DHCP リレー エージェント サポートの設定

MPLS VPN の DHCP リレー エージェント サポートを設定するには、次の作業を実行します。

MPLS VPN の DHCP リレー エージェント サポート

MultiProtocol Label Switching（MPLS; マルチプロトコル ラベル スイッチング）Virtual Private 
Network（VPN; バーチャル プライベート ネットワーク）の DHCP リレーのサポートを使用すると、

ネットワーク管理者は重複するアドレスを許容することで、アドレス空間を節約できます。リレー 
エージェントは、異なる VPN 上の複数のクライアントをサポートできます。また、異なる VPN の多

数のクライアントで同じ IP アドレスを共有できます。

VPN の設定には、通常の DHCP ホスト IP アドレス指定に調整を加えることが関係します。VPN で使

用するプライベート アドレス空間は、インターネット全体から見て一意ではない場合があります。

環境によっては、1 つ以上の MPLS VPN へもアクセスできるネットワーク要素内にリレー エージェン

トが存在することがあります。それら異なる VPN 上の DHCP クライアントへサービスを提供する 
DHCP サーバは、各クライアントが存在する VPN に位置している必要があります。リレー エージェン

トを含んでいるネットワーク要素は、通常 DHCP クライアントの VPN アソシエーションをキャプチャ

し、この情報を DHCP パケットのリレー エージェント情報オプション内に含めます。

MPLS VPN の DHCP リレー サポートにより、リレー エージェントは DHCP リレー エージェント情報

オプションの次の 3 つのサブオプションを使用して、この VPN 関連の必須情報を DHCP サーバに転送

できます。

• VPN 識別子

• サブネット選択

• サーバ識別子オーバーライド

VPN 識別子サブオプションは、DHCP サーバに対し、DHCP サーバに回す各 DHCP 要求の VPN につい

て知らせるために、リレー エージェントによって使用されます。また、DHCP サーバがリレー エージェ

ントへ送り返す DHCP 応答を正しく転送するためにも使用されます。VPN 識別子サブオプションは、ク

ライアントが接続されている着信インターフェイス上に設定された VPN ID を含んでいます。VPN ID で
はなく VRF 名を設定した場合、VRF 名が VPN 識別子サブオプションとして使用されます。インター

フェイスがグローバル ルーティング空間内にある場合、VPN サブオプションは付加されません。

ステップ 10 relay target [vrf vrf-name | global] 
ip-address

例：
Router(config-dhcp-pool-class)# relay target 
10.21.3.1

パケットが転送される DHCP サーバの IP アドレスを設定

します。

ステップ 11 exit

例：
Router(dhcp-class)# exit

DHCP プール クラス コンフィギュレーション モードを終

了します。

ステップ 12 設定する必要がある各 DHCP クラスについて、ス

テップ 9 から 11 までを繰り返します。

—

コマンドまたはアクション 目的
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サブネット選択サブオプションを使用すると、クライアントが存在するサブネットを、リレー エー

ジェントとの通信に使用される IP アドレスから分離させられます。通常の DHCP 処理では、DHCP ク
ライアントが存在するサブネットと、リレー エージェントへの通信のためにサーバが使用可能な IP ア
ドレスの両方が、ゲートウェイ アドレスによって指定されます。状況によっては、DHCP クライアン

トが存在するサブネットに対して、リレー エージェントへの通信のためにサーバが使用可能な IP アド

レスとは異なるアドレスをリレー エージェントに指定する必要がある場合があります。サブネット選

択サブオプションは、リレー エージェント情報オプション内に含まれ、DHCP サーバに送られます。

ゲートウェイ アドレスは、DHCP サーバ向けのリレー エージェントの発信インターフェイスへ変更さ

れます。DHCP サーバはこのゲートウェイ アドレスを使用して、応答パケットをリレー エージェント

に送り返します。

サーバ識別子オーバーライド サブオプション値は、通常のサーバ ID アドレスの代わりに DHCP サー

バからの応答パケット内にコピーされます。サーバ識別子オーバーライド サブオプションには着信イ

ンターフェイスの IP アドレスが含まれています。クライアントからアクセス可能なリレー エージェン

ト上の IP アドレスです。この情報を使用して、DHCP クライアントは renew および release パケット

をすべてリレー エージェントへ送ります。リレー エージェントは VPN サブオプションをすべて付加

した後、renew および release パケットを元の DHCP サーバに転送します。

DHCP リレー エージェント情報オプションにこれらのサブオプションが付加された後、ゲートウェイ 
アドレスが DHCP サーバ向けのリレー エージェントの発信インターフェイスに変更されます。パケッ

トが DHCP サーバに戻って来ると、リレー エージェントはリレー エージェント情報オプションを削除

し、パケットを正しい VPN の DHCP クライアントに転送します。

図 3 は、各クライアントが内部に存在している VPN を DHCP リレー エージェントおよび DHCP サー

バから認識可能な VPN シナリオです。DHCP クライアント 1 は VPN green の、DHCP クライアント 
2 は VPN red のそれぞれ一部であり、同一のプライベート IP アドレス 192.168.1.0/24 を両方が使用し

ています。2 つのクライアントが同一の IP アドレスを持っているため、DHCP リレー エージェントと 
DHCP サーバはリレー エージェント情報オプションの VPN 識別子、サブネット選択、サーバ識別子

オーバーライドという各サブオプションを使用して、クライアントの正しい VPN を判別します。

図 3 バーチャル プライベート ネットワーク DHCP コンフィギュレーション

前提条件

MPLS VPN の DHCP リレー サポートを設定する前に、標準の MPLS VPN を設定しておく必要があり

ます。

VPN red/192.168.1.0/24

12
19

83

green
DHCP  1

red
DHCP  2

VPN blue/192.168.1.0/24

DHCP  

172.27.180.232192.168.1.1
172.27.181.73

DHCP 
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  DHCP リレー エージェント設定方法
制約事項

• ip dhcp relay information option vpn グローバル コンフィギュレーション コマンドが設定され、

ip dhcp relay information option vpn-id インターフェイス コンフィギュレーション コマンドが

設定されていない場合、すべてのインターフェイスにグローバル コンフィギュレーションが適用

されます。

• ip dhcp relay information option vpn グローバル コンフィギュレーション コマンドが設定され、

ip dhcp relay information option vpn-id インターフェイス コンフィギュレーション コマンドも

設定されている場合、インターフェイス コンフィギュレーション コマンドがグローバル コンフィ

ギュレーション コマンドより優先されます。ただし、インターフェイス コンフィギュレーション

がないインターフェイスにはグローバル コンフィギュレーションが適用されます。

• ip dhcp relay information option vpn グローバル コンフィギュレーション コマンドが設定されて

おらず、ip dhcp relay information option vpn-id インターフェイス コンフィギュレーション コ
マンドは設定されている場合、コンフィギュレーション オプションが適用されているインター

フェイスだけが影響を受けます。他のすべてのインターフェイスはコンフィギュレーションの影響

を受けません。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. ip dhcp relay information option vpn

4. interface type number

5. ip helper-address vrf name [global] address 

6. ip dhcp relay information option vpn-id [none]

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip dhcp relay information option vpn

例：
Router(config)# ip dhcp relay information 
option vpn

転送された DHCP サーバへの BOOTREQUEST メッセー

ジ内の DHCP リレー エージェント情報オプションに、シ

ステムが VPN サブオプションを挿入できるようにし、

DHCP サーバへの発信インターフェイスをゲートウェイ ア
ドレスに設定します。

• コマンドが設定されるときには、VPN サブオプション

も BOOTP ブロードキャスト パケットに付加されます。
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  DHCP リレー エージェント設定方法
リレー エージェント情報オプションのカプセル化サポートの設定 
DHCP リレー エージェント情報オプション（Option 82）のカプセル化のサポートをイネーブルにする

には、次の作業を実行します。

Option 82 カプセル化の DHCP リレー サポート

2 つのリレー エージェントが DHCP クライアントと DHCP サーバとの間でメッセージをリレーしてい

るとき、デフォルトでは、2 番めのリレー エージェント（サーバに近いほう）が、当初の Option 82 情
報を自身の Option 82 で置き換えます。1 番めのリレー エージェントからのリモート ID および回線 ID 
情報は失われます。導入シナリオによっては、2 番めのリレー エージェントからの Option 82 だけでな

く、1 番めのリレー エージェントからの初期の Option 82 も保持しておく必要がある場合があります。

たとえば、2 番めのリレー エージェントとして動作する Intelligent Service Gateway（ISG; インテリ

ジェント サービス ゲートウェイ）がレイヤ 2 デバイスに接続されているとします。レイヤ 2 デバイス

は家庭に接続され、家庭を Option 82 で識別します。

ステップ 4 interface type number

例：
Router(config)# interface FastEthernet0/0

インターフェイスを設定し、インターフェイス コンフィ

ギュレーション モードを開始します。

ステップ 5 ip helper-address vrf name [global] address

例：
Router(config-if)# ip helper-address vrf blue 
172.27.180.232

インターフェイスで受信した UDP ブロードキャスト

（BOOTP を含む）を転送します。

• DHCP サーバが別の VPN または今の VPN とは異なるグ

ローバル空間に存在する場合、vrf name または global 
オプションを使用して、VRF の名前または DHCP サー

バが存在するグローバル空間を指定できます。

ステップ 6 ip dhcp relay information option vpn-id [none]

例：
Router(config-if)# ip dhcp relay information 
option vpn-id

（任意）転送された DHCP サーバへの BOOTREQUEST 
メッセージ内の DHCP リレー エージェント情報オプショ

ンに、システムが VPN サブオプションを挿入できるよう

にし、DHCP サーバへの発信インターフェイスをゲート

ウェイ アドレスに設定します。

• コマンドが設定されるときには、VPN サブオプション

も BOOTP ブロードキャスト パケットに付加されます。

• ip dhcp relay information option vpn-id none コマンド

を使用して、インターフェイス上の VPN 機能をディ

セーブルにできます。このコマンドを使用する必要が

ある唯一のケースは、ip dhcp relay information option 
vpn グローバル コンフィギュレーション コマンドが設

定されている場合に、グローバル コンフィギュレー

ションより優先させる必要があるときだけです。

• no ip dhcp relay information option vpn-id コマンド

は、実行コンフィギュレーションからそのコンフィ

ギュレーションを削除します。この場合、インター

フェイスはグローバル コンフィギュレーション（VPN 
サブオプションを挿入するよう設定されている場合

も、されていない場合もある）を継承します。

コマンドまたはアクション 目的
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  DHCP リレー エージェント設定方法
DHCP リレー Option 82 のカプセル化機能を使用すると、自身の Option 82 情報も付加するよう設定し

てある場合に、2 番めのリレー エージェントは 1 番めのリレー エージェントから受信したメッセージ

内の Option 82 情報をカプセル化できます。この設定によって、DHCP サーバは両方のリレー エー

ジェントからの Option 82 情報を使用できます。DHCP サーバは、2 番めのリレー エージェントからの 
VPN 情報と 1 番めのリレー エージェントからの Option 82 情報とを使用することにより、VRF、
Option 60、カプセル化された Option 82 に基づいて、正しいアドレス割り当てや他の設定パラメータ

をクライアント デバイスに送信できます。DHCP サーバから DHCP クライアントへの応答メッセージ

は、要求メッセージと同様の経路を通り、2 つのリレー エージェントを介して DHCP クライアントに

送られます。

図 4 に、この機能が設定されたときに 2 つのリレー エージェントと DHCP サーバとで発生する処理を

示します。

1. DHCP クライアントが DHCP メッセージ（Option 60 を含む）を生成し、ネットワークにブロード

キャストします。

2. 1 番めの DHCP リレー エージェントがブロードキャスト DHCP 要求パケットをインターセプト

し、自身の Option 82 をパケットに挿入します。

3. リレー エージェントは自動的に回線 ID サブオプションとリモート ID サブオプションとを Option 
82 に付加し、2 番めのリレー エージェントへ転送します。

4. 2 番めのリレー エージェントは、1 番めのリレー エージェントの Option 82 をカプセル化して自身

の Option 82 へ挿入します。

5. ゲートウェイ IP アドレス（giaddr）は 2 番めのリレー エージェントの着信インターフェイスに設

定され、1 番めのリレー エージェントからの giaddr はカプセル化されます。

6. 2 番めの DHCP リレー エージェントは DHCP パケットを DHCP サーバにユニキャストします。

7. DHCP サーバはパケットを受信し、2 番めのリレーからの VPN サブオプションと 1 番めのリレー 
エージェントからの Option 82 情報とを使用して IP アドレスや他の設定パラメータを割り当て、

パケットを 2 番めのリレー エージェントへと再度転送します。

8. 2 番めのリレー エージェントは、サーバからの応答メッセージを受信すると、1 番めのリレー エー

ジェントからのカプセル化された Option 82 と元の giaddr とを回復します。それから、応答メッ

セージは元の giaddr に送られます。

9. Option 82 は、クライアントへの転送前に 1 番めのリレー エージェントによってパケットから取り

除かれます。
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  DHCP リレー エージェント設定方法
図 4 DHCP リレー エージェント情報オプションのカプセル化サポートの処理

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. ip dhcp relay information option 

4. ip dhcp relay information option vpn

5. ip dhcp relay information policy encapsulate 

6. interface type number

7. ip dhcp relay information option policy-action encapsulate

手順の詳細

2, 3

1

9

4, 5, 6

8 7

DHCP

 DHCP
 

2  DHCP
 

DHCP

DHCP

20
49

09

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip dhcp relay information option 

例：
Router(config)# ip dhcp relay information 
option

DHCP サーバへの転送された BOOTREQUEST メッセージ

に、システムが DHCP リレー エージェント情報オプション

（Option 82 フィールド）を挿入できるようにします。

• この機能は、デフォルトではディセーブルです。
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  DHCP リレー エージェント設定方法
スマート リレー エージェント転送を使用したセカンダリ アドレスへの 
DHCP ブロードキャストのゲートウェイ アドレス設定

スマート リレー エージェント転送を設定するには、次の作業を実行します。

設定が必要なのは、DHCP サーバに転送する UDP ブロードキャストを受信しているインターフェイス

上のヘルパー アドレスだけです。また、ip dhcp smart-relay コマンドが設定されている必要があるの

は、そのインターフェイス上にセカンダリ アドレスがあり、DHCP 要求の転送時に各 IP ネットワーク

を通らせるようルータを設定する場合だけです。スマート リレー エージェントを設定していない場合、

要求はすべてインターフェイスのプライマリ IP アドレスを使用して転送されます。

ステップ 4 ip dhcp relay information option vpn

例：
Router(config)# ip dhcp relay information 
option vpn

（任意）転送された DHCP サーバへの BOOTREQUEST 
メッセージ内の DHCP リレー エージェント情報オプショ

ンに、システムが VPN サブオプションを挿入できるよう

にし、DHCP サーバへの発信インターフェイスをゲート

ウェイ アドレスに設定します。

• コマンドが設定されるときには、VPN サブオプション

も BOOTP ブロードキャスト パケットに付加されます。

ステップ 5 ip dhcp relay information policy encapsulate 

例：
Router(config)# ip dhcp relay information 
policy encapsulate

DHCP サーバに転送された BOOTREQUEST メッセージ

内にある、前のリレー エージェントから受信した DHCP 
リレー エージェント情報オプション（Option 82 フィール

ド）のカプセル化をイネーブルにします。

• 2 つのリレー エージェントからの Option 82 情報は、

両方とも DHCP サーバに転送されることになります。

ステップ 6 interface type number

例：
Router(config)# interface FastEthernet0/0

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

• グローバル コンフィギュレーション コマンドを設定す

る場合、特定のインターフェイスに異なるコンフィ

ギュレーションを適用するのでない限り、インター

フェイス コンフィギュレーション コマンドを設定する

必要はありません。

ステップ 7 ip dhcp relay information policy-action 
encapsulate

例：
Router(config-if)# ip dhcp relay information 
policy-action encapsulate

（任意）インターフェイス上の DHCP サーバに転送された 
BOOTREQUEST メッセージ内にある、インターフェイス

上で前のリレー エージェントから受信した DHCP リレー 
エージェント情報オプション（Option 82 フィールド）の

カプセル化をイネーブルにします。

• この機能は、デフォルトではディセーブルです。この

コマンドは、すべてのグローバル コンフィギュレー

ションより優先されます。ただし、リレー エージェン

ト情報オプションカプセル化のサポートがグローバル 
コンフィギュレーション モードで設定され、インター

フェイス コンフィギュレーション モードでは設定され

ない場合、インターフェイスはグローバル コンフィ

ギュレーションを継承します。

コマンドまたはアクション 目的
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ip dhcp smart-relay コマンドが設定されると、DHCP サーバからの DHCPOFFER メッセージがない

場合に、リレー エージェントはクライアントが DHCP サーバへの要求送信を再試行する回数を数えま

す。3 回の再試行の後、リレー エージェントはセカンダリ アドレスをゲートウェイ アドレスとして設

定します。さらに 3 回再試行しても DHCP サーバが応答しない場合、ゲートウェイ アドレスとして、

次のセカンダリ アドレスが使用されます。

この機能は、セカンダリ プールを使用するよう DHCP サーバを設定できない場合に役立ちます。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. ip dhcp smart-relay

手順の詳細

プライベートおよび標準のサブオプション番号のサポート設定

標準化されていない一部の機能では、プライベートな Cisco リレー エージェント サブオプション番号

が使用されます。機能が標準化されると、リレー エージェント サブオプションには Internet Assigned 
Numbers Authority（IANA; インターネット割り当て番号局）の番号が割り当てられます。Cisco IOS 
は、サブオプション番号としてプライベート番号と IANA 番号の両方をサポートしています。

プライベートまたは IANA 標準のリレー エージェント サブオプション番号を使用するよう DHCP クラ

イアントを設定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. enable 

2. configure terminal

3. ip dhcp compatibility suboption link-selection {cisco | standard}

4. exit

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip dhcp smart-relay

例：
Router(config)# ip dhcp smart-relay

DHCP サーバからの DHCPOFFER メッセージがない場合

に、DHCP リレー エージェントがゲートウェイ アドレス

（DHCP パケットの giaddr フィールド）をセカンダリ アド

レスへスイッチできるようにします。
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手順の詳細

DHCP リレー エージェントのトラブルシューティング 
DHCP リレー エージェントのトラブル シューティングを行うには、次の作業を実行します。

DHCP リレー エージェントでアンナンバード インターフェイスからクライアントへルートを追加して

いる場合、show ip route dhcp コマンドが問題点を明らかにするために役立ちます。DHCP サーバと

リレー エージェントによってルーティング テーブルに追加されたルートすべてが表示されます。

手順の概要

1. enable 

2. show ip route dhcp

3. show ip route dhcp ip-address

4. show ip route vrf vrf-name dhcp 

5. clear ip route [vrf vrf-name] dhcp [ip-address]

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip dhcp compatibility suboption link-selection 
{cisco | standard}

例：
Router(config)# ip dhcp compatibility 
suboption link-selection standard

プライベートまたは IANA 標準のリレー エージェント サ
ブオプション番号を使用するよう、DHCP クライアントを

設定します。

ステップ 4 exit

例：
Router(config)# exit

（任意）グローバル コンフィギュレーション モードを終了

します。
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手順の詳細

Cisco IOS DHCP リレー エージェント設定例
• 「例：DHCP リレー エージェントとリレー エージェント情報オプションのサポートの設定」（P.24）

• 「例：インターフェイスごとの DHCP リレー エージェントとリレー エージェント情報オプション

のサポートの設定」（P.25）

• 「例：加入者 ID サブオプションの設定」（P.25）

• 「例：クライアント ID の DHCP リレー クラス サポートの設定」（P.26）

• 「例：MPLS VPN の DHCP リレー エージェント サポートの設定」（P.26）

• 「例：DHCP リレー エージェント情報オプションのカプセル化のサポート」（P.26）

• 「例：DHCP スマート リレー エージェント転送の設定」（P.27）

例：DHCP リレー エージェントとリレー エージェント情報オプションのサ
ポートの設定

次の例に、DHCP サーバ、リレー エージェント、および DHCP リレー情報オプション（Option 82）
の挿入と削除をイネーブルにする方法を示します。Cisco IOS DHCP サーバはデフォルトでイネーブル

になっていることに注意してください。この例では、DHCP サーバがディセーブルにされています。

!reenables the DHCP server
service dhcp

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 show ip route dhcp

例：
Router# show ip route dhcp

Cisco IOS DHCP サーバおよびリレー エージェントによっ

て追加されたルートをすべて表示します。

ステップ 3 show ip route dhcp ip-address

例：
Router# show ip route dhcp 172.16.1.3

IP アドレスに関連付けられた Cisco IOS DHCP サーバとリ

レー エージェントによって追加されたルートをすべて表示

します。

ステップ 4 show ip route vrf vrf-name dhcp 

例：
Router# show ip route vrf vrf1 dhcp 

名前付き VRF に関連付けられた Cisco IOS DHCP サーバ

とリレー エージェントによって追加されたルートをすべて

表示します。

ステップ 5 clear ip route [vrf vrf-name] dhcp 
[ip-address]

例：
Router# clear ip route dhcp

アンナンバード インターフェイス上の DHCP クライアン

トに対して DHCP サーバやリレー エージェントによって

追加されたルートをルーティング テーブルから削除しま

す。
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ip dhcp relay information option
!
interface ethernet0/0
 ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
ip helper-address 10.55.11.3

例：インターフェイスごとの DHCP リレー エージェントとリレー エー
ジェント情報オプションのサポートの設定

次の例は、同一の集約ルータのサービスを受けている加入者の場合、リレー エージェント情報オプ

ションについて、ATM 加入者ではイーサネット デジタル加入者とは異なる処理が必要なことを示して

います。ATM 加入者の場合、リレー エージェント情報オプションは、クライアントへの転送前にリ

レー エージェントによってパケットから削除されるよう設定されます。イーサネット加入者の場合、

接続されたデバイスからリレー エージェント情報オプションが提供され、情報をパケットに残したま

まクライアントへ転送するよう設定されます。

ip dhcp relay information trust-all
interface Loopback0
ip address 10.16.0.1 255.255.255.0

!
interface ATM3/0
no ip address

!
interface ATM3/0.1
ip helper-address 10.16.1.2
ip unnumbered loopback0
ip dhcp relay information option-insert

!
interface Loopback1
ip address 10.18.0.1 255.255.255.0

!
interface Ethernet4
no ip address

!
interface Ethernet4/0.1
encap dot1q 123
ip unnumbered loopback1
ip helper-address 10.18.1.2
ip dhcp relay information policy-action keep

例：加入者 ID サブオプションの設定

次の例は、リレー エージェント情報オプションの加入者 ID サブオプションに固有識別情報を付加する

方法を示しています。

ip dhcp relay information option
!
interface Loopback0 
ip address 10.1.1.129 255.255.255.192 

!
interface ATM4/0 
no ip address 

!
interface ATM4/0.1 point-to-point
ip helper-address 10.16.1.2
ip unnumbered Loopback0
ip dhcp relay information option subscriber-id newperson123
atm route-bridged ip
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pvc 88/800
encapsulation aal5snap

例：クライアント ID の DHCP リレー クラス サポートの設定

次の例では、DHCP メッセージをサブネット 10.2.2.0 上の DHCP クライアントから受信しています。

リレー エージェントは、リレー プールからのリレー クラスとのマッチングによって識別を行い、

DHCP メッセージを relay target コマンドで特定された適切な DHCP サーバへ転送します。

!
ip dhcp class H323
option 60 hex 010203

!
ip dhcp class SIP
option 60 hex 040506

! 
! The following is the relay pool
ip dhcp pool pool1
relay source 10.2.2.0 255.255.255.0
class H323
relay target 192.168.2.1
relay target 192.169.2.1

!
class SIP
relay target 192.170.2.1

例：MPLS VPN の DHCP リレー エージェント サポートの設定

次の例では、DHCP リレー エージェントはイーサネット インターフェイス 0/1 上で DHCP 要求を受信

し、vrf1 という VRF に関連付けられた IP ヘルパー アドレス 10.44.23.7 にある DHCP サーバへ要求を

送ります。

ip dhcp relay information option vpn
!
interface ethernet 0/1
ip helper-address vrf vrf1 10.44.23.7

!

例：DHCP リレー エージェント情報オプションのカプセル化のサポート 
次の例では、DHCP リレー エージェント 1 は DHCP パケットにリレー エージェント情報オプションを

挿入するようグローバルに設定されています。DHCP リレー エージェント 2 は VPN 情報を含めた自身

のリレー エージェント情報オプションを付加し、DHCP リレー エージェント 1 から受信したリレー 
エージェント情報オプションをカプセル化するよう設定されています。DHCP サーバは、両方のリ

レー エージェントからのリレー エージェント情報オプションを受信し、その情報を使用して IP アドレ

スや他の設定パラメータを割り当て、クライアントに再度転送します。

DHCP リレー エージェント 1
ip dhcp relay information option 

DHCP リレー エージェント 2
ip dhcp relay information option
ip dhcp relay information option vpn
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ip dhcp relay information option encapsulation

例：DHCP スマート リレー エージェント転送の設定

次の例では、ルータはイーサネット インターフェイス 0/0 上で受信した DHCP ブロードキャストを 
DHCP サーバ（10.55.11.3）に転送し、DHCP パケットの giaddr フィールドには 192.168.100.1 を挿入

します。DHCP サーバ上でネットワーク 192.168.100.0/24 にスコープやプールが設定されている場合、

応答します。されていない場合、応答しません。

ip dhcp smart-relay グローバル コンフィギュレーション コマンドが設定されているため、ルータは 
giaddr フィールドに 192.168.100.1 を使用して 3 つの要求を送信し、応答がない場合は giaddr フィー

ルドを 172.16.31.254 に変えて継続します。スマート リレー機能を使用しない場合、ルートは 
192.168.100.1 だけを giaddr フィールドとして使用します。

ip dhcp smart-relay
!
interface ethernet0/0
 ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
 ip address 172.16.31.254 255.255.255.0
 ip helper-address 10.55.11.3
!

参考資料

関連資料

関連項目 参照先

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

DHCP コマンド：コマンド構文の詳細、コマンド モー

ド、コマンド履歴、デフォルト、使用上の注意事項、

および例

『Cisco IOS IP Addressing Services Command Reference』

DHCP の概念情報 『Cisco IOS IP Addressing Configuration Guide』の『DHCP 
Overview』モジュール

DHCP サーバ設定 『Cisco IOS IP Addressing Configuration Guide』の『Configuring 
the Cisco IOS DHCP Server』モジュール

DHCP クライアント設定 『Cisco IOS IP Addressing Configuration Guide』の『Configuring 
the Cisco IOS DHCP Client』モジュール

DHCP サーバ オンデマンド アドレス プール マネー

ジャの設定

『Cisco IOS IP Addressing Configuration Guide』の『Configuring 
the DHCP Server On-Demand Address Pool Manager』モジュール

DHCP 拡張機能 『Cisco IOS IP Addressing Configuration Guide』の『Configuring 
DHCP Services for Accounting and Security』モジュール

Edge-Session 管理用 DHCP 拡張機能の設定 『Cisco IOS IP Addressing Configuration Guide』の『Configuring 
DHCP Enhancements for Edge-Session Management』モジュール

DHCP オプション 『Network Registrar User's Guide, Release 6.1.1』の付録『DHCP 
Options』
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  シスコのテクニカル サポート
規格

MIB

RFC

シスコのテクニカル サポート

規格 タイトル

この機能がサポートする新しい規格または変更された

規格はありません。

—

MIB MIB リンク

この機能によってサポートされる新しい MIB または

変更された MIB はありません。

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリース、および機能セッ

トの MIB の場所を検索しダウンロードするには、次の URL にある 
Cisco MIB Locator を使用します。

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

RFC タイトル

RFC 951 『Bootstrap Protocol (BOOTP)』

RFC 1542 『Clarifications and Extensions for the Bootstrap Protocol』

RFC 2131 『Dynamic Host Configuration Protocol』

RFC 2685 『Virtual Private Networks Identifier』

RFC 3046 『DHCP Relay Information Option』

RFC 5460 『DHCPv6 Bulk Leasequery』

説明 リンク

シスコのテクニカル サポートおよびドキュメンテー

ション Web サイトでは、オンライン リソースを提供

しており、マニュアル、ソフトウェア、およびツール

をダウンロードできます。これらのリソースは、ソフ

トウェアのインストールと設定や、シスコ製品とテク

ノロジーに関する技術上の問題のトラブルシューティ

ングおよび解決に使用してください。この Web サイ

ト上のツールにアクセスする際は、Cisco.com のログ

イン ID およびパスワードが必要です。

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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  Cisco IOS DHCP リレー エージェントの機能情報
Cisco IOS DHCP リレー エージェントの機能情報
表 1 に、このモジュールで説明した機能をリストし、特定の設定情報へのリンクを示します。

このテクノロジーの機能でここに記載されていないものについては、『DHCP Features Roadmap』を参

照してください。

プラットフォームのサポートおよびソフトウェア イメージのサポートに関する情報を検索するには、

Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator を使用すると、特定のソフトウェア リ
リース、機能セット、またはプラットフォームをサポートするソフトウェア イメージを判別できます。

Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスしてください。Cisco.com の
アカウントは必要ありません。

（注） 表 1 には、一連のソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入されたソフトウェア リリー

スだけが記載されています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リ
リースでもサポートされます。

表 1 Cisco IOS DHCP リレー エージェントの機能情報

機能名 リリース 機能情報

DHCP リレー Option 82 のカプセル化 12.2(33)SRD この機能を使用すると、2 番めの DHCP エージェントが、

前のリレー エージェントからのリレー エージェント情報

オプション（Option 82）をカプセル化し、自身の Option 
82 を追加して、パケットを DHCP サーバへ転送すること

が可能です。DHCP サーバは、2 番めのリレー エージェン

トからの VPN 情報と 1 番めのリレー エージェントからの 
Option 82 情報とを使用することにより、VRF、Option 
60、カプセル化された Option 82 に基づいて、正しいアド

レス割り当てや他の設定パラメータをクライアント デバイ

スに送信できます。

次のセクションで、この機能に関する情報を参照できます。

• 「リレー エージェント情報オプションのカプセル化サ

ポートの設定」

次のコマンドが、この機能によって変更されました。

ip dhcp relay information policy、ip dhcp relay 
information policy-action。
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クライアント識別用 DHCP クラス サポート 12.4(11)T この機能は、Option 60、77、124、125 をサポートするよ

う DHCP クラスのメカニズムを拡張するものです。これら

のオプションにより、DHCP メッセージを送信するクライ

アントのタイプを識別します。DHCP リレー エージェント

は、クライアントによって送られた DHCP メッセージ内の

オプションの内容に基づいて、転送を判定できます。

次のセクションで、この機能に関する情報を参照できます。

• 「クライアント ID の DHCP リレー クラス サポートの

設定」

• 「例：クライアント ID の DHCP リレー クラス サポー

トの設定」

この機能により、次のコマンドが導入されました。

option hex。

インターフェイス VPN ID ごとの DHCPv4 リ
レーのサポート

12.4(11)T インターフェイス VPN ID ごとの DHCPv4 リレーのサポー

ト機能を使用すると、Cisco IOS DHCP リレー エージェン

トをインターフェイスごとに設定でき、ip dhcp relay 
information option vpn コマンドのグローバル コンフィ

ギュレーションをオーバーライドできます。この機能に

よって、異なるインターフェイス上の、異なるリレー情報

オプション VPN ID 要求を持つ加入者に、1 台の Cisco 
ルータから到達できるようになりました。

次のセクションで、この機能に関する情報を参照できます。

• 「MPLS VPN の DHCP リレー エージェント サポート

の設定」

• 「例：MPLS VPN の DHCP リレー エージェント サ
ポートの設定」

この機能により、次のコマンドが導入されました。

ip dhcp relay information option vpn-id。

インターフェイスごとの DHCP リレー Option 
82 のサポート

12.4(6)T
12.2(31)SB2
12.2(33)SRC

この機能により、インターフェイスごとの DHCP リレー 
エージェント情報オプション（Option 82）のサポートが可

能になります。インターフェイス コンフィギュレーション

により、異なる DHCP Option 82 要求を持つ、異なる 
DHCP サーバに、1 台の Cisco ルータから到達できるよう

になりました。

次のセクションで、この機能に関する情報を参照できます。

• 「インターフェイスごとのリレー エージェント情報オ

プション設定のサポート」

• 「例：インターフェイスごとの DHCP リレー エージェ

ントとリレー エージェント情報オプションのサポート

の設定」

この機能により、次のコマンドが導入されました。

ip dhcp relay information check-reply、
ip dhcp relay information option-insert、
ip dhcp relay information policy-action。

表 1 Cisco IOS DHCP リレー エージェントの機能情報 （続き）

機能名 リリース 機能情報
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Option 82 の DHCP 加入者 ID サブオプション 12.3(14)T
12.2(28)SB
12.2(33)SRB

この機能によって、ISP はリレー エージェント情報オプ

ションの加入者 ID サブオプションに固有識別情報を付加

できるようになりました。

次のセクションで、この機能に関する情報を参照できます。

• 「リレー エージェント情報オプションの加入者 ID サブ

オプションの設定」

• 「例：加入者 ID サブオプションの設定」

この機能により、次のコマンドが導入されました。

ip dhcp relay information option subscriber-id。

DHCP リレー MPLS VPN サポート 12.2(8)
12.2(28)SB
12.2(33)SRC

MPLS VPN の DHCP リレー サポートにより、ネットワー

ク管理者はアドレスの重複を許可することでアドレス空間

を節約できるようになります。リレー エージェントは、異

なる VPN 上の複数のクライアントをサポートできます。

また、異なる VPN の多数のクライアントで同じ IP アドレ

スを共有できます。

次のセクションで、この機能に関する情報を参照できます。

• 「MPLS VPN の DHCP リレー エージェント サポート

の設定」

• 「例：MPLS VPN の DHCP リレー エージェント サ
ポートの設定」

次のコマンドが、この機能によって変更されました。

ip dhcp relay information option、ip helper address。

DHCPv6 バルク リース クエリー 15.1(1)S Cisco IOS DHCPv6 リレー エージェントは、RFC 5460 に
規定されたバルク リース クエリーをサポートしています。

次のコマンドが、この機能によって変更されました。

debug ipv6 dhcp relay、ipv6 dhcp-relay bulk-lease。

表 1 Cisco IOS DHCP リレー エージェントの機能情報 （続き）

機能名 リリース 機能情報
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用語集
DHCP：Dynamic Host Configuration Protocol。

Giaddr：ゲートウェイ IP アドレス。DHCP メッセージの giaddr フィールドは、クライアントが属す

る IP アドレス サブネットの情報を DHCP サーバに提供します。また、応答メッセージの送信先の IP 
アドレスも DHCP サーバに提供します。

MPLS：Multiprotocol Label Switching（マルチプロトコル ラベル スイッチング）。タグ スイッチング

の基礎となる新しい業界標準です。

VPN：Virtual Private Network（バーチャル プライベート ネットワーク）。トンネリングを使用してパ

ブリック TCP/IP ネットワーク経由で IP トラフィックをセキュアに転送できるようにします。

VRF：VPN Routing and Forwarding（VPN ルーティングおよび転送）インスタンス。VRF は、IP ルー

ティング テーブル、取得された転送テーブル、その転送テーブルを使用する一連のインターフェイス、

転送テーブルに登録されるものを決定する一連のルールおよびルーティング プロトコルで構成されてい

ます。一般に、VRF には、PE ルータに付加されるカスタマー VPN サイトが定義されたルーティング情

報が格納されています。PE ルータでインスタンス化された各 VPN は独自の VRF を持ちます。

クライアント：DHCP プロトコルまたは BOOTP プロトコルを使用して、インターフェイスの設定

（IP アドレスの取得）を試行しているホスト。

サーバ：DHCP サーバまたは BOOTP サーバ。

リレー エージェント：異なるサブネット上のサーバとクライアント間で DHCP メッセージおよび 
BOOTP メッセージを転送するルータ。

Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's 
trademarks can be found at 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. (1005R)

このマニュアルで使用している IP アドレスは、実際のアドレスを示すものではありません。マニュアル内の例、コマンド出力、および

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。
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All rights reserved.
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Cisco IOS Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）クライアント ソフトウェアは、DHCP クラ

イアントの各種設定オプションを含む柔軟性を提供します。DHCP クライアントは、DHCP を使用し

て、IP アドレスなどの設定パラメータを取得するインターネット ホストとして定義されます。このモ

ジュールでは、Cisco IOS DHCP クライアントを設定するために必要な概念および作業について説明し

ます。このモジュールには、エンティティ認証およびメッセージ認証を提供する Cisco DHCP 
FORCERENEW 機能に関する情報が含まれます。

機能情報の検索
ご使用のソフトウェア リリースが、このモジュールで説明している機能の一部をサポートしていない

場合があります。 新の機能情報および警告については、ご使用のプラットフォームおよびソフトウェ

ア リリースのリリースノートを参照してください。このモジュールに記載されている機能に関する情報

を検索したり、各機能がサポートされているリリースに関するリストを参照したりするには、「DHCP ク
ライアントの機能情報」（P.16）を参照してください。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォーム、およびシスコのソフトウェア イメージの

各サポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアク

セスしてください。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。

目次
• 「DHCP クライアント設定に関する制約事項」（P.2）

• 「DHCP クライアントに関する情報」（P.2）

• 「DHCP クライアント設定方法」（P.4）

• 「DHCP クライアント設定例」（P.10）

• 「参考資料」（P.13）

• 「DHCP クライアントの機能情報」（P.16）

http://www.cisco.com/go/cfn
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DHCP クライアント設定に関する制約事項
DHCP クライアントは、イーサネット インターフェイス、PPP over ATM（PPPoA）インターフェイ

ス、および特定の ATM インターフェイスにおいて設定できます。DHCP クライアントは ATM ポイン

トツーポイント インターフェイスと連動し、カプセル化方式を受け入れます。ATM マルチポイント イ
ンターフェイスでは、aal5snap カプセル化方式と Inverse Address Resolution Protocol（ARP; アドレス

解決プロトコル）を組み合わせて使用した場合に限り、DHCP クライアントはサポートされます。

ATM マップ エントリを構築する Inverse ARP は、接続の他のエンドにあるサーバ（またはリレー エー

ジェント）にユニキャスト パケットを送信するために必要です。Inverse ARP は、aal5snap カプセル

化方式でのみサポートされます。

マルチポイント インターフェイスでは、ブロードキャスト パケットが使用されるため、その他のカプ

セル化方式を使用して IP アドレスを取得できます。しかし、ATM マップ エントリがないために、接

続の逆の端へのユニキャスト パケット送信は失敗し、DHCP の更新やリリースも失敗します。

DHCP クライアントに関する情報
DHCP クライアントを設定するには、次の概念を理解する必要があります。

• 「DHCP クライアントの動作」（P.2）

• 「DHCP クライアントの概要」（P.3）

• 「WAN インターフェイス上の DHCP クライアント」（P.4）

• 「DHCP FORCERENEW」（P.4）

DHCP クライアントの動作

DHCP は、TCP/IP ネットワーク上のホストに設定情報を渡すフレームワークを提供します。DHCP ク
ライアントは、DHCP を使用して IP アドレスなどの設定パラメータを取得するインターネット ホスト

です。 図 1 では、DHCP クライアントが DHCP サーバから IP アドレスを要求するときに発生する基本

的な手順を示します。クライアントであるホスト A が DHCPDISCOVER ブロードキャスト メッセー

ジを送信して DHCP サーバの場所を特定します。DHCP サーバは、DHCPOFFER ユニキャスト メッ

セージで、設定パラメータ（IP アドレス、MAC アドレス、ドメイン名、IP アドレスのリースなど）

をクライアントに提示します。

図 1 DHCP サーバに対する IP アドレスの DHCP 要求

DHCP クライアントは、複数の DHCP サーバから提示を受ける場合があり、提示のうちの任意の 1 つ
を受け入れられます。通常、クライアントは 初に受け取った提示を受け入れます。また、DHCP 
サーバから提示された IP アドレスが必ずしもクライアントに割り当てられるわけではありません。た

だし、サーバは通常、クライアントが正式にアドレスを要求するまではアドレスを予約しておきます。

 A
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クライアントは、DHCPREQUEST ブロードキャスト メッセージで、提示された IP アドレスの正式な

要求を DHCP サーバに戻します。DHCP サーバは、DHCPACK ユニキャスト メッセージをクライアン

トに戻すことで、IP アドレスがクライアントに割り当てられたことを知らせます。

DHCP クライアントの概要

設定可能な DHCP クライアント機能により、DHCP クライアントは、DHCP サーバに対しアドレスを

要求するときに、ユーザ指定のクライアント ID、クラス ID や提案リース時間を使用できます。

設定パラメータと他の制御情報は、DHCP メッセージのオプション フィールドに格納されたタグ付き

データ項目で伝送されます。DHCP クライアントに対して次のオプションを設定できるため、DHCP 
クライアントには柔軟性があります。

• Option 12：このオプションでは、クライアントの名前を指定します。名前はローカル ドメインで

修飾する場合と修飾しない場合があります。

• Option 33：このオプションは、クライアントのスタティック ルートのリストを設定するために使

用します。

• Option 51：このオプションをクライアント要求（DHCPDISCOVER または DHCPREQUEST）で

使用すると、クライアントは IP アドレスのリース時間を要求できます。

• Option 55：このオプションを使用すると、DHCP クライアントは DHCP サーバに対し特定のオプ

ションを要求できます。システム管理者は、ip dhcp client request コマンドを使用して、要求さ

れたオプションの一部をオフにでき、それにより、それらのオプションは要求リストから削除され

ます。

• Option 60：ユーザは、このオプションを使用して、DHCP 対話で使用するベンダー クラス ID 文
字列を設定できます。

• Option 61：このオプションは、DHCP クライアントが固有の ID を指定するために使用します。

DHCP サーバは、この値を使用して、アドレス バインディングのデータベースのインデックスを

作成します。この値は、管理ドメイン内のすべてのクライアントについて固有であることが予期さ

れます。

• Option 120：このオプションを使用して、Session Initiation Protocol（SIP; セッション開始プロト

コル）クライアントが SIP サーバの場所を特定するために使用する 32 ビット（バイナリ）IPv4 ア
ドレスを指定します。

• Option 121：このオプションを使用して、クラスレス スタティック ルートのクラスレス ネット

ワーク宛先を指定することで、これらのルートを設定します。したがって、各ルーティング テー

ブル エントリには、サブネット マスクを含めます。

（注） 要求にスタティック ルートとクラスレス スタティック ルートの両方が含まれる場合、クラ

イアントはクラスレス スタティック ルートのみ使用します。

DHCP サーバが、クラスレス スタティック ルート オプションとルータ オプションの両方

を戻すと、DHCP クライアントはルータ オプションを無視します。

• Option 125：このオプションは、DHCP クライアントおよびサーバがベンダー固有の情報を交換す

るために使用します。
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WAN インターフェイス上の DHCP クライアント

WAN インターフェイス上の DHCP クライアントでは、DHCP クライアントは、PPPoA および特定の 
ATM インターフェイスを通じて IP アドレスを取得できます。IP Control Protocol（IPCP; IP コント

ロール プロトコル）ではなく DHCP を使用することで、DHCP クライアントは、Domain Name 
System（DNS; ドメイン ネーム システム）アドレス、DNS デフォルト ドメイン名、デフォルト ルー

トなどその他の役立つ情報を取得できます。

PPPoA、クラシカル IP、および ARP over ATM の設定により、インターフェイスを介したブロード

キャスト機能がただちに使用可能になります（ATM インターフェイスで broadcast キーワードを使

用）。この機能のほとんどの変更は、DHCP パケットを送信できるインターフェイスの種類に関する既

存の制限を撤廃することを目的としています（以前は、ダイヤラ インターフェイスは送信できません

でした）。また、この機能により、接続の切断が可能になる前に、インターフェイスで DHCP 
RELEASE メッセージが送信されることが保証されます。

DHCP FORCERENEW

Cisco DHCP FORCERENEW 機能は、RFC 3118 に従い、エンティティ認証およびメッセージ認証を

提供します。これにより、DHCP クライアントおよびサーバは、他の DHCP エンティティの ID を認

証し、ネットワークを通じた配信中に DHCP メッセージの内容が変更されていないことを確認します。

メッセージ認証メカニズムにより、サーバは、DHCP 情報の要求が、ネットワークを使用する許可を

受けたクライアントからの要求であるかどうか特定できます。また、メッセージ認証メカニズムによ

り、クライアントは、DHCP サーバが、有効な設定を提供する信頼できるサーバであることを確認し

ます。

Cisco DHCP FORCERENEW 機能では、認証が必要です。すべてのクライアント サーバ交換を認証す

る必要があります。したがって、ip dhcp client authentication mode コマンドおよび key chain コマ

ンドを設定する必要があります。

クライアントは、FORCERENEW メッセージを受け取ると、以下を実行します。

• ip dhcp client authentication mode コマンドで指定された認証モードに従い、メッセージを認証

します。Cisco DHCP FORCERENEW 機能は、トークン ベースの認証と Message Digest 5
（MD5）ベースの認証の両方をサポートしています。

– トークン ベースの認証は、誤ってインスタンス化された DHCP サーバに対する基本的な防御

でのみ役立ちます。トークンはプレーン テキストで転送されます。したがって、トークンに

よる認証は脆弱で、メッセージ認証は提供されません。

– MD5 ベースの認証は、メッセージ認証コードとして、送信元により生成されるシングルユー

ス値が含まれるため、より優れたメッセージおよびエンティティ認証を提供します。

• 状態を RENEW に変更します。

• 通常の DHCP 手順に従い、リースの更新を試行します。

クライアントは、マルチキャスト FORCERENEW メッセージまたは認証に失敗したメッセージを廃棄

します。

DHCP クライアント設定方法
ここでは、次の作業について説明します。

• 「DHCP クライアント設定」（P.5）

• 「DHCP クライアントの DHCP リースのリリースまたは更新の実行」（P.7）

• 「FORCERENEW メッセージ処理のイネーブル化」（P.9）
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DHCP クライアント設定

DHCP クライアントを設定するには、この作業を実行します。

DHCP クライアントのデフォルトの動作

Cisco IOS ソフトウェアを実行する Cisco ルータには、DHCP サーバおよびリレー エージェント ソフ

トウェアが含まれており、デフォルトではイネーブルになっています。ルータは DHCP クライアント

と DHCP サーバの両方として動作できます。設定済みインターフェイスの IP アドレス情報を取得する

には、ip address dhcp コマンドを使用します。

前提条件

生成される DHCPDISCOVER メッセージに正しいオプション値が含まれるようにするために、イン

ターフェイスで ip address dhcp コマンドを入力する前に、ip dhcp client コマンドを設定する必要が

あります。DHCP から IP アドレスが取得される場合に限り、ip dhcp client コマンドはチェックされ

ます。DHCP から IP アドレスが取得された後、ip dhcp client コマンドが入力された場合、次にルー

タが DHCP から IP アドレスを取得するまで、そのコマンドは有効ではありません。つまり、ip 
address dhcp コマンドまたは、release dhcp および renew dhcp EXEC コマンド が設定された後での

み、新しい設定は有効になります。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. interface type number

4. ip dhcp client client-id {interface-name | ascii string | hex string} 

5. ip dhcp client class-id {string | hex string}

6. ip dhcp client lease days [hours] [minutes]

7. ip dhcp client hostname host-name 

8. [no] ip dhcp client request option-name

9. ip address dhcp

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。
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トラブルシューティングのヒント 

設定を確認するには、debug dhcp detail コマンドを使用して、送受信された DHCP パケットを表示し

ます。DHCP 対話のサーバ側を表示するには、debug ip dhcp server packets コマンドを使用します。

以下は WAN インターフェイス上の DHCP クライアントのトラブルシューティング ヒントです。

• ATM プライマリ インターフェイスは常にマルチポイントです。

• ATM サブインターフェイスは、マルチポイントまたはポイントツーポイントにすることができます。

ステップ 3 interface type number 

例：
Router(config)# interface Ethernet 1

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

ステップ 4 ip dhcp client client-id {interface-name | 
ascii string | hex string}

例：
Router(config-if)# ip dhcp client client-id 
ascii mytest1

（任意）クライアント ID を指定します。

• このコマンドの no 形式を指定すると、設定が削除さ

れ、システムは再びデフォルト形式を使用します。シ

ステムにクライアント ID が含まれないように設定す

ることはできません。

ステップ 5 ip dhcp client class-id {string | hex string}

例：
Router(config-if)# ip dhcp client class-id 
my-class-id

（任意）クラス ID を指定します。

ステップ 6 ip dhcp client lease days [hours] [minutes]

例：
Router(config-if)# ip dhcp client lease 2 

（任意）DHCP クライアントが DHCP サーバに要求する IP 
アドレスのリースの期間を設定します。

ステップ 7 ip dhcp client hostname host-name

例：
Router(config-if)# ip dhcp client hostname 
router1

（任意）DHCP メッセージで送信するホスト名を指定また

は変更します。

ステップ 8 [no] ip dhcp client request option-name

例：
Router(config-if)# no ip dhcp client request 
tftp-server-address

（任意）DHCP クライアントが DHCP サーバに対してオプ

ションを要求するように設定します。

• オプション名として、tftp-server-address、
netbios-nameserver、vendor-specific、static-route、
domain-name、dns-nameserver、または router を指

定できます。デフォルトでは、これらのすべてのオプ

ションが要求されます。このコマンドの no 形式を指

定すると、システムは特定のオプションを要求しなく

なります。

ステップ 9 ip address dhcp

例：
Router(config-if)# ip address dhcp

DHCP からインターフェイスの IP アドレスを取得します。

コマンドまたはアクション 目的
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• ポイントツーポイント インターフェイスを使用している場合、ルーティング テーブルにより、イ

ンターフェイスにいつパケットを送信するかが決定され、ATM マップ エントリは必要ありませ

ん。したがって、ATM マップ エントリを構築する Inverse ARP は必要ありません。

• マルチポイント インターフェイスを使用している場合、Inverse ARP を使用して、接続の他の側の 
IP アドレスを検出する必要があります。

• Inverse ARP は、protocol ip inarp コマンドを通じて指定できます。Inverse ARP をサポートして

いるカプセル化方式は aal5snap のみであるため、Inverse ARP を使用する場合、aal5snap カプセ

ル化方式を使用する必要があります。

DHCP クライアントの DHCP リースのリリースまたは更新の実行

DHCP クライアントの DHCP リースのリリースまたは更新を実行するには、この作業を実行します。

DHCP クライアントの DHCP リースのリリースまたは更新を実行する場合、EXEC モードで 
Command-Line Interface（CLI; コマンドライン インターフェイス）から次の 2 つの独立した操作を実

行できます。

• DHCP クライアントの DHCP リースをただちにリリースする。

• DHCP クライアントのリースの DHCP 更新を実行する。

この機能には次の利点があります。

• DHCP リースをリリースまたは更新するために、コンフィギュレーション モードに移行してルー

タを再設定する必要がない。

• DHCP リースのリリースおよび更新を簡単に実行できる。

• DHCP IP リリースおよび更新の設定作業を実行するために必要な時間が削減される。

DHCP リリースおよび更新の CLI の操作

DHCP リースのリリース

release dhcp コマンドにより、指定したインターフェイスの DHCP リースをただちにリリースするプ

ロセスが開始されます。リースがリリースされた後、インターフェイスのアドレスが再設定されます。

release dhcp コマンドは、インターフェイスのコンフィギュレーション ファイルで指定されている ip 
address dhcp コマンドを再設定しません。メモリの書き込み処理中、実行中のコンフィギュレーショ

ン ファイルの表示処理中、またはルータが再起動される場合、ip address dhcp コマンドが実行され、

インターフェイスの DHCP アドレスが取得されます。

DHCP サーバによりインターフェイスに対し IP アドレスが事前に割り当てられている必要があります。

DHCP サーバによりインターフェイスに対し IP アドレスが割り当てられていない場合、release dhcp 
コマンドは失敗し、次のエラー メッセージが表示されます。

Interface does not have a DHCP originated address

DHCP リースの更新

renew dhcp コマンドは、DHCP リース タイマーを次の段階まで進めます。その段階で、以下のいずれ

かが実行されます。

• リースが現在 BOUND 状態の場合、リースは RENEW 状態に進み、DHCP RENEW 要求が送信さ

れます。

• リースが現在 RENEW 状態の場合、タイマーは REBIND 状態に進み、DHCP REBIND 要求が送

信されます。
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RENEW 要求に対して応答がない場合、インターフェイスは RENEW 状態のままです。この場合、

リース タイマーは REBIND 状態に進み、その後 REBIND 要求が送信されます。

RENEW 要求に対する応答で NAK 応答が送信された場合、インターフェイスは再設定されます。

DHCP サーバによりインターフェイスに対し IP アドレスが事前に割り当てられている必要があります。

DHCP サーバによりインターフェイスに対し IP アドレスが割り当てられていない場合、renew dhcp 
コマンドは失敗し、次のエラー メッセージが表示されます。

Interface does not have a DHCP originated address

（注） Cisco IOS Release 15.0(1)M 以降のリリースでは、Cisco IOS DHCP クライアントは、リース時間ゼロ

のパケットまたはリース時間オプションなしのパケットを受け入れません。

前提条件 

DHCP サーバにより DHCP クライアントに対し IP アドレスが割り当てられている必要があります。

制約事項 

DHCP サーバにより DHCP クライアントに対し IP アドレスが割り当てられていない場合、DHCP リ
リースおよび更新 CLI コマンドは失敗します。

手順の概要

1. enable

2. release dhcp type number

3. renew dhcp type number

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 release dhcp type number

例：
Router# release dhcp ethernet 3/1

インターフェイスの DHCP リースのリリースをただちに実

行し、インターフェイスの IP アドレスを再設定します。

ステップ 3 renew dhcp type number

例：
Router# renew dhcp ethernet 3/1

DHCP タイマーを次の段階に進めます。その段階で後続処

理が実行されます。DHCP REQUEST パケットが送信さ

れ、リースが更新または再バインドされます。
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FORCERENEW メッセージ処理のイネーブル化

インターフェイスの DHCP メッセージで使用する認証のタイプを指定するには、要求の認証で使用す

るキー チェーンを指定するには、および認証がイネーブルの場合に DHCP クライアントでの 
FORCERENEW メッセージの処理をイネーブルにするには、この作業を実行します。

前提条件

クライアントとサーバの両方に対し、同じ認証モード、key chain コマンドで設定した同じシークレッ

ト ID とシークレット値を設定する必要があります。

手順の概要

1. interface type number

2. ip dhcp client authentication key-chain name 

3. ip dhcp client authentication mode type

4. exit

5. key chain name-of-chain

6. exit

7. ip dhcp-client forcerenew

8. end

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 interface type number 

例：
Router(config)# interface Ethernet 1

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

ステップ 2 ip dhcp client authentication key-chain name 

例：
Router(config-if)# ip dhcp client 
authentication key-chain dhcp1

要求の認証で使用するキー チェーンを指定します。

ステップ 3 ip dhcp client authentication mode type 

例：
Router(config-if)# ip dhcp client 
authentication mode md5

インターフェイスの DHCP メッセージで使用する認証のタ

イプを指定します。

ステップ 4 exit

例：
Router(config-if)# exit

インターフェイス コンフィギュレーション モードを終了

します。
9
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DHCP クライアント設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

• 「例：DHCP クライアント設定」（P.10）

• 「例：DHCP クライアント設定のカスタマイズ」（P.11）

• 「例：aal5snap カプセル化および Inverse ARP を使用した ATM プライマリ インターフェイス（マ

ルチポイント）の設定」（P.11）

• 「例：aa15snap カプセル化を使用した ATM ポイントツーポイント サブインターフェイスの設定」

（P.12）

• 「例：aa15nlpid カプセル化を使用した ATM ポイントツーポイント サブインターフェイスの設定」

（P.12）

• 「例：aa15mux PPP カプセル化を使用した ATM ポイントツーポイント サブインターフェイスの設

定」（P.12）

• 「例：DHCP リースのリリース」（P.12）

• 「例：DHCP リースの更新」（P.13）

例：DHCP クライアント設定

図 2 は、イーサネット LAN 上の DHCP クライアントを示す簡単なネットワーク図です。

ステップ 5 key chain name-of-chain

例：
Router(config-keychain)# key chain dhcp1
key 1234
key-string secret

キー チェーン コンフィギュレーション モードを開始し、名

前付きキー チェーンで使用する認証文字列を指定します。

ステップ 6 exit

例：
Router(config-keychain)# exit

キー チェーン コンフィギュレーション モードを終了し、

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 7 ip dhcp-client forcerenew

例：
Router(config)# ip dhcp-client forcerenew

DHCP クライアントでの DHCP FORCERENEW メッセー

ジ処理をイネーブルにします。

ステップ 8 end

例：
Router(config)# end

（任意）グローバル コンフィギュレーション モードを終了

し、特権 EXEC モードに戻ります。

コマンドまたはアクション 目的
10
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図 2 イーサネット インターフェイスを備えた DHCP クライアントを表すトポロジ

DHCP サーバ設定を以下に示します。

ip dhcp pool 1
network 10.1.1.0 255.255.255.0
lease 1 6 

DHCP クライアントのインターフェイス E2 の設定を以下に示します。

interface Ethernet2
ip address dhcp

この設定により、DHCP クライアントは、イーサネット インターフェイスを通じて DHCP サーバから 
IP アドレスを取得できます。

例：DHCP クライアント設定のカスタマイズ

次の例は、イーサネット インターフェイス 1 で、各種のオプションを使用して DHCP クライアント設

定をカスタマイズする方法を示しています。

interface Ethernet 1
ip dhcp client client-id ascii my-test1
ip dhcp client class-id my-class-id
ip dhcp client lease 0 1 0
ip dhcp client hostname host1
no ip dhcp client request tftp-server-address
ip address dhcp

例：aal5snap カプセル化および Inverse ARP を使用した ATM プライマ
リ インターフェイス（マルチポイント）の設定

次の例では、Permanent Virtual Circuit（PVC; 相手先固定接続）でブロードキャスト フラグを認識す

るための ATM マップ エントリが必要であるため、protocol ip 255.255.255.255 broadcast 設定が必要

です。ATM マップ エントリを使用できます。ATM Inverse ARP がインターフェイスで動作できるよ

うにするために、protocol ip inarp 設定が必要です。これにより、DHCP によりアドレスが割り当て

られた後、システムを ping できます。

interface atm0
ip address dhcp
pvc 1/100
encapsulation aal5snap
broadcast
protocol ip 255.255.255.255 broadcast
protocol ip inarp

Cisco IOS
DHCP Cisco IOS

DHCP 

10.1.1.1
E2 E1 12

71
35
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例：aa15snap カプセル化を使用した ATM ポイントツーポイント サブイ
ンターフェイスの設定

次の例は、aa15snap カプセル化を使用した ATM ポイントツーポイント サブインターフェイスの設定

を示しています。

interface atm0.1 point-to-point
ip address dhcp
pvc 1/100
encapsulation aal5snap
broadcast

例：aa15nlpid カプセル化を使用した ATM ポイントツーポイント サブイ
ンターフェイスの設定

次の例は、aa15nlpid カプセル化を使用した ATM ポイントツーポイント サブインターフェイスの設定

を示しています。

interface atm0.1 point-to-point
ip address dhcp
pvc 1/100
encapsulation aal5nlpid
broadcast

例：aa15mux PPP カプセル化を使用した ATM ポイントツーポイント サ
ブインターフェイスの設定

次の例は、aa15mux PPP カプセル化を使用した ATM ポイントツーポイント サブインターフェイスの

設定を示しています。

interface atm0.1 point-to-point
pvc 1/100
encapsulation aal5mux ppp virtual-template1
broadcast

!
interface virtual-template1
ip address dhcp

例：DHCP リースのリリース

次の例では、DHCP サーバにより IP アドレスが事前に割り当てられているインターフェイスで、

DHCP リリースを実行しています。

Router# release dhcp ethernet 3/1

次の例では、DHCP サーバにより IP アドレスが事前に割り当てられていないインターフェイスで、

DHCP リースのリリースを試行しています。

Router# release dhcp ethernet 3/1
Interface does not have a DHCP originated address

次の例では、type 引数および number 引数を指定せずに、release dhcp コマンドを実行しています。

Router# release dhcp
Incomplete command.
12
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例：DHCP リースの更新

次の例では、DHCP サーバにより IP アドレスが事前に割り当てられているインターフェイスで、

DHCP リースを更新しています。

Router# renew dhcp ethernet 3/1

次の例では、DHCP サーバにより IP アドレスが事前に割り当てられていないインターフェイスで、

DHCP リースの更新を試行しています。

Router# renew dhcp ethernet 3/1
Interface does not have a DHCP originated address

次の例では、type 引数および number 引数を指定せずに、renew dhcp コマンドを実行しています。

Router# renew dhcp
Incomplete command.

参考資料
ここでは、DHCP クライアントに関する参考資料について説明します。

関連資料

規格

関連項目 参照先

DHCP コマンド：コマンド構文の詳細、コマンド モー

ド、コマンド履歴、デフォルト、使用上の注意事項、

および例

『Cisco IOS IP Addressing Services Command Reference』 

DHCP の概念情報 『DHCP Overview』モジュール

DHCP サーバ設定 『Configuring the Cisco IOS DHCP Server』モジュール

DHCP サーバ オンデマンド アドレス プール 『Configuring the DHCP Server On-Demand Address Pool Manager』
モジュール

DHCP リレー エージェント設定 『Configuring the Cisco IOS DHCP Relay Agent』モジュール

DHCP 拡張機能 『Configuring DHCP Services for Accounting and Security』モ

ジュール

Edge-Session 管理用の DHCP 拡張機能 『Configuring DHCP Enhancements for Edge-Session Management』
モジュール

規格 タイトル

この機能がサポートする新しい規格または変更された

規格はありません。また、この機能で変更された既存

規格のサポートはありません。

— 
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MIB

RFC

MIB MIB リンク

この機能がサポートする新しい MIB または変更され

た MIB はありません。また、この機能で変更された

既存の MIB のサポートはありません。

選択したプラットフォーム、シスコのソフトウェア リリース、お

よび機能セットの MIB の場所を検索しダウンロードするには、次

の URL にある Cisco MIB Locator を使用します。

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

RFC タイトル

RFC 2131 『Dynamic Host Configuration Protocol』 

RFC 2132 『DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions』 

RFC 3118 『Authentication for DHCP Messages』 

RFC 3203 『DHCP reconfigure extension』 

RFC 3361 『DHCP-for-IPv4 Option for SIP Servers』 

RFC 3442 『Classless Static Route Option for DHCPv4』 

RFC 3925 『Vendor-Identifying Vendor Options for DHCPv4』 
14
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シスコのテクニカル サポート

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを 大限に活用してください。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立

ちます。

• テクニカル サポートを受ける

• ソフトウェアをダウンロードする

• セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ

製品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

• ツールおよびリソースへアクセスする

– Product Alert の受信登録

– Field Notice の受信登録

– Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

• Networking Professionals（NetPro）コミュニ

ティで、技術関連のディスカッションに参加する

• トレーニング リソースへアクセスする

• TAC Case Collection ツールを使用して、ハード

ウェアや設定、パフォーマンスに関する一般的な

問題をインタラクティブに特定および解決する

この Web サイト上のツールにアクセスする際は、

Cisco.com のログイン ID およびパスワードが必要です。

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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DHCP クライアントの機能情報
表 1 に、この機能のリリース履歴を示します。

ご使用の Cisco IOS ソフトウェア リリースでは、一部のコマンドが使用できない場合があります。特

定のコマンドのリリース情報については、コマンド リファレンス マニュアルを参照してください。

プラットフォームのサポートおよびソフトウェア イメージのサポートに関する情報を検索するには、

Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator を使用すると、Cisco IOS、Catalyst 
OS、Cisco IOS XE ソフトウェア イメージがサポートする特定のソフトウェア リリース、機能セット、

またはプラットフォームを確認できます。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn 
からアクセスしてください。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

（注） 表 1 に、特定の Cisco IOS ソフトウェア リリース群で特定の機能をサポートする Cisco IOS ソフト

ウェア リリースだけを示します。特に明記されていない限り、Cisco IOS ソフトウェア リリース群の

後続のリリースでもこの機能をサポートします。

表 1 Cisco IOS DHCP クライアントの機能情報

機能名 リリース 機能情報

設定可能な DHCP クライアント 12.2(28)SB
12.3(8)T

設定可能な DHCP クライアント機能は、DHCP クライア

ントの各種設定オプションを含む柔軟性を提供します。

DHCP クライアントは、DHCP を使用して、IP アドレス

などの設定パラメータを取得するインターネット ホストと

して定義されます。

次のセクションで、この機能に関する情報を参照できます。

• 「DHCP クライアント設定」

次のコマンドが導入されました。ip dhcp client class-id、
ip dhcp client client-id、ip dhcp client hostname、
ip dhcp client lease、ip dhcp client request。

EXEC モードでの CLI の DHCP リリースおよ

び更新

12.2(28)SB
12.2(33)SRC
12.3(4)T

この機能により、CLI から次の 2 つの独立した操作を実行

できます。

• DHCP クライアントの DHCP リースをただちにリ

リースする。

• DHCP クライアントのリースの DHCP 更新を実行する。

次のセクションで、この機能に関する情報を参照できます。

• 「DHCP クライアントの DHCP リースのリリースまた

は更新の実行」

次のコマンドが導入されました。release dhcp および 
renew dhcp。 
16
 

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


 

Cisco IOS DHCP クライアント設定

  DHCP クライアントの機能情報
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WAN インターフェイス上の DHCP クライアン

ト

12.2(8)T
12.2(28)SB

WAN インターフェイス上の DHCP クライアント機能によ

り、DHCP が拡張され、DHCP クライアントは、PPP over 
ATM（PPPoA）および特定の ATM インターフェイスを通

じて IP アドレスを取得できます。

次のセクションで、この機能に関する情報を参照できます。

• 「WAN インターフェイス上の DHCP クライアント」

この機能より、導入または変更されたコマンドはありません。

Cisco DHCP FORCERENEW 12.4(22)YB
15.0(1)M

この機能は、エンティティ認証およびメッセージ認証を提

供することでセキュリティを強化します。

次のコマンドが導入または変更されました。ip dhcp 
client authentication key-chain、 ip dhcp client 
authentication mode、 ip dhcp-client forcerenew、ip 
dhcp client request。

表 1 Cisco IOS DHCP クライアントの機能情報 （続き）

機能名 リリース 機能情報
17
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DHCP Option 82 設定可能な回線 ID および
リモート ID

シスコ DHCP Option 82 設定可能な回線 ID およびリモート ID では、Option 82 リモート ID サブオプ

ションおよび Option 82 回線 ID サブオプションでの命名の選択肢が広くなります。たとえば、スイッ

チ設定されたホスト名をリモート ID に使用するか ASCII テキスト文字列をリモート ID に指定するこ

とができ、ASCII テキスト文字列を設定して回線 ID をオーバーライドできます。

（注） Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）の設定については、ご使用のプラットフォームのコン

フィギュレーション ガイドを参照してください。Cisco 7600 シリーズ ルータでの DHCP の設定につい

ては、『Cisco 7600 Series Cisco IOS Software Configuration Guide, Release 12.2SR』の「Configuring 
DHCP Snooping」の項を参照してください。その他の Cisco プラットフォームで DHCP を設定する場

合の情報源については、「関連資料」（P.7）を参照してください。

機能情報の検索
新の機能情報および警告については、ご使用のプラットフォームおよびソフトウェア リリースのリ

リースノートを参照してください。このモジュールに記載されている機能に関する情報を検索したり、

各機能がサポートされているリリースに関するリストを参照したりするには、「DHCP Option 82 設定可

能な回線 ID およびリモート ID の機能情報」（P.8）を参照してください。

プラットフォームのサポートと、Cisco IOS および Catalyst OS ソフトウェア イメージのサポートに関

する情報を検索するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、

http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスしてください。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/7600/ios/12.2SR/configuration/guide/snoodhcp.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/7600/ios/12.2SR/configuration/guide/snoodhcp.html
http://www.cisco.com/go/cfn
http://www.cisco.com/go/cfn
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  目次
目次
• 「DHCP Option 82 設定可能な回線 ID およびリモート ID の制約事項」（P.2）

• 「DHCP Option 82 設定可能な回線 ID およびリモート ID について」（P.2）

• 「DHCP Option 82 設定可能な回線 ID およびリモート ID の設定方法」（P.3）

• 「DHCP Option 82 設定可能な回線 ID およびリモート ID の設定例」（P.6）

• 「参考資料」（P.7）

• 「コマンド リファレンス」（P.8）

• 「DHCP Option 82 設定可能な回線 ID およびリモート ID の機能情報」（P.8）

DHCP Option 82 設定可能な回線 ID およびリモート ID の
制約事項

プライマリ VLAN に対して DHCP スヌーピングが設定されている場合は、いずれのセカンダリ VLAN 
に対しても、異なる設定を持つスヌーピングを設定できません。関連付けられているすべての VLAN 
用の DHCP スヌーピングをプライマリ VLAN に対して設定する必要があります。プライマリ VLAN 
に対して DHCP スヌーピングが設定されていないときに、セカンダリ VLAN、たとえば VLAN 200 に
対して設定しようとすると、次のメッセージが表示されます。

2w5d:%DHCP_SNOOPING-4-DHCP_SNOOPING_PVLAN_WARNING:DHCP Snooping configuration may not 
take effect on secondary vlan 200. DHCP Snooping configuration on secondary vlan is 
derived from its primary vlan.

show ip dhcp snooping コマンドを使用すると、プライマリかセカンダリかを問わず、DHCP スヌーピ

ングがイネーブルにされているすべての VLAN が表示されます。

DHCP Option 82 設定可能な回線 ID およびリモート ID に
ついて

DHCP Option 82 設定可能な回線 ID およびリモート ID 機能では、Option 82 リモート ID サブオプ

ションおよび Option 82 回線 ID サブオプションで提供する情報を指定できるため、検証セキュリティ

が強化されます。

プライベート VLAN で DHCP スヌーピングをイネーブルにできます。DHCP スヌーピングがイネーブ

ルの場合、設定はプライマリ VLAN およびそれに関連付けられているセカンダリ VLAN の両方に伝播

します。プライマリ VLAN で DHCP スヌーピングがイネーブルの場合は、セカンダリ VLAN でもイ

ネーブルにされます。

住宅用メトロポリタン イーサネット アクセス環境で多数の加入者に IP アドレスを大量に割り当てる場

合に、DHCP を使用して集中管理する方法については、『Cisco 7600 Series Cisco IOS Software 
Configuration Guide』の「DHCP Snooping Option-82 Data Insertion」の項を参照してください。

図 1 に、DHCP スヌーピングがグローバルにイネーブルになっており、回線 ID サブオプションを指定

して ip dhcp snooping information option グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力した場

合に使用されるパケット フォーマットを示します。
2
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図 1 回線 ID を指定した場合のサブオプション パケット フォーマット 

図 2 に、DHCP スヌーピングがグローバルにイネーブルになっており、リモート ID サブオプションを

指定して ip dhcp snooping information option グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力し

た場合に使用されるパケット フォーマットを示します。

図 2 リモート ID を指定した場合のサブオプション パケット フォーマット 

DHCP Option 82 設定可能な回線 ID およびリモート ID の
設定方法

ここでは、次の作業について説明します。

• 「プライベート VLAN に対する DHCP スヌーピングの設定」（P.3）

プライベート VLAN に対する DHCP スヌーピングの設定

プライベートのプライマリ VLAN およびセカンダリ VLAN に対して DHCP スヌーピングを設定する

には、次の作業を実行してください。

• プライベートのプライマリ VLAN を設定します。

• 独立 VLAN をこのプライマリ VLAN に関連付けます。

• プライマリ VLAN 用の SVI インターフェイスを作成し、適切なループバック IP およびヘルパー 
アドレスをインターフェイスに関連付けます。

• プライマリ VLAN で DHCP スヌーピングをイネーブルにします。その結果、関連付けられている 
VLAN でも DHCP スヌーピングがイネーブルになります。

（注） スヌーピングに実効性を持たせるには、IP アドレス、DHCP プール、およびリレー ルートを割り当て

るサーバを設定する必要もあります。

手順の概要

1. enable

ID 

1 1 1 1 

24
34

68N1N + 21

N N = 3 - 63

ASCII  ID 

ID 

1 1 1 1 

24
34

79N1N + 21

N N = 1 - 63

ASCII  ID 3
3



DHCP Option 82 設定可能な回線 ID およびリモート ID
  DHCP Option 82 設定可能な回線 ID およびリモート ID の設定方法
2. configure terminal

3. vlan vlan-id

4. private-vlan primary

5. private-vlan association associated-vlan-list

6. configure terminal

7. vlan vlan-id

8. private-vlan isolated

9. configure terminal

10. interface vlan primary-vlan-id

11. ip unnumbered loopback 

12. private-vlan mapping [secondary-vlan-list | add secondary-vlan-list | remove secondary-vlan-list]

13. configure terminal

14. ip dhcp snooping vlan primary-vlan-id

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 vlan vlan-id

例：
Router(config)# vlan 70

指定したプライベート VLAN の VLAN コンフィギュレー

ション サブモードを開始します。

ステップ 4 private-vlan primary

例：
Router(config-vlan)# private-vlan primary

VLAN をプライマリ プライベート VLAN として指定しま

す。

ステップ 5 private-vlan association secondary-vlan-list

例：
Router(config-vlan)# private-vlan association 
7

Private VLAN（PVLAN; プライベート VLAN）の設定お

よび PVLAN とセカンダリ VLAN とのアソシエーション

の設定を行います。

ステップ 6 configure terminal

例：
Router# 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。
4
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ステップ 7 vlan vlan_ID

例：
Router(config)# vlan 7

指定したプライベート VLAN の VLAN コンフィギュレー

ション モードを開始します。

• この例では、関連付けられたセカンダリ VLAN、vlan 
7 です。

ステップ 8 private-vlan isolated

例：
Router(config-vlan)# private-vlan isolated

この VLAN を隔離プライベート VLAN として指定します。

ステップ 9 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 10 interface vlan primary-vlan_id

例：
Router(config)# interface vlan 70

プライマリ VLAN に対してダイナミック Switch Virtual 
Interface（SVI; スイッチ仮想インターフェイス）を作成し

ます。

ステップ 11 ip unnumbered loopback 

例：
Router(config)# ip unnumbered loopback1

IP アンナンバード ループバックを指定します。

ステップ 12 private-vlan mapping [secondary-vlan-list | 
add secondary-vlan-list | remove 
secondary-vlan-list] 

例：
Router(config-vlan)# private-vlan mapping 7

プライマリ VLAN とセカンダリ VLAN のマッピングを作

成して、それらに同じプライマリ VLAN SVI を共有させ

ます。

ステップ 13 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 14 ip dhcp snooping vlan primary-vlan_id

例：
Router(config)# ip dhcp snooping vlan 70

プライマリ VLAN および関連付けられた VLAN で DHCP 
スヌーピングをイネーブルにします。

コマンドまたはアクション 目的
5
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DHCP Option 82 設定可能な回線 ID およびリモート ID の
設定例

ここでは、次の設定例について説明します。

• 「プライベート VLAN アソシエーションのマッピング：例」（P.6）

プライベート VLAN アソシエーションのマッピング：例

次のインターフェイス コンフィギュレーションの例は、プライベート VLAN アソシエーションのマッ

ピング方法を示します。ユーザ設定可能な回線 ID「aabb11」がセカンダリ VLAN の vlan 7 に挿入さ

れています。

interface GigabitEthernet9/0/1
switchport
switchport private-vlan host-association 70 7
switchport mode private-vlan host
no mls qos trust
spanning-tree portfast
ip dhcp snooping vlan 7 information option format-type circuit-id string aabb11

次の例は、DHCP クラス「C1」を定義し、このインターフェイス コンフィギュレーションの例で入力

された回線 ID 値と一致する 16 進文字列を使用して、サーバにある対応するクラスの 16 進文字列を指

定する方法を示します。つまり、16 進文字列 00000000000000000000000000000006616162623131 マ
スク fffffffffffffffffffffffffffffff0000000000000 は、回線 ID aabb11 と一致します。

ip dhcp class C1
relay agent information
relay-information hex 00000000000000000000000000000006616162623131 mask 
fffffffffffffffffffffffffffffff0000000000000
6
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参考資料
ここでは、DHCP Option 82 設定可能な回線 ID およびリモート ID 機能に関する関連資料について説明

します。

関連資料

規格

MIB

RFC

関連項目 参照先

Cisco 7600 シリーズ ルータに対する DHCP の設定 『Cisco 7600 Series Cisco IOS Software Configuration Guide 』の

「Configuring DHCP Snooping」の項

Cisco Catalyst 3550 マルチレイヤ スイッチに対する 
DHCP の設定

『Catalyst 3550 Multilayer Switch Software Configuration Guide 』
の「Configuring DHCP Features」の項

Cisco Catalyst 2970 スイッチに対する DHCP の設定 『Catalyst 2970 Switch Software Configuration Guide』の

「Configuring DHCP Features」の項 

Cisco Catalyst 3560 スイッチに対する DHCP の設定 『Catalyst 3560 Switch Software Configuration Guide』の

「Configuring DHCP Features and IP Source Guard」の項

Cisco Catalyst 3750 スイッチに対する DHCP の設定 『Catalyst 3750 Switch Software Configuration Guide』の

「Configuring DHCP Features and IP Source Guard」の項

DHCP コマンド：コマンド構文の詳細、コマンド モー

ド、コマンド履歴、デフォルト、使用上の注意事項、

および例

『Cisco IOS IP Addressing Services Command Reference』

規格 タイトル

この機能がサポートする新しい規格または変更された

規格はありません。また、この機能で変更された既存

規格のサポートはありません。

—

MIB MIB リンク

• 選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリース、および機能セッ

トの MIB の場所を検索しダウンロードするには、次の URL にある 
Cisco MIB Locator を使用します。

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

RFC タイトル

この機能による新規または変更された RFC のサポー

トはありません。また、この機能による既存の RFC 
サポートに変更はありません。

—
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  コマンド リファレンス
シスコのテクニカル サポート

コマンド リファレンス
このモジュールに記載されている 1 つ以上の機能で、次のコマンドが追加または変更されています。こ

れらのコマンドの詳細については、『Cisco IOS IP Addressing Services Command Reference』を参照し

てください（http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/command/reference/
iad_book.html）。すべての Cisco IOS コマンドについては、http://tools.cisco.com/Support/CLILookup 
にある Command Lookup Tool を使用するか、

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html にある『Cisco IOS Master 
Command List, All Releases』を参照してください。

• ip dhcp snooping vlan 

DHCP Option 82 設定可能な回線 ID およびリモート ID の
機能情報

表 1 に、この機能のリリース履歴を示します。

ご使用の Cisco IOS ソフトウェア リリースでは、一部のコマンドが使用できない場合があります。特

定のコマンドのリリース情報については、コマンド リファレンス マニュアルを参照してください。

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを 大限に活用してください。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立

ちます。

• テクニカル サポートを受ける

• ソフトウェアをダウンロードする

• セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ

製品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

• ツールおよびリソースへアクセスする

– Product Alert の受信登録

– Field Notice の受信登録

– Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

• Networking Professionals（NetPro）コミュニ

ティで、技術関連のディスカッションに参加する

• トレーニング リソースへアクセスする

• TAC Case Collection ツールを使用して、ハード

ウェアや設定、パフォーマンスに関する一般的な

問題をインタラクティブに特定および解決する

この Web サイト上のツールにアクセスする際は、

Cisco.com のログイン ID およびパスワードが必要です。

http://www.cisco.com/en/US/support/index.html 
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プラットフォームのサポートおよびソフトウェア イメージのサポートに関する情報を検索するには、

Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator を使用すると、特定のソフトウェア リ
リース、機能セット、またはプラットフォームをサポートする Cisco IOS と Catalyst OS のソフトウェ

ア イメージを判別できます。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアクセ

スしてください。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

（注） 表 1 に、特定の Cisco IOS ソフトウェア リリース群で特定の機能をサポートする Cisco IOS ソフト

ウェア リリースだけを示します。特に明記されていない限り、Cisco IOS ソフトウェア リリース群の

後続のリリースでもこの機能をサポートします。

Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's 
trademarks can be found at 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. (1005R)

このマニュアルで使用している IP アドレスは、実際のアドレスを示すものではありません。マニュアル内の例、コマンド出力、および

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。

© 2009 Cisco Systems, Inc. 
All rights reserved.

Copyright © 2009–2011, シスコシステムズ合同会社 .

All rights reserved.

表 1 DHCP Option 82 設定可能な回線 ID およびリモート ID の機能情報

機能名 リリース 機能情報

DHCP Option 82 設定可能な回線 ID およびリ

モート ID
12.2(33)SRD1 Option 82 リモート ID サブオプションおよび Option 82 回

線 ID サブオプションでの命名の選択肢を規定します。

次のコマンドが導入または変更されました。ip dhcp 
snooping vlan。
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アカウンティングおよびセキュリティ対応の 
DHCP サービスの設定

Cisco IOS ソフトウェアは、Public Wireless LAN（PWLAN; パブリック ワイヤレス LAN）で DHCP 
のセキュリティ、信頼性、およびアカウンティングを拡張する複数の機能をサポートしています。この

機能は、他のネットワーク実装でも使用できます。このモジュールでは、アカウンティングおよびセ

キュリティ対応の DHCP サービスを設定するために必要な概念および作業について説明します。

機能情報の検索
ご使用のソフトウェア リリースが、このモジュールで説明している機能の一部をサポートしていない

場合があります。 新の機能情報および警告については、ご使用のプラットフォームおよびソフトウェ

ア リリースのリリースノートを参照してください。このモジュールに記載されている機能に関する情報

を検索したり、各機能がサポートされているリリースに関するリストを参照したりするには、「アカウン

ティングおよびセキュリティ対応の DHCP サービスの機能情報」（P.21）を参照してください。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォーム、およびシスコのソフトウェア イメージの

各サポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアク

セスしてください。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。

目次
• 「アカウンティングおよびセキュリティ対応の DHCP サービスを設定するための前提条件」（P.2）

• 「アカウンティングおよびセキュリティ対応の DHCP サービスに関する情報」（P.2）

• 「アカウンティングおよびセキュリティ対応の DHCP サービスを設定する方法」（P.3）

• 「アカウンティングおよびセキュリティ対応の DHCP サービスの設定例」（P.16）

• 「参考資料」（P.20）

• 「アカウンティングおよびセキュリティ対応の DHCP サービスの機能情報」（P.21）
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  アカウンティングおよびセキュリティ対応の DHCP サービスを設定するための前提条件
アカウンティングおよびセキュリティ対応の DHCP サービ
スを設定するための前提条件

アカウンティングおよびセキュリティ対応の DHCP サービスを設定する前に、「DHCP の概要」モ

ジュールで説明されている概念を理解する必要があります。

アカウンティングおよびセキュリティ対応の DHCP サービ
スに関する情報

• 「パブリック ワイヤレス LAN での DHCP の動作」（P.2）

• 「パブリック ワイヤレス LAN のセキュリティの脆弱性」（P.2）

• 「セキュリティおよびアカウンティング対応の DHCP サービスの概要」（P.3）

• 「DHCP リース制限」（P.3）

パブリック ワイヤレス LAN での DHCP の動作

PWLAN での DHCP の設定により、ワイヤレス クライアントの設定が簡単になり、ネットワークをメ

ンテナンスするために必要なオーバーヘッドが削減されます。DHCP クライアントは、DHCP サーバ

から IP アドレスをリースし、その後、Service Selection Gateway（SSG）により認証され、ネット

ワーク サービスへのアクセスが許可されます。DHCP サーバとクライアントは、IP アドレスの割り当

てに関する DHCP メッセージを交換します。DHCP サーバがクライアントに IP アドレスを割り当てる

と、DHCP バインディングが作成されます。クライアントが明示的に IP アドレスをリリースし、ネッ

トワークから切断するまで、IP アドレスはクライアントにリースされます。クライアントがアドレス

をリリースせずに切断すると、サーバは、リース期間が終了した後、リースを終了します。どちらの場

合も、DHCP サーバはバインディングを削除し、IP アドレスはプールに戻されます。

パブリック ワイヤレス LAN のセキュリティの脆弱性

PWLAN を使用し始める人が増えているため、セキュリティが重要な懸案事項になっています。ユー

ザは、ホット スポット（コーヒー店、空港ターミナル、ホテルなど）にいる間、IP アドレスを DHCP 
サーバから取得し、セッション中、その IP アドレスを使用します。このため、PWLAN の実装の大部

分は DHCP に依存します。

IP スプーフィングは、ハッカーが IP アドレスをスプーフするために使用する一般的な方法です。たと

えば、お客様 A が DHCP から IP アドレスを取得し、PWLAN を使用するための認証を受けた後、

ハッカーがお客様 A の IP アドレスをスプーフし、その IP アドレスを使用してトラフィックを送受信

するということがあります。お客様 A は、サービスを使用していないのに、サービスの料金を請求さ

れます。

Address Resolution Protocol（ARP; アドレス解決プロトコル）テーブル エントリは、設計によりダイ

ナミックです。ネットワーク内のすべてのネットワーク デバイスで、要求 ARP パケットおよび応答 
ARP パケットが送受信されます。DHCP ネットワークでは、DHCP サーバは、クライアントの MAC 
アドレスまたはクライアント ID に対してリースした IP アドレスを、DHCP バインディングに保存し

ます。ただし、ARP エントリはダイナミックに学習されるため、DHCP サーバが付与した IP アドレス

を、不正なクライアントがスプーフして使用し始めることができます。ARP テーブル内の許可クライ

アントの MAC アドレスが、この不正クライアントの MAC アドレスに置き換えられ、それにより、不

正クライアントが、スプーフした IP アドレスを自由に使用できるようになります。
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セキュリティおよびアカウンティング対応の DHCP サービスの概要

DHCP セキュリティおよびアカウンティング機能は、PWLAN のセキュリティ問題を解決するために

設計および実装されていますが、他のネットワーク実装でも使用できます。

DHCP アカウンティングは、DHCP 対応の Authentication, Authorization and Accounting（AAA; 認
証、許可、アカウンティング）のサポート、および RADIUS のサポートを提供します。AAA および 
RADIUS のサポートにより、セキュアな START および STOP アカウンティング メッセージを送信す

ることで、セキュリティが強化されます。DHCP アカウンティングの設定により、セキュリティのレ

イヤが追加されます。このセキュリティのレイヤにより、適切な RADIUS START および STOP アカ

ウンティング レコードに対して、DHCP リースの割り当てと終了がトリガーできるようになり、それ

により、SSG などのアップストリーム デバイスが、セッション状態を正しく保持します。この追加セ

キュリティの支援により、ハッカーや不正クライアントは、許可済みの DHCP リースをスプーフして

ネットワークに不正にアクセスすることができなくなります。

PWLAN のセキュリティ問題を解決するために、他に 3 つの機能が設計および実装されています。1 つ
めの機能では、DHCP データベース内の DHCP リースに対する ARP テーブル エントリを保護します。

このセキュアな ARP 機能により、DHCP サーバのデータベースを ARP テーブルと同期させてアドレ

スのハイジャックを回避することで、IP スプーフィングを防止します。アドレスが割り当てられると、

セキュア ARP により、クライアントの ARP テーブルにエントリが追加されます。バインディングが

期限切れになった場合に限り、DHCP サーバはこれを削除できます。

2 つめの機能は DHCP 許可 ARP です。この機能では、DHCP が明示的にユーザ ログアウト時を認識す

る必要性に対応することで完全性の高いソリューションを提供します。DHCP 許可 ARP が登場する

前、ユーザがシステムから連絡なしで去ったかどうかを DHCP サーバに通知するメカニズムはありま

せんでした。このため、お客様がログアウトした一方で、システムがそれを検出できず、その顧客に必

要以上の請求が行われる可能性がありました。この問題に対処するために、DHCP 許可 ARP は、1 分
ごとに定期 ARP メッセージを送信して、ユーザが現在ログインしているかどうかを確認します。許可

ユーザのみが ARP 要求に応答できます。無許可ユーザからの ARP 応答は、DHCP サーバでブロック

されるため、1 つ上のレベルのセキュリティが提供されます。

さらに、DHCP 許可 ARP では、インターフェイスにおけるダイナミック ARP 学習がディセーブルに

なります。アドレス マッピングを組み込むことができるのは、arp authorized インターフェイス コン

フィギュレーション コマンドで指定した許可コンポーネントのみです。DHCP は、ARP エントリの組

み込みを許可された唯一の許可コンポーネントです。

3 番めの機能は ARP 自動ログオフで、これにより、許可ユーザがいつログアウトしたかプローブする機

能を詳細に制御できます。arp probe interval コマンドで、プローブをいつ開始するか（timeout）、どれ

くらいの頻度でピアをプローブするか（interval）、および再試行の 大回数（count）を指定します。

DHCP リース制限

DHCP リース制限を設定することで、リース先の数を、グローバルにまたはインターフェイスごとに

制御できます。この機能により、ISP は、クライアントが使用できるリースの数を、世帯ごとまたは接

続ごとに制限できます。

アカウンティングおよびセキュリティ対応の DHCP サービ
スを設定する方法

ここでは、次の作業について説明します。

• 「DHCP アカウンティング対応の AAA および RADIUS の設定」（P.4） 
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• 「DHCP アカウンティングの設定」（P.6） 

• 「DHCP アカウンティングの確認」（P.8） 

• 「DHCP リースに対する ARP テーブル エントリの保護」（P.9） 

• 「DHCP 許可 ARP の設定」（P.11） 

• 「リース先の数をグローバルに制御するための DHCP リース制限の設定」（P.13） 

• 「インターフェイスにおいてリース先の数を制御するための DHCP リース制限の設定」（P.14）

DHCP アカウンティング対応の AAA および RADIUS の設定

DHCP アカウンティング対応の AAA および RADIUS を設定するには、この作業を実行します。

RADIUS は、セキュア START および STOP メッセージを転送するためのアカウンティング機能を提

供します。AAA および RADIUS は、DHCP アカウンティングを設定する前にイネーブルにしますが、

非セキュア DHCP ネットワークを保護するためにイネーブルにすることもできます。新規または既存

のネットワークで DHCP アカウンティングを設定する場合、このセクションの設定手順が必要になり

ます。

RADIUS アカウンティング アトリビュート

DHCP アカウンティングでは、表 1 に示されているアトリビュートが導入されています。DHCP アカ

ウンティングがイネーブルになると、これらのアトリビュートは RADIUS サーバにより直接処理され

ます。これらのアトリビュートは、debug radius コマンドの出力で監視できます。この出力では、

DHCP リースの状態、およびクライアントに関する特定の設定詳細が示されます。debug radius コマ

ンドで accounting キーワードを使用することで、出力をフィルタリングし、DHCP アカウンティング 
メッセージのみ表示できます。

表 1 RADIUS アカウンティング アトリビュート

手順の概要

1. enable 

2. configure terminal 

3. aaa new-model 

4. aaa group server radius group-name

5. server ip-address auth-port port-number acct-port port-number 

6. exit 

7. aaa accounting {system | network | exec | connection | commands level} {default | list-name} 
{start-stop | stop-only | none} [broadcast] group group-name

アトリビュート 説明 

Calling-Station-ID このアトリビュートの出力では、クライアントの MAC アドレスが表示さ

れます。

Framed-IP-Address このアトリビュートの出力では、クライアントにリースされている IP アド

レスが表示されます。

Acct-Terminate-Cause このアトリビュートの出力では、クライアントが明示的に切断しなかった

場合に、「session-timeout」メッセージが表示されます。
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8. aaa session-id {common | unique}

9. ip radius source-interface type number [vrf vrf-name]

10. radius-server host {hostname | ip-address} [auth-port port-number] [acct-port port-number]

11. radius-server retransmit number-of-retries

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal 

例：
Router# 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。

ステップ 3 aaa new-model 

例：
Router(config)# aaa new-model 

AAA アクセス コントロール モデルをイネーブルにします。

• DHCP アカウンティングは、アクセス コントロール 
モデルでのみ機能します。

（注） TACACS コマンドおよび拡張 TACACS コマンド

は、このコマンドを設定した後使用できなくなり、

DHCP アカウントでサポートされなくなります。

ステップ 4 aaa group server radius group-name

例：
Router(config)# aaa group server radius 
RGROUP-1 

AAA または TACACS+ サービスのサーバ グループを作成

し、サーバ グループ RADIUS コンフィギュレーション 
モードを開始します。

• この手順でサーバ グループが作成されるため、アカウ

ンティング サービスを適用できます。

ステップ 5 server ip-address auth-port port-number 
acct-port port-number 

例：
Router(config-sg-radius)# server 10.0.0.1 
auth-port 1645 acct-port 1646

ステップ 4 で作成したサーバ グループのメンバとなるサー

バを指定します。

• 認証およびアカウンティング用のポート番号を開放す

る必要があります。1645 が認証用のデフォルト ポー

ト番号で、1646 がアカウンティング用のデフォルト 
ポート番号です。指定できるポート番号の範囲は 0 ～ 
65535 です。

• auth-port port-number および acct-port port-number 
キーワードおよび引数に対して入力する値は、ステッ

プ 10 で設定するポート番号と同じにする必要があり

ます。

ステップ 6 exit 

例：
Router(config-sg-radius)# exit

サーバ グループ RADIUS コンフィギュレーション モード

を終了し、グローバル コンフィギュレーション モードを

開始します。
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トラブルシューティングのヒント

RADIUS アカウンティングの設定を監視およびトラブルシューティングするには、次のコマンドを使

用します。

debug radius accounting

DHCP アカウンティングの設定

DHCP アカウンティングを設定するには、この作業を実行します。

ステップ 7 aaa accounting {system | network | exec | 
connection | commands level} {default | 
list-name} {start-stop | stop-only | none} 
[broadcast] group group-name

例：
Router(config)# aaa accounting network 
RADIUS-GROUP1 start-stop group RGROUP-1 

指定したサーバ グループに対し RADIUS アカウンティン

グを設定します。

• 初の list-name 引数（RADIUS-GROUP1）で 
RADIUS アカウンティング サーバを指定し、2 番めの 
group-name 引数（RGROUP-1）でターゲット サーバ 
グループを指定します。

• このコマンドにより、DHCP アカウンティングのアカ

ウンティングの開始および停止がイネーブルになりま

す。start-stop キーワードにより、START と STOP の
両方のアカウンティング メッセージの転送がイネーブ

ルになります。stop-only キーワードにより、STOP ア
カウンティング メッセージの生成および検証のみイ

ネーブルになります。

ステップ 8 aaa session-id {common | unique}

例：
Router(config)# aaa session-id common

コール内の各 AAA アカウンティング サービス タイプに、

同じセッション ID を使用するかどうか、または、各アカ

ウンティング サービス タイプに対して異なるセッション 
ID を割り当てるかどうかを指定します。

ステップ 9 ip radius source-interface type number [vrf 
vrf-name]

例：
Router(config)# ip radius source-interface 
Ethernet 0

すべての発信 RADIUS パケットに対し、指定したイン

ターフェイスの IP アドレスを使用するよう強制します。

ステップ 10 radius-server host {hostname | ip-address} 
[auth-port port-number] [acct-port 
port-number]

例：
Router(config)# radius-server host 10.1.1.1 
auth-port 1645 acct-port 1646

RADIUS サーバ ホストを指定します。

• auth-port port-number および acct-port port-number 
キーワードおよび引数に対して入力する値は、ステッ

プ 5 で設定したポート番号と同じにする必要がありま

す。

ステップ 11 radius-server retransmit number-of-retries 

例：
Router(config)# radius-server retransmit 3

Cisco IOS ソフトウェアが RADIUS サーバ ホストを検出

する回数を指定します。

コマンドまたはアクション 目的
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DHCP アカウンティング

DHCP アカウンティングは、accounting DHCP プール コンフィギュレーション コマンドを使用して

イネーブルにします。このコマンドにより、AAA および RADIUS で DHCP が動作するように設定さ

れ、セキュア START および STOP アカウンティング メッセージがイネーブルになります。この設定に

より、セキュリティのレイヤが追加されます。このセキュリティのレイヤにより、適切な RADIUS 
START および STOP アカウンティング レコードに対して、DHCP リースの割り当てと終了がトリガー

できるようになり、それにより、SSG などのアップストリーム デバイスが、セッション状態を正しく

保持します。

DHCP アカウンティングは、クライアント単位またはリース単位で設定します。個別の DHCP アカウ

ンティング処理をプール単位に設定できます。

前提条件

クライアント認証用の SSG を設定する必要があります。DHCP アカウンティングを動作させる前に、

AAA および RADIUS をイネーブルにする必要があります。

制約事項

DHCP アカウンティングには、次の制約事項が適用されます。

• DHCP アカウンティングは、DHCP ネットワーク プールに対してのみ設定できます。DHCP ネッ

トワーク プールでは、バインディングが自動的に作成され、リースが終了した時点で、またはク

ライアントが DHCPRELEASE メッセージを送信した時点で破棄されます。

• DHCP バインディングは、clear ip dhcp binding コマンドまたは no service dhcp コマンドを入力

すると破棄されます。また、これにより、アカウンティング STOP メッセージがトリガーされま

す。DHCP アカウンティングでプールが設定されている場合にこれらのコマンドを入力すると、

警告を受け取ります。これは、これらのコマンドがアクティブなリースをクリアするためです。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal 

3. ip dhcp pool pool-name

4. accounting method-list-name
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手順の詳細

DHCP アカウンティングの確認 
DHCP アカウンティング設定を確認するには、この作業を実行します。

debug radius、debug radius accounting、debug ip dhcp server events、debug aaa accounting、お

よび debug aaa id コマンドを一緒にまたは同じセッションで発行する必要はありません。これは、提

供される情報に違いがあるためです。ただし、これらのコマンドを使用して、DHCP アカウンティン

グの開始および停止イベント、AAA アカウンティング メッセージ、および AAA と DHCP のホストと

クライアントに関する情報を表示できます。DHCP アカウンティングで導入された AAA アトリビュー

トのリストについては、このモジュールの 「RADIUS アカウンティング アトリビュート」 セクション

を参照してください。show running-config | begin dhcp コマンドを使用すると、DHCP アカウンティ

ングの設定など、ローカル DHCP 設定を表示できます。

手順の概要

1. enable 

2. debug radius accounting 

3. debug ip dhcp server events 

4. debug aaa accounting 

5. debug aaa id 

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal 

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip dhcp pool pool-name

例：
Router(config)# ip dhcp pool WIRELESS-POOL

DHCP アドレス プールを設定し、DHCP プール コンフィ

ギュレーション モードを開始します。

ステップ 4 accounting method-list-name

例：
Router(config-dhcp)# accounting RADIUS-GROUP1

指定したサーバ グループを設定して RADIUS アカウン

ティングを実行する場合に、DHCP アカウンティングをイ

ネーブルにします。

• この例では、RADIUS-GROUP1 が start-stop グループ

として設定された場合に、DHCP アカウンティングの 
START および STOP メッセージを送信するように設

定しています。STOP メッセージは、

RADIUS-GROUP1 が stop-only グループとして設定

された場合に限り送信されます。詳細については、

「DHCP アカウンティング対応の AAA および 
RADIUS の設定」 セクションのステップ 7 を参照して

ください。
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6. show running-config | begin dhcp 

手順の詳細

DHCP リースに対する ARP テーブル エントリの保護

DHCP データベース内にある、DHCP リースに対する ARP テーブル エントリを保護するには、この作

業を実行します。

update arp コマンドを使用すると、すべての新規リースおよび DHCP バインディングについて、ARP 
テーブル エントリおよび対応する DHCP リースが自動的に保護されます。ただし、既存のアクティブ 
リースは保護されません。これらのリースは更新されるまで非セキュアです。リースが更新されると、

そのリースは新規リースとして扱われ、自動的に保護されます。DHCP サーバでこのコマンドがディ

セーブルの場合、既存のすべてのセキュア ARP テーブル エントリがダイナミック ARP エントリに自

動的に変更されます。

手順の概要

1. enable 

2. configure terminal 

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 debug radius accounting

例：
Router# debug radius accounting 

ルータのコンソールに RADIUS イベントを表示します。

• これらのイベントは、RADIUS プロセスに関する情報

を提供します。accounting キーワードを使用して、

DHCP アカウンティング情報をフィルタリングできま

す。START および STOP アカウンティング メッセー

ジが出力に表示されます。

ステップ 3 debug ip dhcp server events

例：
Router# debug ip dhcp server events

DHCP IP アドレスの割り当て、DHCP リースの期限、お

よび DHCP データベースの変更を表示します。

ステップ 4 debug aaa accounting 

例：
Router# debug aaa accounting 

AAA アカウンティング イベントを表示します。

• START および STOP アカウンティング メッセージが

出力に表示されます。

ステップ 5 debug aaa id

例：
Router# debug aaa id 

AAA イベントが固有の AAA セッション ID に関連してい

る場合にそれらの AAA イベントを表示します。

ステップ 6 show running-config | begin dhcp

例：
Router# show running-config | begin dhcp

ルータのローカル設定を表示します。

• この出力例は、begin キーワードを使用してフィルタ

リングされており、実行コンフィギュレーションの 
DHCP セクションからの出力が表示されています。
9
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  アカウンティングおよびセキュリティ対応の DHCP サービスを設定する方法
3. ip dhcp pool pool-name 

4. update arp 

5. renew deny unknown

手順の詳細

トラブルシューティングのヒント

ワイヤレス ホット スポットなど、DHCP とセキュア ARP の両方を設定する一部の使用シナリオでは、

接続されるクライアント デバイスが一定期間スリープ状態またはサスペンド状態になる場合がありま

す。サスペンド時間がセキュア ARP タイムアウト（デフォルトは 91 秒）を上回り、DHCP リース時

間にはまだ達していない場合、クライアントは有効なリースを使用して起動できますが、クライアント

は非アクティブであるため、セキュア ARP タイムアウトによりリース バインディングは削除されま

す。クライアントが起動したとき、クライアント側ではリースを所有していますが、トラフィックの送

信はブロックされます。クライアントは IP アドレスを更新しようとしますが、DHCP サーバは、クラ

イアントのリースを所有していないため、この要求を無視します。クライアントは、リースが期限切れ

になるのを待つ必要があり、その後で復旧してトラフィックを再び送信できます。

この状況に対処するには、DHCP プール コンフィギュレーション モードで renew deny unknown コ
マンドを使用します。このコマンドにより、更新要求されたアドレスが DHCP サーバに存在するけれ

どもリースされていない場合、サーバはクライアントからの更新要求を拒否します。DHCP サーバは 
DHCPNAK 拒否メッセージをクライアントに送信し、これにより、クライアントは初期状態に戻りま

す。この後、クライアントは、古いリースが期限切れになるのを待つことなく、ただちに新しいリース

についてネゴシエーションできます。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal 

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip dhcp pool pool-name

例：
Router(config)# ip dhcp pool WIRELESS-POOL

DHCP アドレス プールを設定し、DHCP プール コンフィ

ギュレーション モードを開始します。

ステップ 4 update arp

例：
Router(config-dhcp)# update arp

対応する DHCP リースに対する非セキュア ARP テーブル 
エントリを保護します。

• 既存のアクティブ DHCP リースは更新されるまで保護

されません。no update arp コマンドを使用すると、

セキュア ARP テーブル エントリがダイナミック ARP 
テーブル エントリに再び変更されます。

ステップ 5 renew deny unknown

例：
Router(config-dhcp)# renew deny unknown

（任意）不明クライアントの更新ポリシーを設定します。

• このコマンドをいつ使用するかについては、「トラブ

ルシューティングのヒント」 セクションを参照してく

ださい。
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DHCP 許可 ARP の設定

DHCP 許可 ARP を設定して、インターフェイスでのダイナミック ARP 学習をディセーブルにするに

は、この作業を実行します。

ARP プローブの動作

DHCP 許可 ARP には、正確な 1 分間の課金のサポートに関して制限があります。DHCP 許可 ARP は、

30 秒に 1 回または 2 回、許可ユーザをプローブします。ビジー状態のネットワークでは、応答パケッ

トが失われる可能性が高くなり、それにより、予定よりも早くログオフが実行される場合があります。

許可ユーザのプローブをより正確および詳細に制御する必要がある場合、arp probe interval コマンド

を設定します。このコマンドでは、プローブを開始する時期、不成功プローブの間隔、および自動ログ

オフをトリガーするまでの 大試行回数を指定します。

制約事項

スタティック ARP と許可 ARP の両方で同じ ARP エントリを組み込むと、スタティック設定が許可 
ARP より優先されます。arp グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用することで、スタ

ティック ARP エントリを組み込むことができます。非ダイナミック ARP エントリを組み込んだのと

同じ方法で、非ダイナミック ARP エントリのみ削除できます。

ARP タイムアウト時間は 30 秒未満に設定しないでください。arp timeout コマンドで指定した ARP 
タイムアウト時間になる前の 初の 90 秒間に、ARP メッセージを 30 秒間隔で送信するように、この

機能は設計されています。この動作により、クライアントが断念する前に、少なくとも 3 回はクライア

ントのプローブが可能になります。ARP タイムアウトを 60 秒に設定した場合は、ARP メッセージは 2 
回送信され、30 秒に設定した場合、ARP メッセージは 1 回送信されます。ARP タイムアウト時間を 
30 秒未満に設定した場合、予期しない結果が発生する場合があります。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. interface type number

4. ip address ip-address mask

5. arp authorized

6. arp timeout seconds

7. arp probe interval seconds count number

8. end

9. show arp
11
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  アカウンティングおよびセキュリティ対応の DHCP サービスを設定する方法
手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 interface type number

例：
Router(config)# interface ethernet 1

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

ステップ 4 ip address ip-address mask

例：
Router(config-if)# ip address 209.165.200.224 
209.165.200.224

インターフェイスのプライマリ IP アドレスを設定します。

ステップ 5 arp authorized

例：
Router(config-if)# arp authorized 

インターフェイスのダイナミック ARP 学習をディセーブ

ルにします。

• IP アドレスと MAC アドレスのマッピングを組み込む

ことができるのは、許可されているサブシステムのみ

です。

ステップ 6 arp timeout seconds

例：
Router(config-if)# arp timeout 60

エントリを ARP キャッシュに残す時間を設定します。

• 「制約事項」（P.11） で説明されているように、このタ

イムアウト時間を 30 秒未満に設定しないでください。

ステップ 7 arp probe interval seconds count number

例：
Router(config-if)# arp probe interval 5 
count 30

（任意）プローブ再試行の間隔（秒単位）と回数を指定し

ます。

• seconds：間隔（秒単位）。この秒数が経過した後、次

のプローブが送信され、ピアが存在するかどうか確認

されます。範囲は 1 ～ 10 です。

• count-number：プローブ再試行の回数。この回数に達

した後、応答がない場合、ピアはログオフしているこ

とになります。範囲は 1 ～ 60 です。

（注） プローブ プロセスを停止するには、このコマンド

の no 形式を使用する必要があります。
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  アカウンティングおよびセキュリティ対応の DHCP サービスを設定する方法
リース先の数をグローバルに制御するための DHCP リース制限の設定 
ATM Routed Bridged Encapsulation（RBE）アンナンバード インターフェイスまたはシリアル アンナ

ンバード インターフェイスの背後で、クライアントに許可する DHCP リースの数をグローバルに制御

するには、この作業を実行します。

この機能により、ISP は、クライアントが使用できるリースの数を、世帯ごとまたは接続ごとにグロー

バルに制限できます。

アンナンバード インターフェイスを介してクライアントに接続する Cisco IOS DHCP リレー エージェ

ントにおいてこの機能をイネーブルにすると、リレー エージェントは、サブインターフェイスごとに

クライアントに提供される DHCP リースについての情報を保持します。DHCPACK メッセージがクラ

イアントに転送されると、リレー エージェントは、そのサブインターフェイスにおいてクライアント

に提供されているリースの数をインクリメントします。新しい DHCP クライアントが IP アドレスを取

得しようとし、一方で、リースの数が設定済みのリース制限にすでに達している場合、クライアントか

らの DHCP メッセージはドロップされ、DHCP サーバに転送されません。

アンナンバード インターフェイスを介してクライアントに直接接続する Cisco IOS DHCP サーバでこ

の機能をイネーブルにすると、サーバは、アドレスを割り当て、サブインターフェイスごとにリースの

数をインクリメントします。新しいクライアントが IP アドレスを取得しようとし、一方で、サブイン

ターフェイスでのリースの数が設定済みのリース制限にすでに達している場合、サーバは IP アドレス

を提供しません。

DHCP リース制限に関する制約事項 

この機能は、ナンバード インターフェイスではサポートされません。リース制限は、RBE アンナン

バード インターフェイスまたはシリアル アンナンバード インターフェイスでの ATM に対してのみ適

用できます。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. ip dhcp limit lease log

4. ip dhcp limit lease per interface lease-limit

5. end

6. show ip dhcp limit lease [type number]

ステップ 8 end

例：
Router(config-if)# end

インターフェイス コンフィギュレーション モードを終了

し、特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 9 show arp

例：
Router# show arp

（任意）ARP テーブル内のエントリを表示します。

コマンドまたはアクション 目的
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  アカウンティングおよびセキュリティ対応の DHCP サービスを設定する方法
手順の詳細

トラブルシューティングのヒント

debug ip dhcp server packet コマンドおよび debug ip server events コマンドを使用して、DHCP 
リース制限をトラブルシューティングできます。

インターフェイスにおいてリース先の数を制御するための DHCP リース制
限の設定 

インターフェイスで許可する DHCP リースの数を制限するには、この作業を実行します。

この機能により、ISP は、クライアントが使用できるリースの数を、インターフェイスにおいて世帯ご

とまたは接続ごとに制限できます。

アンナンバード インターフェイスを介してクライアントに直接接続する Cisco IOS DHCP サーバでこ

の機能をイネーブルにすると、サーバは、アドレスを割り当て、サブインターフェイスごとにリースの

数をインクリメントします。新しいクライアントが IP アドレスを取得しようとし、一方で、サブイン

ターフェイスでのリースの数が設定済みのリース制限にすでに達している場合、サーバは IP アドレス

を提供しません。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip dhcp limit lease log

例：
Router(config)# ip dhcp limit lease log

（任意）DHCP リース制限しきい値を超えた場合、DHCP 
リース違反ロギングをイネーブルにします。

• このコマンドを設定すると、show ip dhcp limit lease 
コマンドの出力に、リース制限違反が表示されます。

ステップ 4 ip dhcp limit lease per interface lease-limit

例：
Router(config)# ip dhcp limit lease per 
interface 2

ATM RBE アンナンバード インターフェイスまたはシリア

ル ナンバード インターフェイスの背後で、DHCP クライ

アントに提供されるリースの数を制限します。

ステップ 5 end 

例：
Router(config)# end

グローバル コンフィギュレーション モードを終了して、

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show ip dhcp limit lease [type number]

例：
Router# show ip dhcp limit lease 

（任意）リース制限しきい値の違反が発生した回数を表示

します。

• clear ip dhcp limit lease 特権 EXEC コマンドを使用し

て、保存されているリース違反エントリを手動でクリ

アできます。
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制約事項 

この機能は、ナンバード インターフェイスではサポートされません。リース制限は、RBE アンナン

バード インターフェイスまたはシリアル アンナンバード インターフェイスでの ATM に対してのみ適

用できます。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. ip dhcp limit lease log

4. interface type number

5. ip dhcp limit lease lease-limit

6. end

7. show ip dhcp limit lease [type number] 

8. show ip dhcp server statistics [type number]

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip dhcp limit lease log

例：
Router(config)# ip dhcp limit lease log

（任意）DHCP リース制限しきい値を超えた場合、DHCP 
リース違反ロギングをイネーブルにします。

• このコマンドを設定すると、show ip dhcp limit lease 
コマンドの出力に、リース制限違反が表示されます。

ステップ 4 interface type number

例：
Router(config)# interface Seria l0/0

インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始

します。

ステップ 5 ip dhcp limit lease lease-limit

例：
Router(config-if)# ip dhcp limit lease 6

インターフェイスごとに DHCP クライアントに提供される

リースの数を制限します。

• インターフェイス コンフィギュレーションは、ip 
dhcp limit lease per interface グローバル コンフィ

ギュレーション コマンドで指定したグローバル設定よ

りも優先されます。

ステップ 6 end 

例：
Router(config-if)# end

インターフェイス コンフィギュレーション モードを終了

し、特権 EXEC モードに戻ります。
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トラブルシューティングのヒント

debug ip dhcp server packet コマンドおよび debug ip server events コマンドを使用して、DHCP 
リース制限をトラブルシューティングできます。

アカウンティングおよびセキュリティ対応の DHCP サービ
スの設定例

ここでは、次の設定例について説明します。

• 「例：DHCP アカウンティング対応の AAA および RADIUS の設定」（P.16）

• 「例：DHCP アカウンティングの設定」（P.17）

• 「例：DHCP アカウンティングの確認」（P.17）

• 「例：DHCP 許可 ARP の設定」（P.18）

• 「例：DHCP 許可 ARP の確認」（P.19）

• 「例：DHCP リース制限の設定」（P.19）

例：DHCP アカウンティング対応の AAA および RADIUS の設定

次の例は、DHCP アカウンティング対応の AAA および RADIUS の設定方法を示しています。

aaa new-model 
aaa group server radius RGROUP-1 
server 10.1.1.1 auth-port 1645 acct-port 1646 
exit 

aaa accounting network RADIUS-GROUP1 start-stop group RGROUP-1 
aaa session-id common 
ip radius source-interface Ethernet 0 
radius-server host 10.1.1.1 auth-port 1645 acct-port 1646 
radius-server retransmit 3 
exit

ステップ 7 show ip dhcp limit lease [type number]

例：
Router# show ip dhcp limit lease Serial 0/0

（任意）リース制限しきい値の違反が発生した回数を表示

します。

• clear ip dhcp limit lease 特権 EXEC コマンドを使用し

て、保存されているリース違反エントリを手動でクリ

アできます。

ステップ 8 show ip dhcp server statistics [type number]

例：
Router# show ip dhcp server statistics 
Serial0/0

（任意）DHCP サーバ統計情報を表示します。

• インターフェイス レベルの DHCP 統計情報を表示す

るために、このコマンドは Cisco IOS 
Release 12.2(33)SRC で変更されました。

コマンドまたはアクション 目的
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例：DHCP アカウンティングの設定

DHCP アカウンティングは、クライアント単位またはリース単位で設定します。個別の DHCP アカウ

ンティング処理をプール単位に設定できます。次の例は、RADIUS-GROUP1 が start-stop グループと

して設定された場合に、DHCP アカウンティング START および STOP メッセージが送信されるように

設定する方法を示しています。

ip dhcp pool WIRELESS-POOL 
accounting RADIUS-GROUP1
exit 

例：DHCP アカウンティングの確認

DHCP 対応の RADIUS と AAA の両方を設定した後、DHCP アカウンティングをイネーブルにします。

DHCP START および STOP アカウンティング生成情報は、debug radius accounting コマンドおよび 
debug ip dhcp server events コマンドを使用して監視できます。DHCP アカウンティングで導入され

た AAA アトリビュートのリストについては、「RADIUS アカウンティング アトリビュート」（P.4） を
参照してください。

以下は、debug radius accounting コマンドの出力例です。この出力では、DHCP リース セッション 
ID、MAC アドレス、およびクライアント インターフェイスの IP アドレスが示されています。

00:00:53: RADIUS: Pick NAS IP for uid=2 tableid=0 cfg_addr=10.0.18.3 best_addr=0.0.0.0 
00:00:53: RADIUS(00000002): sending 
00:00:53: RADIUS(00000002): Send to unknown id 21645/1 10.1.1.1 :1646, Accounting-Request, 
len 76 
00:00:53: RADIUS: authenticator C6 FE EA B2 1F 9A 85 A2 - 9A 5B 09 B5 36 B5 B9 27 
00:00:53: RADIUS: Acct-Session-Id [44] 10 "00000002" 
00:00:53: RADIUS: Framed-IP-Address [8] 6 10.0.0.10 
00:00:53: RADIUS: Calling-Station-Id [31] 16 "00000c59df76" 
00:00:53: RADIUS: Acct-Status-Type [40] 6 Start [1] 
00:00:53: RADIUS: Service-Type [6] 6 Framed [2] 
00:00:53: RADIUS: NAS-IP-Address [4] 6 10.0.18.3 
00:00:53: RADIUS: Acct-Delay-Time [41] 6 0 

以下は、debug ip dhcp server events コマンドの出力例です。この出力は、DHCP サーバで生成され

たもので、DHCP リースをネゴシエーションするクライアントとサーバの間の DHCP メッセージの交

換が示されています。DHCP サーバに送信される、クライアントが割り当てられた IP アドレスを受け

入れたことを示す確認応答により、アカウンティング START メッセージがトリガーされます。これ

は、次の出力では 後の行に示されています。

00:45:50:DHCPD:DHCPDISCOVER received from client
0063.6973.636f.2d30.3030.312e.3432.6339.2e65.6337.352d.4574.31 on
interface Ethernet0.

00:45:52:DHCPD:assigned IP address 10.10.10.16 to client
0063.6973.636f.2d30.3030.312e.3432.6339.2e65.6337.352d.4574.31.

00:45:52:DHCPD:Sending DHCPOFFER to client
0063.6973.636f.2d30.3030.312e.3432.6339.2e65.6337.352d.4574.31(10.10.10.16)

00:45:52:DHCPD:broadcasting BOOTREPLY to client 0001.42c9.ec75.

00:45:52:DHCPD:DHCPREQUEST received from client
0063.6973.636f.2d30.3030.312e.3432.6339.2e65.6337.352d.4574.31.

00:45:52:DHCPD:Sending DHCPACK to client
0063.6973.636f.2d30.3030.312e.3432.6339.2e65.6337.352d.4574.31
(10.10.10.16).
17



アカウンティングおよびセキュリティ対応の DHCP サービスの設定

  アカウンティングおよびセキュリティ対応の DHCP サービスの設定例
00:45:52:DHCPD:broadcasting BOOTREPLY to client 0001.42c9.ec75.

00:45:52:DHCPD:triggered Acct Start for 0001.42c9.ec75 (10.10.10.16).

以下は、debug ip dhcp server events コマンドの出力例です。この出力は、DHCP サーバで生成され

たもので、DHCP クライアントからの明示的なリリース メッセージの受信を示しています。DHCP 
サーバは、アカウンティング STOP メッセージをトリガーし、次に IP アドレスを DHCP プールに戻し

ます。次の出力の 3 行目に、アカウンティング STOP メッセージに関する情報が示されています。

00:46:26:DHCPD:DHCPRELEASE message received from client
0063.6973.636f.2d30.3030.312e.3432.6339.2e65.6337.352d.4574.31 (10.10.10.16)

00:46:26:DHCPD:triggered Acct Stop for (10.10.10.16).

00:46:26:DHCPD:returned 10.10.10.16 to address pool WIRELESS-POOL.

例：DHCP 許可 ARP の設定

ルータ 1 は、IP アドレスをシークするルータに IP アドレスを割り当てる DHCP サーバで、ルータ 2 
は、DHCP サーバを通じて IP アドレスを取得するように設定されている DHCP クライアントです。

ルータ 1 では、update arp DHCP プール コンフィギュレーション コマンドが設定されているため、

ルータはセキュア ARP エントリを ARP テーブルに組み込みます。arp authorized コマンドにより、

そのインターフェイスでダイナミック ARP が停止します。ルータ 1 は定期 ARP をルータ 2 に送信し

て、クライアントが現在アクティブであることを確認します。ルータ 2 は、ARP 応答を使用して応答

します。不正クライアントは、これらの定期 ARP に応答できません。不正 ARP 応答は、DHCP サー

バでブロックされます。ルータ 1 は、許可クライアントから応答を受け取ると、エントリのタイマーを

更新します。

トポロジの例については、図 1 を参照してください。

図 1 DHCP 許可 ARP のトポロジ例

ルータ 1（DHCP サーバ）

ip dhcp pool name1
network 10.0.0.0 255.255.255.0
lease 0 0 20
update arp

!
interface Ethernet 0
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
half-duplex
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arp authorized
arp timeout 60

! optional command to adjust the periodic ARP probes sent to the peer
arp probe interval 5 count 15

ルータ 2（DHCP クライアント）

interface Ethernet 0/0
ip address dhcp
half-duplex

例：DHCP 許可 ARP の確認

以下は、ルータ 1 での show arp コマンドの出力例です（図 1 を参照）。

Router1# show arp

Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface
Internet  10.0.0.3                0   0004.dd0c.ffcb  ARPA   Ethernet01
Internet  10.0.0.1                -   0004.dd0c.ff86  ARPA   Ethernet0 

以下は、ルータ 2 での show arp コマンドの出力例です（図 1 を参照）。

Router2# show arp

Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface
Internet  10.0.0.3                -   0004.dd0c.ffcb  ARPA   Ethernet0/02
Internet  10.0.0.1                0   0004.dd0c.ff86  ARPA   Ethernet0/0

例：DHCP リース制限の設定

次の例では、4 つ以上のクライアントが ATM インターフェイス 4/0.1 から IP アドレスを取得しようと

した場合、DHCPDISCOVER パケットは DHCP サーバに転送されません。DHCP サーバが同じルー

タに存在する場合、DHCP は 4 つ以上のクライアントに対して応答しません。

ip dhcp limit lease per interface 3
!
interface loopback 0
ip address 10.1.1.129 255.255.255.192

!
interface ATM 4/0.1
no ip address

!
interface ATM 4/0.1 point-to-point
ip helper-address 172.16.1.2
ip unnumbered loopback 0
atm route-bridged ip
pvc 88/800
encapsulation aal5snap

次の例では、5 つの DHCP クライアントが IP アドレスを受け取ることを許可されます。6 つめのクラ

イアントが IP アドレスを取得しようとした場合、DHCPDISCOVER メッセージは DHCP サーバに転

送されず、トラップが SNMP マネージャに送信されます。

ip dhcp limit lease log 
! 
ip dhcp pool pool1 
network 10.1.1.0 255.255.255.0 
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!
interface loopback 0 
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0 

!
interface serial 0/0.2 point-to-point
ip dhcp limit lease 5 
ip unnumbered loopback 0 
exit

snmp-server enable traps dhcp interface

参考資料

関連資料

規格

関連項目 参照先

ARP コマンド：コマンド構文の詳細、コマンド モー

ド、デフォルト、使用上の注意事項、および例 
『Cisco IOS IP Addressing Services Command Reference』

DHCP コマンド：コマンド構文の詳細、コマンド 
モード、デフォルト、使用上の注意事項、および例 

『Cisco IOS IP Addressing Services Command Reference』

DHCP の概念情報 『Cisco IOS IP Addressing Configuration Guide』の「DHCP 
Overview」モジュール

DHCP サーバ設定 『Cisco IOS IP Addressing Configuration Guide』の「Configuring 
the Cisco IOS DHCP Server」モジュール

DHCP ODAP の設定 『Cisco IOS IP Addressing Configuration Guide』の「Configuring 
the DHCP Server On-Demand Address Pool Manager」モジュール

DHCP クライアント設定 『Cisco IOS IP Addressing Configuration Guide』の「Configuring 
the Cisco IOS DHCP Client」モジュール

DHCP リレー エージェント設定 『Cisco IOS IP Addressing Configuration Guide』の「Configuring 
the Cisco IOS DHCP Relay Agent」モジュール 

Edge-Session 管理用の DHCP 拡張機能 『Cisco IOS IP Addressing Configuration Guide』の「Configuring 
DHCP Enhancements for Edge-Session Management」モジュール

AAA および RADIUS の設定作業 『Cisco IOS Security Configuration Guide』

AAA および RADIUS コマンド：コマンド構文の詳

細、コマンド モード、デフォルト、使用上の注意事

項、および例

『Cisco IOS Security Command Reference』

規格 タイトル

この機能がサポートする新しい規格または変更された

規格はありません。

—

20

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/command/reference/iad_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/command/reference/iad_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iad_dhcp_ovrvw.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iad_dhcp_ovrvw.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iad_dhcp_svr_cfg.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iad_dhcp_svr_cfg.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iad_dhcp_sod_apm.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iad_dhcp_sod_apm.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iad_dhcp_client.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iad_dhcp_client.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iad_dhcp_rly_agt.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iad_dhcp_rly_agt.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iad_dhcp_esm.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iad_dhcp_esm.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/security/command/reference/sec_book.html


アカウンティングおよびセキュリティ対応の DHCP サービスの設定

  シスコのテクニカル サポート
MIB

RFC

シスコのテクニカル サポート

アカウンティングおよびセキュリティ対応の DHCP サービ
スの機能情報

表 2 に、このモジュールで説明した機能をリストし、特定の設定情報へのリンクを示します。

プラットフォームのサポートおよびソフトウェア イメージのサポートに関する情報を検索するには、

Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator を使用すると、特定のソフトウェア リ
リース、機能セット、またはプラットフォームをサポートするソフトウェア イメージを判別できます。

Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスしてください。Cisco.com の
アカウントは必要ありません。

（注） 表 2 には、一連のソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入されたソフトウェア リリー

スだけが記載されています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リ
リースでもサポートされます。

MIB MIB リンク

この機能がサポートする新しい MIB または変更され

た MIB はありません。また、この機能で変更された

既存の MIB のサポートはありません。

選択したプラットフォーム、シスコのソフトウェア リリース、お

よび機能セットの MIB の場所を検索しダウンロードするには、次

の URL にある Cisco MIB Locator を使用します。

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

RFC タイトル

この機能による新規または変更された RFC のサポー

トはありません。また、この機能による既存の RFC 
サポートに変更はありません。

—

説明 リンク

シスコのテクニカル サポートおよびドキュメンテー

ション Web サイトでは、オンライン リソースを提供

しており、マニュアル、ソフトウェア、およびツール

をダウンロードできます。これらのリソースは、ソフ

トウェアのインストールと設定や、シスコ製品とテク

ノロジーに関する技術上の問題のトラブルシューティ

ングおよび解決に使用してください。この Web サイ

ト上のツールにアクセスする際は、Cisco.com のログ

イン ID およびパスワードが必要です。

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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表 2 アカウンティングおよびセキュリティ対応の DHCP サービスの機能情報

機能名 リリース 機能情報

インターフェイスごとの DHCP リース制限お

よび統計情報

12.2(33)SRC この機能は、インターフェイス上の DHCP クライアントに

提供する DHCP リース数を制限します。DHCP サーバ統

計情報レポートは、インターフェイスレベルの統計情報を

表示するために拡張されました。

次のセクションで、この機能に関する情報を参照できます。

• 「インターフェイスにおいてリース先の数を制御するた

めの DHCP リース制限の設定」

• 「例：DHCP リース制限の設定」

この機能により、次のコマンドが導入または変更されまし

た。clear ip dhcp limit lease、ip dhcp limit lease、ip 
dhcp limit lease log、show ip dhcp limit lease、show ip 
dhcp server statistics。

ATM RBE アンナンバード インターフェイス

ごとの DHCP リース制限

12.2(28)SB
12.3(2)T
15.1(1)S

この機能は、DHCP サーバまたは DHCP リレー エージェ

ントの ATM RBE アンナンバード インターフェイスまたは

シリアル アンナンバード インターフェイスから接続され

る DHCP クライアントに対して提供される DHCP リース

の数をサブインターフェイスごとに制限します。

次のセクションで、この機能に関する情報を参照できます。

• 「リース先の数をグローバルに制御するための DHCP 
リース制限の設定」

この機能により、次のコマンドが導入されました。

ip dhcp limit lease per interface。

ARP 自動ログオフ 12.3(14)T ARP 自動ログオフ機能は、許可クライアントの詳細な制御

およびプローブを提供することで DHCP 許可 ARP を拡張

し、ログオフを検出します。

次のセクションで、この機能に関する情報を参照できます。

• 「セキュリティおよびアカウンティング対応の DHCP 
サービスの概要」

• 「DHCP 許可 ARP の設定」

• 「例：DHCP 許可 ARP の設定」

この機能により、次のコマンドが導入されました。

arp probe interval。
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DHCP 許可 ARP 12.2(33)SRC
12.3(4)T

DHCP 許可 ARP は、Cisco IOS ソフトウェアの DHCP およ

び ARP コンポーネントを拡張し、モバイル ユーザまたは許

可ユーザへの IP アドレスのリースを制限します。この機能

は、DHCP サーバで無許可ユーザからの ARP 応答をブロッ

クすることで、PWLAN のセキュリティを強化します。

次のセクションで、この機能に関する情報を参照できます。

• 「セキュリティおよびアカウンティング対応の DHCP 
サービスの概要」

• 「DHCP 許可 ARP の設定」

• 「例：DHCP 許可 ARP の設定」

この機能により、次のコマンドが導入されました。

arp authorized。

DHCP アカウンティング 12.2(15)T
12.2(28)SB
12.2(33)SRB

DHCP アカウンティングにより、DHCP 設定対応の AAA 
および RADIUS サポートが導入されます。

次のセクションで、この機能に関する情報を参照できます。

• 「セキュリティおよびアカウンティング対応の DHCP 
サービスの概要」

• 「DHCP アカウンティングの設定」

この機能により、次のコマンドが導入されました。

accounting。

DHCP セキュア IP アドレス割り当て 12.2(15)T
12.2(28)SB
12.2(33)SRC

DHCP セキュア IP アドレス割り当ては、DHCP データ

ベース内で DHCP リースに対する ARP テーブル エントリ

を保護する機能を提供します。この機能は、クライアント

の MAC アドレスを保護し、MAC アドレスと DHCP バイ

ンディングを同期することで、ハッカーまたは不正クライ

アントが、DHCP サーバをスプーフィングして、許可クラ

イアントの DHCP リースを奪い取ることができないように

します。

次のセクションで、この機能に関する情報を参照できます。

• 「セキュリティおよびアカウンティング対応の DHCP 
サービスの概要」

• 「DHCP リースに対する ARP テーブル エントリの保護」

この機能により、次のコマンドが導入または変更されまし

た。show  ip dhcp server statistics、update arp。

表 2 アカウンティングおよびセキュリティ対応の DHCP サービスの機能情報 （続き）

機能名 リリース 機能情報
23

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


アカウンティングおよびセキュリティ対応の DHCP サービスの設定

  アカウンティングおよびセキュリティ対応の DHCP サービスの機能情報
24



Edge-Session 管理用の DHCP 拡張機能の
設定

Edge-Session 管理用の DHCP 拡張機能により、1 つのネットワーク インフラストラクチャを使用する

お客様に対して複数の Internet Service Provider（ISP; インターネット サービス プロバイダー）による

同時サービスが可能になります。エンドユーザのお客様は、いつでも ISP を変更できます。

この DHCP 拡張機能は、いつクライアント DISCOVER（セッション開始）パケットが受信されたか、

いつアドレスがクライアントに割り当てられたか、およびいつクライアントが DHCP リースを返却し

たか、またはいつリースが期限切れになるか（セッションの終了）について、DHCP サーバから情報

を受信するために、Service Gateway（SG; サービス ゲートウェイ）要件から発展した拡張機能です。

変更履歴

このマニュアルの初版の発行は 2005 年 3 月 29 日 で、 終更新日は 2007 年 12 月 31 日 です。

このモジュール内の機能情報の検索

ご使用の Cisco IOS ソフトウェア リリースが、このモジュールで説明している機能の一部をサポート

していない場合があります。 新の機能情報および警告については、ご使用の Cisco IOS ソフトウェア 
リリースのリリース ノートを参照してください。このモジュール内に記載されている特定の機能のリン

クにアクセスする場合、および各機能がサポートされているリリースのリストを参照する場合は、

「Edge-Session 管理用の DHCP 拡張機能に関する機能情報」（P.21）を参照してください。

プラットフォームと、Cisco IOS および Catalyst OS ソフトウェア イメージに関するサポート情報
の検索 
プラットフォームのサポートと、Cisco IOS および Catalyst OS ソフトウェア イメージのサポートに関

する情報を検索するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、

http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスしてください。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

目次
• 「Edge-Session 管理用の DHCP 拡張機能に関する情報」（P.2）

• 「Edge-Session 管理用の DHCP 拡張機能の設定方法」（P.4）

• 「Edge Session 管理対応の DHCP 拡張機能の設定例」（P.15）
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Copyright © 2007–2011, シスコシステムズ合同会社．All rights reserved.
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• 「参考資料」（P.19）

• 「Edge-Session 管理用の DHCP 拡張機能に関する機能情報」（P.21）

Edge-Session 管理用の DHCP 拡張機能に関する情報 
Edge-Session 管理用の DHCP 拡張機能を設定するには、次の概念を理解する必要があります。

• 「DHCP サーバおよびリレー エージェント」（P.2）

• 「オンデマンド アドレス プールの管理」（P.2）

• 「Edge-Session 管理用の DHCP 拡張機能の設計」（P.3）

• 「Edge-Session 管理用の DHCP 拡張機能の利点」（P.4）

DHCP サーバおよびリレー エージェント

DHCP は、TCP/IP ネットワーク上のホストに設定情報をダイナミックに渡すフレームワークを提供し

ます。DHCP クライアントは、DHCP を使用して IP アドレスなどの設定パラメータを取得するイン

ターネット ホストです。

DHCP リレー エージェントは、クライアントとサーバの間で DHCP パケットを転送するホストです。

リレー エージェントは、同一の物理サブネット上にないクライアントとサーバ間で要求および応答を

転送するために使用されます。リレー エージェント転送は、IP ルータの通常の転送とは異なります。

通常の転送では、IP データグラムがネットワーク間である程度透過的にスイッチングされます。これ

とは対照的に、リレー エージェントは DHCP メッセージを受信すると、DHCP メッセージを新たに生

成して他のインターフェイスから送信します。

詳細については、『Cisco IOS IP Addressing Services Configuration Guide, Release 12.4』の「DHCP」
モジュールを参照してください。

オンデマンド アドレス プールの管理

On-Demand Address Pool（ODAP; オンデマンド アドレス プール）は、アドレスの大規模プールの管

理を 1 箇所で行うため、および大規模ネットワークの設定を簡素化するために使用されます。ODAP 
は、IP アドレス割り当ての集中管理ポイントを提供します。

Cisco ルータを ODAP マネージャとして設定すると、IP アドレスのプールのサイズは、アドレスの利

用水準に応じてダイナミックに拡大 /縮小されます。ODAP マネージャは、集中 Remote 
Authentication Dial-In User Service（RADIUS）または DHCP サーバでサポートされており、

RADIUS または DHCP サーバに対しアドレスの初期プールを要求するように設定します。

ODAP マネージャは、IP アドレスの割り当てを制御し、必要に応じて追加の IP アドレスを割り当てま

す。このアドレス割り当て方法により、有効なアドレス空間の使用が 適化され、中規模および大規模

サイズのネットワークの設定が簡素化されます。

詳細については、「DHCP サーバ オンデマンド アドレス プール マネージャの設定」モジュールを参照

してください。
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Edge-Session 管理用の DHCP 拡張機能の設計

Edge-Session 管理用の DHCP 拡張機能により、DHCP サーバおよびリレー エージェントは分離されま

すが、緊密な関係を持ちます。この機能の基本設計では、ISP ネットワークのエッジにおいて次の 2 種
類の構成が使用されます。

• （同じデバイス内に）共存する DHCP サーバと SG

• 共存する DHCP リレー エージェントと SG

DHCP サーバと SG の共存

この構成では、DHCP サーバは SG と同じデバイスに存在し、ローカル設定されたアドレス プールか

らアドレスを割り当てるか、割り当てるアドレスのサブネットを、ネットワーク内の他のシステムから

取得します。この構成をサポートするために、サーバ アドレス割り当て機能を変更する必要はありま

せん。

この構成では、DHCP サーバは、エンド ユーザ DHCP クライアントが送信したブロードキャストを受

信したことを、SG に通知します。SG は、MAC アドレスおよびその他の情報を DHCP サーバに渡し

ます。また、SG は、DHCP サーバがプール クラス定義を照合するために使用するクラス名（たとえ

ば、ISP の名前）を渡します。

リース状態情報はすでに存在しているため、DHCP サーバはリース状態を SG に常に通知します。

（注） ローカル設定は、DHCP サーバからアドレス プールのサブネットを取得する ODAP、または RADIUS 
サーバにより実行される場合もあります。

DHCP リレー エージェントと SG の共存

この構成では、リレー エージェントが SG と同じデバイスに存在し、DHCP セッションで代行受信を

行い、DHCP クライアントに対する DHCP サーバとして示されます。リレー エージェントは、サーバ

として DHCP セッションに関する十分な情報を取得して、すべてのイベント（たとえば、リースの終

了）を SG に通知できます。

アンナンバード インターフェイスで現在使用中の DHCP 機能を使用して実行される DHCP サーバがあ

るように見えます。この機能により、リレー エージェントは、専用の IP アドレスをサーバの代わりに

使用できます。

パケットは、リレー エージェントにより DHCP サーバに渡され、SG にはその受信が通知されます。

通知の後、リレー エージェントは SG に対して、使用する DHCP クラス名について問い合わせます。

次に、パケットが、リレー エージェントにより、選択した DHCP サーバに渡されます。

エンド ユーザ DHCP クライアントの MAC アドレスおよびその他の関連情報は SG に渡されます。SG 
は、DHCP プールの照合時に、使用する DHCP クラス名を戻します（SG がこの動作を行うように設

定されている場合）。DHCP リレー エージェントがサーバとして動作しない場合、このエージェント

は、パケットを DHCP サーバにリレーします。

（注） アドレス プールでは、1 つの DHCP クラスを定義して、リレー エージェントがパケットを渡す先の 1 
つの集中 DHCP サーバを指定すること、または、複数の DHCP クラスを定義して、クライアントごと

に異なる DHCP サーバを指定することができます。
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Edge-Session 管理用の DHCP 拡張機能の利点

Edge-Session 管理用の DHCP 拡張機能の利点を以下に示します。

• フル機能の DHCP サーバ システムをネットワークの中央に配置でき、一方で、比較的簡素な 
DHCP リレー エージェントをエッジで実行できます。

• エッジにおける DHCP 設定を簡素化します。

• すべての DHCP サーバ管理を、ネットワークの中央付近にある 1 つの集中 DHCP サーバまたは個

別の DHCP サーバ（ISP ごとに 1 つ）で実行できます。

• 各 ISP がすべての DHCP オプションおよびリース時間を完全制御できます。

• DHCP サーバ設定とクライアント設定の両方を、同じエッジ システムで同時に使用できます。

Edge-Session 管理用の DHCP 拡張機能の設定方法 
ここでは、次の手順について説明します。

• 「DHCP アドレス プールおよびクラス名の設定」（P.4）（任意）

• 「リレー ソースおよび宛先をリレー プールに設定」（P.6）（必須）

• 「リモート DHCP サーバのリレー プールの設定」（P.8）（必須）

• 「その他のタイプのリレー プールの設定」（P.11）（任意）

DHCP アドレス プールおよびクラス名の設定

エッジにおいて DHCP サーバと共存する SG が割り当てた特定クラス名のアドレス プールからアドレ

スを割り当てる DHCP サーバを設定するには、この作業を実行します。

DHCP サーバが SG と同じデバイスに存在し、両方ともエッジにある場合、クラス名およびアドレス 
プールを設定する必要があります。この場合、DHCP サーバは、クライアントから受信した 
DISCOVER ブロードキャストを SG に通知し、SG はクラス名を戻します。戻されたクラス名により、

アドレス プールのアドレス範囲が指定されます。DHCP サーバは、着信インターフェイスの MAC ア
ドレスと IP アドレス、または指定されたリレー エージェント アドレスを SG に送信します。

（注） DHCP サーバがローカルで定義されているアドレス プールを所有する場合、または ODAP を使用して 
ISP DHCP サーバまたは AAA サーバからサブネットを取得する場合、SG の代わりの追加の DHCP 
サーバ設定は必要ありません。

ODAP を使用したアドレス プールのダイナミック割り当てが必要な場合、origin コマンドを指定します。

前提条件

各 DHCP クライアント クラス名を指定するために、DHCP アドレス プール設定または SG システム自

体でクラス名を指定する必要があります。ユーザがデフォルト クラス名を所有していない場合、デ

フォルト クラス名を設定する必要があります。

各アドレス プールを 1 つ以上の DHCP クラス（アドレス プロバイダー ISP）に関連付ける必要がありま

す。DHCP クライアントが ISP を選択すると、その選択が、SG により指定されるクラス名になります。
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手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. ip dhcp pool name

4. origin {dhcp | file url}

5. network network-number [mask | prefix-length]

6. class class-name

7. address range start-ip end-ip

8. ステップ 3、5、および 6 を繰り返します。

9. exit

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip dhcp pool name

例：
Router(config)# ip dhcp pool abc-pool

Cisco IOS DHCP サーバで DHCP アドレス プールを設定

し、DHCP プール コンフィギュレーション モードを開始

します。name 引数はプールの名前で、文字列によるわか

りやすい名前（engineering など）または整数（0 など）を

指定できます。

ステップ 4 origin {dhcp | file url}

例：
Router(dhcp-config)# origin dhcp

（任意）On-Demand Address Pool（ODAP; オンデマンド 
アドレス プール）またはスタティック マッピング プール

を設定します。引数およびキーワードは次のとおりです。

ステップ 5 network network-number [mask | prefix-length]

例：
Router(dhcp-config)# network 10.10.0.0 
255.255.0.0

Cisco IOS DHCP サーバの DHCP アドレス プールに、サブ

ネットの番号およびマスクを設定します。引数は次のとお

りです。

• network-number：DHCP アドレス プールの IP アドレ

ス。ODAP が IP アドレス割り当て方式ではない場合、

この引数を使用します。

• mask：（任意）DHCP アドレス プールのアドレスのどの

部分がネットワークまたはサブネットを示すか、および

どの部分がホストを示すか表すビットの組み合わせ。

• prefix-length：（任意）アドレス プレフィクスを構成する

ビットの数。プレフィクスは、クライアントのネット

ワーク マスクを指定する代替方法です。プレフィクス長

には、スラッシュ（/）を前に付ける必要があります。
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リレー ソースおよび宛先をリレー プールに設定

DHCP リレーおよび SG がエッジにある同じデバイスに存在し、すべてのエンド ユーザが 1 つのプー

ルからアドレスを取得する場合、この作業を実行してリレー プールを設定します。この作業は、IP ヘ
ルパー アドレス インターフェイスの設定の代わりに行う作業です。

SG が、特定の DHCP クライアントに関する DHCP セッション通知が必要であることを、リレー エー

ジェントに通知する場合、リレー エージェントは、DHCP セッションに関する十分な情報を保持し、

SG にすべてのイベント（たとえば、リースの終了）を通知します。リレーは DHCP セッションを代行

受信し、DHCP サーバの役割を代行します。IP アドレス設定は、DHCP クライアント情報および SG 
デバイス ポリシー情報に基づき、ダイナミックに変更される値となります。

制約事項

リレー エージェントが DHCP セッションで代行受信を行い、DHCP サーバの役割を代行する場合、

DHCP 認証は使用できません。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

ステップ 6 class class-name

例：
Router(dhcp-config)# class abc-pool

クラスを DHCP アドレス プールに関連付け、DHCP プー

ル クラス コンフィギュレーション モードを開始します。

class-name 引数はクラスの名前です。これは、DHCP アド

レス プール名と一致している必要があります。

SG でデフォルト クラス名が必要な場合は、この手順を繰

り返してデフォルト クラス名を指定します。

ステップ 7 address range start-ip end-ip

例：
Router(config-dhcp-pool-class)# address range 
10.10.5.0 10.99.99.99

（任意）IP アドレスの範囲を設定します。DHCP サーバは、

この範囲内の IP アドレスから IP アドレスを割り当てます。

SG が設定されていない IP アドレスを戻した場合、処理は

実行されません。

この手順により、前の手順で指定したクラス名の範囲から

のアドレスの割り当てがイネーブルになります。

（注） address range コマンドは、relay destination コマ

ンドを使用して設定するリレー プールでは使用で

きません。さらに、アドレス範囲がクラス名に割

り当てられていない場合、network コマンドでア

ドレスを指定します。

ステップ 8 ステップ 3、5、および 6 を繰り返します。 複数のサブネットおよび異なる ISP が設定されているイン

ターフェイスがある場合、サブネットの数の分だけこの手

順を繰り返します。「複数の DHCP プールと異なる ISP の
設定：例」（P.17）を参照してください。

ステップ 9 exit

例：
Router(config-dhcp-pool-class)# exit

DHCP プール コンフィギュレーション モードを終了します。

コマンドまたはアクション 目的
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3. ip dhcp pool name

4. update arp

5. relay source ip-address subnet-mask

6. relay destination [vrf vrf-name | global] ip-address

7. accounting method-list-name

8. exit

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip dhcp pool name

例：
Router(config)# ip dhcp pool abc-pool

Cisco IOS DHCP サーバで DHCP アドレス プールを設定

し、DHCP プール コンフィギュレーション モードを開始

します。name 引数はプールの名前で、文字列によるわか

りやすい名前（engineering など）または整数（0 など）を

指定できます。複数の名前を設定できます。

ステップ 4 update arp

例：
Router(dhcp-config)# update arp

（任意）対応する DHCP バインディングに対して、セキュ

アなダイナミック Address Resolution Protocol（ARP; ア
ドレス解決プロトコル）テーブル エントリを ARP テーブ

ルに設定します。

（注） システムがアドレス プールからアドレスを割り当

てる場合、システムはセキュア ARP を追加しま

す。システムがアドレス プールを使用してパケッ

トをリレーする場合も、システムはセキュア ARP 
を追加します。

ステップ 5 relay source ip-address subnet-mask

例：
Router(dhcp-config)# relay source 10.0.0.0 
255.0.0.0

リレー ソースを設定します。ip-address 引数と 
subnet-mask 引数は、リレー ソースの IP アドレスとサブ

ネット マスクです。

（注） このコマンドは、アドレス プールの使用を、リレー 
ソースの設定と一致する IP アドレスおよびマスクが

設定されているインターフェイスに到着するパケッ

トに制限するため、通常の DHCP ネットワーク 
プールの network コマンドと類似しています。
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リモート DHCP サーバのリレー プールの設定

設定済みのリレー プールでリモート DHCP サーバを選択し、それを使用して DHCP クライアント パ
ケットのリレー方法を指定する場合、この作業を実行して SG 提供のクラス名を使用します。すべての

アドレスがリレー目的で使用される場合、リレー ターゲットの複数の設定を、プール クラス定義で表

すことができます。

ステップ 6 relay destination [vrf vrf-name | global] 
ip-address

例：
Router(dhcp-config)# relay destination 
10.5.5.0

DHCP クライアント パケットが送信される先のリモート 
DHCP サーバの IPv4 アドレスを設定します。引数および

キーワードは次のとおりです。

• vrf：（任意）Virtual Routing and Forwarding（VRF; 
仮想ルーティングおよび転送）。vrf-name 引数は、リ

レー宛先 IP アドレスに関連付けられている VRF の名

前です。

• global：（任意）グローバル IP アドレス。リレー エー

ジェントがグローバル アドレス空間にあり、リレー 
ソースが VRF にある場合、このキーワードを使用し

ます。

• ip-address：リレー宛先の IP アドレス。

（注） relay destination コマンドを使用する場合、

ip-address 引数は、コマンドを設定したアドレス 
プールと同じ VRF にあることが前提となります。

リレー宛先 IP アドレスが異なる VRF にある場合、

またはグローバル アドレス空間にある場合、

vrf vrf-name キーワードまたは global キーワード

を指定する必要があります。

ステップ 7 accounting method-list-name

例：
Router(dhcp-config)# accounting RADIUS-GROUP1

（任意）指定したサーバ グループを設定して RADIUS アカ

ウンティングを実行する場合、DHCP アカウンティングを

イネーブルにします。

• DHCP アカウンティングを動作させる前に、AAA お
よび RADIUS をイネーブルにする必要があります。

• この例では、RADIUS-GROUP1 が start-stop グループ

として設定された場合に、DHCP アカウンティングの 
START および STOP メッセージを送信するように設

定しています。STOP メッセージは、

RADIUS-GROUP1 が stop-only グループとして設定

された場合に限り送信されます。DHCP アカウンティ

ングの詳細については、「アカウンティングおよびセ

キュリティ対応の DHCP サービスの設定」モジュール

を参照してください。

ステップ 8 exit

例：
Router(dhcp-config)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終了します。

コマンドまたはアクション 目的
8
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制約事項

relay source コマンドは、network コマンドまたは origin コマンドと併用できません。これは、これ

らのコマンドが暗黙的に着信インターフェイスを指定するため、およびこれらのコマンドが異なるタイ

プのプールを定義するために使用されるためです。このコマンドは、ip helper-address コマンドをイ

ンターフェイス コンフィギュレーション コマンドとして実行するのと同じ方法で、リレーをインター

フェイスにのみ関連付けます。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. ip dhcp pool name

4. relay source ip-address subnet-mask

5. relay destination [vrf vrf-name | global] ip-address

6. accounting method-list-name

7. class class-name

8. relay target [vrf vrf-name | global] ip-address

9. exit

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip dhcp pool name

例：
Router(config)# ip dhcp pool abc-pool

Cisco IOS DHCP サーバで DHCP アドレス プールを設定

し、DHCP プール コンフィギュレーション モードを開始

します。name 引数はプールの名前で、文字列によるわか

りやすい名前（engineering など）または整数（0 など）を

指定できます。複数の DHCP アドレス プールを指定でき

ます。

ステップ 4 relay source ip-address subnet-mask

例：
Router(dhcp-config)# relay source 10.0.0.0 
255.0.0.0

リレー ソースを設定します。ip-address 引数と 
subnet-mask 引数は、リレー ソースの IP アドレスとサブ

ネット マスクです。

（注） このコマンドは、アドレス プールの使用を、リレー 
ソースの設定と一致する IP アドレスおよびマスクが

設定されているインターフェイスに到着するパケッ

トに制限するため、通常の DHCP ネットワーク 
プールの network コマンドと類似しています。
9
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ステップ 5 relay destination [vrf vrf-name | global] 
ip-address

例：
Router(dhcp-config)# relay destination 
10.5.5.0

DHCP クライアント パケットが送信される先のリモート 
DHCP サーバの IPv4 アドレスを設定します。引数および

キーワードは次のとおりです。

• vrf：（任意）Virtual Routing and Forwarding（VRF; 
仮想ルーティングおよび転送）。vrf-name 引数は、リ

レー宛先 IP アドレスに関連付けられている VRF の名

前です。

• global：（任意）グローバル IP アドレス。リレー エー

ジェントがグローバル アドレス空間にあり、リレー 
ソースが VRF にある場合、このキーワードを使用し

ます。

• ip-address：リレー宛先の IP アドレス。

（注） relay destination コマンドを使用する場合、

ip-address 引数は、コマンドを設定したアドレス 
プールと同じ VRF にあることが前提となります。

リレー宛先 IP アドレスが異なる VRF にある場合、

またはグローバル アドレス空間にある場合、

vrf vrf-name キーワードまたは global キーワード

を指定する必要があります。

ステップ 6 accounting method-list-name

例：
Router(dhcp-config)# accounting RADIUS-GROUP1

（任意）指定したサーバ グループを設定して RADIUS アカ

ウンティングを実行する場合、DHCP アカウンティングを

イネーブルにします。

• DHCP アカウンティングを動作させる前に、AAA お
よび RADIUS をイネーブルにする必要があります。

• この例では、RADIUS-GROUP1 が start-stop グループ

として設定された場合に、DHCP アカウンティングの 
START および STOP メッセージを送信するように設

定しています。STOP メッセージは、

RADIUS-GROUP1 が stop-only グループとして設定

された場合に限り送信されます。DHCP アカウンティ

ングの詳細については、「アカウンティングおよびセ

キュリティ対応の DHCP サービスの設定」モジュール

を参照してください。

ステップ 7 class class-name

例：
Router(dhcp-config)# class abc-pool

クラスを DHCP アドレス プールに関連付け、DHCP プー

ル クラス コンフィギュレーション モードを開始します。

class-name 引数はクラスの名前です。複数のクラス名を設

定できます。

コマンドまたはアクション 目的
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その他のタイプのリレー プールの設定

ここでは、次の手順について説明します。

• 「アドレス プールのリレー情報の設定」（P.11）（必須）

• 「リレー プールの複数のリレー ソースの設定」（P.13）（必須）

アドレス プールのリレー情報の設定

アドレス プールのリレー情報を設定するには、この作業を実行します。この設定では、SG は 1 つのク

ラス名を送信し、その結果、DISCOVER パケットが relay target コマンドを使用して設定された IP ア
ドレスのサーバにリレーされます。SG が、アドレス プールに関連付けられるように設定されていない

クラス名を送信する場合、処理は実行されません。

制約事項

プール クラス定義で address range コマンドおよび relay target コマンドは指定できません。これによ

り、同じパケットに対してアドレスおよびリレーが割り当てられるためです。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

ステップ 8 relay target [vrf vrf-name | global] 
ip-address

例：
Router(config-dhcp-pool-class)# relay target 
10.0.0.0

リレー宛先の IP アドレスを設定します。引数およびキー

ワードは次のとおりです。

• vrf：（任意）Virtual Routing and Forwarding（VRF; 
仮想ルーティングおよび転送）。vrf-name 引数は、リ

レー ターゲット IP アドレスに関連付けられている 
VRF の名前で、複数のターゲットを指定できます。

• global：（任意）グローバル IP アドレス空間。

• ip-address：リレー ターゲットの IP アドレス。複数の

ターゲット IP アドレスを指定できます。

（注） このコマンドでは、ip helper-address コマンドと

同じ方法で、リレー機能の宛先を指定します。

（注） relay target コマンドを使用する場合、ip-address 
引数は、コマンドを設定したアドレス プールと同

じ VRF にあることが前提となります。リレー ター

ゲット IP アドレスが異なる VRF にある場合、ま

たはグローバル アドレス空間にある場合、

vrf vrf-name キーワードまたは global キーワード

を指定する必要があります。

ステップ 9 exit

例：
Router(config-dhcp-pool-class)# exit

DHCP プール コンフィギュレーション モードを終了します。

コマンドまたはアクション 目的
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3. ip dhcp pool name

4. network network-number [mask | prefix-length]

5. class class-name

6. relay target [vrf vrf-name | global] ip-address

7. exit

8. 設定する必要がある DHCP クラスごとに、ステップ 5 ～ 7 を繰り返します。

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip dhcp pool name

例：
Router(config)# ip dhcp pool abc-pool

Cisco IOS DHCP サーバで DHCP アドレス プールを設定

し、DHCP プール コンフィギュレーション モードを開始

します。name 引数はプールの名前で、文字列によるわか

りやすい名前（engineering など）または整数（0 など）を

指定できます。

ステップ 4 network network-number [mask | prefix-length]

例：
Router(dhcp-config)# network 10.0.0.0 
255.0.0.0

Cisco IOS DHCP サーバの DHCP アドレス プールに、サブ

ネットの番号およびマスクを設定します。引数は次のとお

りです。

• network-number：DHCP アドレス プールの IP アドレ

ス。

• mask：（任意）DHCP アドレス プールのアドレスのどの

部分がネットワークまたはサブネットを示すか、および

どの部分がホストを示すか表すビットの組み合わせ。

• prefix-length：（任意）アドレス プレフィクスを構成する

ビットの数。プレフィクスは、クライアントのネット

ワーク マスクを指定する代替方法です。プレフィクス長

には、スラッシュ（/）を前に付ける必要があります。

ステップ 5 class class-name

例：
Router(dhcp-config)# class abc-pool

クラスを DHCP アドレス プールに関連付け、DHCP プー

ル クラス コンフィギュレーション モードを開始します。

class-name 引数はクラスの名前です。複数のクラス名を設

定できます。

（注） DHCP プール クラス名に対してリレー ターゲット

またはアドレス範囲が設定されていない場合、デ

フォルトでは、クラスとして DHCP プール設定が

使用されます。
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リレー プールの複数のリレー ソースの設定

リレー プールに対し複数のリレー ソースを設定するには、この作業を実行します。この設定は、複数

のインターフェイスに IP ヘルパー アドレスを設定するのと類似しています。show running-config コ
マンドを使用すると、インターフェイスでの IP アドレスの表示順に、プールと着信インターフェイス

の IP アドレスが照合されます。リレーが検出された場合、またはアドレス割り当てが検出された場合、

検索は停止します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. interface type number

4. ip address ip-address mask [secondary]

5. exit

6. ip dhcp pool name

7. relay source ip-address subnet-mask

8. relay destination [vrf vrf-name | global] ip-address

9. accounting method-list-name

10. 設定済みの DHCP プールごとにステップ 6 ～ 7 を繰り返します。

11. exit

ステップ 6 relay target [vrf vrf-name | global] 
ip-address

例：
Router(config-dhcp-pool-class)# relay target 
10.0.0.0

リレー宛先の IP アドレスを設定します。relay target コマ

ンドの引数およびキーワードは次のとおりです。

• vrf：（任意）Virtual Routing and Forwarding（VRF; 
仮想ルーティングおよび転送）。vrf-name 引数は、リ

レー ターゲット IP アドレスに関連付けられている 
VRF の名前で、複数のターゲットを指定できます。

• global：（任意）グローバル IP アドレス空間。

• ip-address：リレー ターゲットの IP アドレス。複数の

ターゲット IP アドレスを指定できます。

（注） relay target コマンドを使用する場合、ip-address 
引数は、コマンドを設定したアドレス プールと同

じ VRF にあることが前提となります。リレー ター

ゲット IP アドレスが異なる VRF にある場合、ま

たはグローバル アドレス空間にある場合、

vrf vrf-name キーワードまたは global キーワード

を指定する必要があります。

ステップ 7 exit

例：
Router(config-dhcp-pool-class)# exit

DHCP プール コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 8 設定する必要がある DHCP クラスごとに、ステップ 
5 ～ 7 を繰り返します。

—

コマンドまたはアクション 目的
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手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 interface type number

例：
Router(config)# interface ethernet1

インターフェイスを設定し、インターフェイス コンフィギュ

レーション モードを開始します。引数は次のとおりです。

ステップ 4 ip address ip-address mask [secondary]

例：
Router(config-if)# ip address 10.0.0.0 
255.0.0.0

インターフェイスに対するプライマリ IP アドレスまたは

セカンダリ IP アドレスを設定します。

ステップ 5 exit

例：
Router(config-if)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 6 ip dhcp pool name

例：
Router(config)# ip dhcp pool abc-pool1

DHCP サーバに対し DHCP アドレス プールを設定し、

DHCP プール コンフィギュレーション モードを開始しま

す。name 引数はプールの名前で、文字列によるわかりや

すい名前（engineering など）または整数（0 など）を指定

できます。複数のプールを割り当てることができます。

ステップ 7 relay source ip-address subnet-mask

例：
Router(dhcp-config)# relay source 10.0.0.0 
255.0.0.0

リレー ソースを設定します。ip-address 引数と 
subnet-mask 引数は、リレー ソースの IP アドレスとサブ

ネット マスクです。

（注） このコマンドは、アドレス プールの使用を、リレー 
ソースの設定と一致する IP アドレスおよびマスクが

設定されているインターフェイスに到着するパケッ

トに制限するため、通常の DHCP ネットワーク 
プールの network コマンドと類似しています。
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Edge Session 管理対応の DHCP 拡張機能の設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

• 「DHCP アドレス範囲およびクラス名の設定：例」（P.16）

• 「SG と共存する DHCP サーバ設定：例」（P.16）

ステップ 8 relay destination [vrf vrf-name | global] 
ip-address

例：
Router(dhcp-config)# relay destination 
10.5.5.0

DHCP クライアント パケットが送信される先のリモート 
DHCP サーバの IPv4 アドレスを設定します。引数および

キーワードは次のとおりです。

• vrf：（任意）Virtual Routing and Forwarding（VRF; 
仮想ルーティングおよび転送）。vrf-name 引数は、リ

レー宛先 IP アドレスに関連付けられている VRF の名

前です。

• global：（任意）グローバル IP アドレス。リレー エー

ジェントがグローバル アドレス空間にあり、リレー 
ソースが VRF にある場合、このキーワードを使用し

ます。

• ip-address：リレー宛先の IP アドレス。

（注） relay destination コマンドを使用する場合、

ip-address 引数は、コマンドを設定したアドレス 
プールと同じ VRF にあることが前提となります。

リレー宛先 IP アドレスが異なる VRF にある場合、

またはグローバル アドレス空間にある場合、

vrf vrf-name キーワードまたは global キーワード

を指定する必要があります。

ステップ 9 accounting method-list-name

例：
Router(dhcp-config)# accounting RADIUS-GROUP1

（任意）指定したサーバ グループを設定して RADIUS アカ

ウンティングを実行する場合、DHCP アカウンティングを

イネーブルにします。

• DHCP アカウンティングを動作させる前に、AAA お
よび RADIUS をイネーブルにする必要があります。

• この例では、RADIUS-GROUP1 が start-stop グループ

として設定された場合に、DHCP アカウンティングの 
START および STOP メッセージを送信するように設

定しています。STOP メッセージは、

RADIUS-GROUP1 が stop-only グループとして設定

された場合に限り送信されます。DHCP アカウンティ

ングの詳細については、「アカウンティングおよびセ

キュリティ対応の DHCP サービスの設定」モジュール

を参照してください。

ステップ 10 設定済みの DHCP プールごとにステップ 6 ～ 7 を繰

り返します。

—

ステップ 11 exit

例：
Router(dhcp-config)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終了します。

コマンドまたはアクション 目的
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• 「SG と共存する DHCP リレー エージェント設定：例」（P.16）

• 「複数の DHCP プールと異なる ISP の設定：例」（P.17）

• 「複数のリレー ソースおよび宛先の設定：例」（P.18）

• 「SG 提供クラス名の設定：例」（P.18）

DHCP アドレス範囲およびクラス名の設定：例

次の例は、特定ネットワークのアドレス範囲および DHCP プールのクラス名を設定する方法を示して

います。

ip dhcp pool abc-pool
network 10.10.0.0 255.255.0.0
class abc-pool
address range 10.10.5.0 10.10.5.99

SG と共存する DHCP サーバ設定：例

次の例では、ISP は ABC 社と DEF 社です。ABC 社は、ODAP を使用してダイナミックに割り当てら

れるアドレス プールからアドレスを割り当てています。DEF 社は、アドレス プール 10.100.0.0/16 か
ら、カスタマー アドレスを割り当てています。ISP に関係しないお客様は、アドレス プール 
10.1.0.0/16 から割り当てられたアドレスを使用し、リース時間は 10 分に設定されます。

!Interface configuration

interface ethernet1
ip address 10.20.0.1. 255.255.0.0
ip address 10.1.0.1 255.255.0.0 secondary
ip address 10.100.0.1 255.255.0.0 secondary

!Address pool for ABC customers

ip dhcp pool abc-pool
network 20.1.0.0 255.255.0.0
class abc

!
!Address pool for DEF customers

ip dhcp pool def-pool
network 10.100.0.0 255.255.0.0
class def

!Address pool for customers without an ISP

ip dhcp pool temp
network 10.1.0.0 255.255.0.0
lease 0 0 10
class default

SG と共存する DHCP リレー エージェント設定：例

次の例では、2 つの ISP（abcpool と defpool）があります。abcpool ISP とそのお客様は、範囲 
10.1.0.0/16 と範囲 30.1.0.0/16 のアドレスを使用することが許可され、10.55.10.1 の DHCP サーバにリ

レーされます。defpool ISP とそのお客様は、範囲 20.1.0.0/16 および範囲 40.4.0.0/16 の IP アドレスを

使用することが許可され、12.10.2.1 の DHCP サーバにリレーされます。
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!Address ranges:

interface ethernet1
ip address 10.1.0.0 255.255.0.0
ip address 10.2.0.0 255.255.0.0 secondary

interface ethernet2
ip address 10.3.0.0 255.255.0.0
ip address 10.4.0.0 255.255.0.0 secondary

!Address pools for abcpool1 and abcpool2:

ip dhcp pool abcpool1
relay source 10.1.0.0 255.255.0.0
class abcpool
relay target 10.5.10.1

!Address pool for abcpool2:

ip dhcp pool abcpool2
relay source 10.1.0.0 255.255.0.0
class abcpool
relay target 10.55.10.1

!Address pools for defpool1 and defpool2:

ip dhcp pool defpool1
relay source 10.1.0.0 255.255.0.0
class defpool
relay target 10.10.2.1

ip dhcp pool defpool2
relay source 10.4.0.0 255.255.0.0
class defpool
relay target 10.10.2.1

複数の DHCP プールと異なる ISP の設定：例

次の例は、network コマンドを使用して、異なる ISP に適用する 1 つのインターフェイスと複数の 
DHCP プールを設定する方法を示しています。

interface ethernet1
ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
ip address 10.1.0.1 255.0.0.0

!
ip dhcp pool x
network 10.0.0.0 255.0.0.0
class ISP1

!
ip dhcp pool y
network 10.1.0.0 255.0.0.0
class ISP2
17
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複数のリレー ソースおよび宛先の設定：例

次の例では、リレー プールに対し複数のリレー ソースおよび宛先を設定できます。これは、複数イン

ターフェイスでの IP ヘルパー アドレス設定と同様です。show running-config コマンドを使用してイ

ンターフェイスに関する情報を表示すると、IP アドレスの表示順に、プールと着信インターフェイス

の IP アドレス（場合によっては複数の IP アドレス）が照合されます。リレーが検出された場合、また

はアドレス割り当てが検出された場合、検索は停止します。たとえば、次の設定があるとします。

interface ethernet1
ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
ip address 10.0.0.5 255.0.0.0 secondary

ip dhcp pool x
relay source 10.0.0.0 255.0.0.0
relay destination 10.0.0.1

ip dhcp pool y
relay source 10.0.0.0 255.0.0.0
relay destination 10.0.0.1

次の例では、SG がクラス名として ISP1 を指定している場合は、DHCP クライアント パケットは 
10.0.0.1 にリレーされ、SG がクラス名として ISP2 を指定している場合は、DHCP クライアント パ
ケットは 10.0.0.5 にリレーされます。

interface ethernet1
ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
ip address 10.0.0.5 255.0.0.0 secondary

ip dhcp pool x
relay source 10.0.0.0 255.0.0.0
relay destination 10.2.0.0 255.0.0.0
class ISP1
relay target 10.0.0.1

class ISP2
relay target 10.0.0.5

SG 提供クラス名の設定：例

次の例では、パケットのリレー先のリモート DHCP サーバの選択で、SG 提供クラス名が使用されます。

ip dhcp pool abc-pool-1
relay source 10.1.0.0 255.255.0.0
relay destination 10.1.0.0
class classname1
relay target 10.20.10.1

class classname2
relay target 10.0.10.1

class classname3

上の例では、classname1 という名前の SG 提供クラス名により、DHCP DISCOVER パケットがリレー 
ターゲット IP アドレス 10.20.10.1 のサーバにリレーされ、一方で、SG classname2 により、DHCP 
DISCOVER パケットがリレー ターゲット IP アドレス 10.0.10.1 のサーバにリレーされます。この設定

では、インターフェイスの 初の設定済みアドレスにプールが一致するため、パケットは、宛先 IP ア
ドレス 10.0.0.1 にリレーされます。SG が classname3 を戻す場合、デフォルト プールは、リレー宛先

として指定されているデフォルト アドレスです。SG が classname1、classname2、または classname3 
以外のクラス名を戻す場合、リレー アクションは実行されません。
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参考資料
ここでは、Edge-Session 管理用の DHCP 拡張機能の設定に関連する参考資料を示します。

関連資料

規格

MIB

RFC

関連項目 参照先

DHCP コマンド：コマンド構文の詳細、コマンド モー

ド、コマンド履歴、デフォルト、使用上の注意事項、

および例

『Cisco IOS IP Addressing Services Command Reference』

DHCP の概念情報 「DHCP Overview」モジュール

DHCP サーバ設定 「Configuring the Cisco IOS DHCP Server」モジュール

DHCP クライアント設定 「Configuring the Cisco IOS DHCP Client」モジュール

DHCP リレー エージェント設定 「Configuring the Cisco IOS DHCP Relay Agent」モジュール

DHCP サーバ オンデマンド アドレス プール マネー

ジャの設定

「Configuring the DHCP Server On-Demand Address Pool Manager」
モジュール

DHCP 拡張機能 「Configuring DHCP Services for Accounting and Security」モ

ジュール

DHCP オプション 『Network Registrar User's Guide, Release 6.1.1』の付録「DHCP 
Options」

規格 タイトル

この機能がサポートする新しい規格または変更された

規格はありません。

—

MIB MIB リンク

この機能によってサポートされる新しい MIB または

変更された MIB はありません。

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリース、および機能セッ

トの MIB の場所を検索しダウンロードするには、次の URL にある 
Cisco MIB Locator を使用します。

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

RFC タイトル

RFC 951 『Bootstrap Protocol (BOOTP)』

RFC 1542 『Clarifications and Extensions for the Bootstrap Protocol』

RFC 2131 『Dynamic Host Configuration Protocol』
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  参考資料
シスコのテクニカル サポート

RFC 2685 『Virtual Private Networks Identifier』

RFC 3046 『DHCP Relay Information Option』

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを 大限に活用してください。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立

ちます。

• テクニカル サポートを受ける

• ソフトウェアをダウンロードする

• セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ

製品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

• ツールおよびリソースへアクセスする

– Product Alert の受信登録

– Field Notice の受信登録

– Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

• Networking Professionals（NetPro）コミュニ

ティで、技術関連のディスカッションに参加する

• トレーニング リソースへアクセスする

• TAC Case Collection ツールを使用して、ハード

ウェアや設定、パフォーマンスに関する一般的な

問題をインタラクティブに特定および解決する

この Web サイト上のツールにアクセスする際は、

Cisco.com のログイン ID およびパスワードが必要です。

http://www.cisco.com/en/US/support/index.html 

RFC タイトル
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Edge-Session 管理用の DHCP 拡張機能に関する機能情報
表 1 に、このモジュールで説明した機能をリストし、特定の設定情報へのリンクを示します。この表

には、Cisco IOS Release 12.2(1) 以降のリリースで導入または変更された機能だけを示します。

このテクノロジーの機能でここに記載されていないものについては、『DHCP Features Roadmap』を参

照してください。

ご使用の Cisco IOS ソフトウェア リリースでは、一部のコマンドが使用できない場合があります。特

定のコマンドのリリース情報については、コマンド リファレンス マニュアルを参照してください。

プラットフォームのサポートおよびソフトウェア イメージのサポートに関する情報を検索するには、

Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator を使用すると、特定のソフトウェア リ
リース、機能セット、またはプラットフォームをサポートする Cisco IOS と Catalyst OS のソフトウェ

ア イメージを判別できます。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアクセ

スしてください。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

（注） 表 1 に、特定の Cisco IOS ソフトウェア リリース群で特定の機能をサポートする Cisco IOS ソフト

ウェア リリースだけを示します。特に明記されていない限り、Cisco IOS ソフトウェア リリース群の

後続のリリースでもこの機能をサポートします。

表 1 Edge-Session 管理用の DHCP 拡張機能に関する機能情報

機能名 リリース 機能の設定情報

DHCP リレー アカウンティング 12.4(6)T DHCP リレー アカウンティング機能により、Cisco IOS 
DHCP リレー エージェントは、クライアントにアドレスが

割り当てられたときに RADIUS アカウンティング開始パ

ケットを送信でき、アドレスがリリースされたときに 
RADIUS アカウンティング停止パケットを送信できます。

この機能は、DHCP プール コンフィギュレーション モー

ドで relay destination コマンドを使用するリレー プール

を指定した accounting コマンドを使用してイネーブルに

します。

次のセクションで、この機能に関する情報を参照できます。

• 「リレー ソースおよび宛先をリレー プールに設定」

• 「リモート DHCP サーバのリレー プールの設定」

この機能により導入された新しいコマンドはありません。

Edge-Session 管理用の DHCP 拡張機能 12.3(14)T

12.2(28)SB

12.2(33)SRC

Edge-Session 管理用の DHCP 拡張機能は、1 つのネット

ワーク インフラストラクチャしか使用しないお客様が、複

数の ISP から同時にサービスを受けることができるように

します。エンドユーザのお客様は、いつでも ISP を変更で

きます。

このモジュールのすべてのセクションでは、この機能につ

いての情報を提供します。

この機能により、次のコマンドが導入されました。relay 
destination、relay source、および relay target。
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ティ機能

Cisco IOS Release 12.2(31)SB2 では、Broadband Access Server（BRAS）をサポートする次の一連の 
Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）ハイ アベイラビリティ機能が導入されました。

• ISSU - DHCP サーバ

• SSO - DHCP サーバ

• アンナンバード インターフェイス上の ISSU - DHCP リレー

• アンナンバード インターフェイス上の SSO - DHCP リレー

• ISSU - DHCP プロキシ クライアント

• SSO - DHCP プロキシ クライアント

• ISSU - DHCP ODAP クライアントおよびサーバ

• SSO - DHCP ODAP クライアントおよびサーバ

動作の冗長モードを Stateful Switchover（SSO; ステートフル スイッチオーバー）に設定した場合は、

これらの機能がデフォルトでイネーブルになっています。

このモジュール内の機能情報の検索

ご使用の Cisco IOS ソフトウェア  リリースが、このモジュールで説明している機能の一部をサポート

していない場合があります。 新の機能情報および警告については、ご使用の Cisco IOS ソフトウェア 
リリースのリリース ノートを参照してください。このモジュール内に記載されている特定の機能のリン

クにアクセスする場合、および各機能がサポートされているリリースのリストを参照する場合は、

「DHCP ハイ アベイラビリティ機能の機能情報」（P.10）11 ページの項を参照してください。

プラットフォームと、Cisco IOS および Catalyst OS ソフトウェア イメージに関するサポート情報
の検索 
プラットフォームのサポートと、Cisco IOS および Catalyst OS ソフトウェア イメージのサポートに関

する情報を検索するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、

http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスしてください。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
© 2007-2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Copyright © 2007–2011, シスコシステムズ合同会社．All rights reserved.
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  目次
目次
• 「DHCP ハイ アベイラビリティの前提条件」（P.2）

• 「DHCP ハイ アベイラビリティの制約事項」（P.2）

• 「DHCP ハイ アベイラビリティについて」（P.2）

• 「DHCP ハイ アベイラビリティの設定方法」（P.7）

• 「DHCP ハイ アベイラビリティの設定例」（P.7）

• 「参考資料」（P.7）

• 「コマンド リファレンス」（P.9）

• 「DHCP ハイ アベイラビリティ機能の機能情報」（P.10）

• 「用語集」（P.11）

DHCP ハイ アベイラビリティの前提条件
• Cisco IOS In-Service Software Upgrade（ISSU; インサービス ソフトウェア アップグレード）プロ

セスが設定されており、正常に稼動している必要があります。詳細については、「Cisco IOS 
In-Service Software Upgrade Process」フィーチャ モジュールを参照してください。

• Stateful Switchover（SSO; ステートフル スイッチオーバー）が設定されており、正常に稼動して

いる必要があります。詳細については、「Stateful Switchover」フィーチャ モジュールを参照して

ください。

• NonStop Forwarding（NSF; ノンストップ フォワーディング）が設定されており、正常に稼動して

いる必要があります。詳細については、「Cisco Nonstop Forwarding」フィーチャ モジュールを参

照してください。

DHCP ハイ アベイラビリティの制約事項
DHCP ハイ アベイラビリティ機能では、DHCP アカウンティングも DHCP Authorized Address 
Resolution Protocol（ARP; アドレス解決プロトコル）もサポートしていません。

DHCP ハイ アベイラビリティについて
ここでは、次の概念について説明します。

• 「ISSU」（P.3）

• 「SSO」（P.3）

• 「ISSU および SSO - DHCP サーバ」（P.3）

• 「ISSU およびアンナンバード インターフェイス上の SSO - DHCP リレー」（P.4）

• 「ISSU および SSO - DHCP プロキシ クライアント」（P.5）

• 「ISSU および SSO - DHCP ODAP クライアントおよびサーバ」（P.6）
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  DHCP ハイ アベイラビリティについて
ISSU

ISSU プロセスでは、パケット転送の続行中に Cisco IOS ソフトウェアを更新または変更することがで

きます。ほとんどのネットワークでは、計画されたソフトウェア アップグレードがダウンタイムの主

な原因になります。ISSU では、パケット転送の続行中に Cisco IOS ソフトウェアを変更できます。そ

の結果、ネットワーク アベイラビリティが向上され、計画されたソフトウェア アップグレードに起因

するダウンタイムが削減されます。

SSO

SSO は、アプリケーションおよび機能でアクティブおよびスタンバイの Route Processor（RP; ルート プ
ロセッサ）という、定義された状態を維持できるようにする Cisco IOS ソフトウェアの実装を指します。

デュアル RP をサポートする特定のシスコ ネットワーキング デバイス上で、SSO は RP の冗長構成を

活用してネットワークのアベイラビリティを向上させます。SSO 機能では、RP の 1 つをアクティブ 
RP に設定し、もう 1 つの RP をスタンバイ RP に指定してから、RP 間で重要な状態情報を同期化する

ことによって RP の冗長構成を活用します。2 つのプロセッサ間の初期同期化に続き、SSO では、この

プロセッサ間の RP 状態情報をダイナミックに維持します。

アクティブ RP に障害が発生したとき、アクティブ RP がネットワーキング デバイスから削除されたと

き、またはメンテナンスのために手動で停止されたときに、アクティブ プロセッサからスタンバイ プ
ロセッサへのスイッチオーバーが発生します。

ISSU および SSO - DHCP サーバ

ISSU および SSO 対応の DHCP サーバでは、スタンバイ RP に対するルータのフェール オーバーが発生

していることを検出し、そのスイッチオーバー イベントをまたがって DHCP リースを維持できます。

各 DHCP バインディングは、リースの確定時にアクティブ RP からスタンバイ RP に同期化され、再作

成されます。 図 1 に、このプロセスを示します。リースの拡張およびリリースもスタンバイ RP に同期

化されます。
3
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  DHCP ハイ アベイラビリティについて
図 1 アクティブとスタンバイのルート プロセッサ間で状態を維持する DHCP サーバ

ISSU およびアンナンバード インターフェイス上の SSO - DHCP リレー

DHCP リレー エージェントでは、アンナンバード インターフェイスの使用をサポートしています。ア

ンナンバード インターフェイスを介して DHCP クライアントが接続される場合、DHCP リレー エー

ジェントでは、その DHCP クライアントがアドレスを取得してからスタティック ホスト ルートを自動

で追加します。このとき、アンナンバード インターフェイスは、発信インターフェイスに指定されま

す。リース時間経過後、またはクライアントがアドレスをリリースした場合、ルートは自動的に削除さ

れます。

アンナンバード インターフェイスで Cisco IOS DHCP リレー エージェントを使用できるようにするに

は、ip helper-address インターフェイス コンフィギュレーション コマンドをアンナンバード インター

フェイスに対して設定する必要があります。詳細については、「Configuring the Cisco IOS DHCP 
Relay Agent」コンフィギュレーション モジュールを参照してください。

ISSU および SSO のアンナンバード インターフェイス上の DHCP リレー機能によって、アンナンバー

ド インターフェイスを介して接続されているクライアントに対するホスト ルートでハイ アベイラビリ

ティをサポートできるようになります。DHCP リレー エージェントでは、ルータがスタンバイ RP へ
のフェール オーバー中であることを検出して、アンナンバード インターフェイスに関連する状態を保

持できるようになります。 図 2 に、このプロセスを示します。
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図 2 IP アンナンバード インターフェイスの状態を維持する DHCP

ISSU および SSO - DHCP プロキシ クライアント

DHCP プロキシ クライアントを使用することにより、ルータでは、リモート Point-to-Point Protocol
（PPP; ポイントツーポイント プロトコル）クライアント用に、設定パラメータのためのリースを 
DHCP サーバから取得できるようになります。ISSU および SSO 対応の DHCP プロキシ クライアント

では、DHCP サーバからのリースを要求でき、リースの状態がアクティブとスタンバイの RP 間で同期

化されます。 図 3 に、このプロセスを示します。
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図 3 DHCP プロキシ クライアントのリース同期化 

ISSU および SSO - DHCP ODAP クライアントおよびサーバ

ISSU および SSO 対応の DHCP On-Demand Address Pool（ODAP; オンデマンド アドレス プール）ク

ライアントでは、DHCP ODAP サーバからのサブネット用のリースを要求できます。DHCP ODAP 
サーバによってサブネットがクライアントに割り当てられた後で、バインディングの更新によってリー

スの状態がアクティブとスタンバイの RP 間で同期化されます。DHCP ODAP クライアントでは、ス

イッチオーバー イベントに続いて、同じサブネットからの IP アドレスの割り当てを続行でき、DHCP 
ODAP サーバからのサブネットの更新も続行します。 図 4 に、このプロセスを示します。
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  DHCP ハイ アベイラビリティの設定方法
図 4 ODAP サブネット リースの同期化

DHCP ハイ アベイラビリティの設定方法
設定作業はありません。動作の冗長モードに SSO が設定されている場合、DHCP ハイ アベイラビリ

ティ機能はデフォルトでイネーブルになっています。

DHCP ハイ アベイラビリティの設定例
DHCP ハイ アベイラビリティ機能の設定例はありません。

参考資料
ここでは、DHCP ハイ アベイラビリティ機能の設定に関連する参考資料について説明します。
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  参考資料
関連資料

規格

MIB

RFC

関連項目 参照先

DHCP コマンド：コマンド構文の詳細、コマンド モー

ド、コマンド履歴、デフォルト、使用上の注意事項、

および例

『Cisco IOS IP Addressing Services Command Reference』

DHCP の概念情報および設定情報 『Cisco IOS IP Addressing Services Configuration Guide, Release 
12.2SR』

インサービス ソフトウェア アップグレード プロセス

の概念情報および設定情報

「Cisco IOS In Service Software Upgrade Process」モジュール

ノンストップ フォワーディングの概念情報および設定

情報

「Cisco Nonstop Forwarding」モジュール

ステートフル スイッチオーバーの概念情報および設定

情報

「Stateful Switchover」モジュール

規格 タイトル

この機能がサポートする新しい規格または変更された

規格はありません。

—

MIB MIB リンク

この機能によってサポートされる新しい MIB または

変更された MIB はありません。

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリース、および機能セッ

トの MIB の場所を検索しダウンロードするには、次の URL にある 
Cisco MIB Locator を使用します。

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

RFC タイトル

この機能がサポートする新しい Request for Comments
（RFC; コメント要求）または変更された RFC はあり

ません。

—
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  コマンド リファレンス
シスコのテクニカル サポート

コマンド リファレンス
このモジュールに記載されている 1 つ以上の機能で、次のコマンドが追加または変更されています。こ

れらのコマンドについては、http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/command/reference/ipaddr_ 
book.html の『Cisco IOS IP Addressing Command Reference』を参照してください。すべての Cisco 
IOS コマンドについては、http://tools.cisco.com/Support/CLILookup にアクセスしてコマンド検索

ツールを使用するか、『Cisco IOS Master Commands List』を参照してください。

• debug dhcp redundancy

• debug ip dhcp server redundancy

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを 大限に活用してください。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立

ちます。

• テクニカル サポートを受ける

• ソフトウェアをダウンロードする

• セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ

製品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

• ツールおよびリソースへアクセスする

– Product Alert の受信登録

– Field Notice の受信登録

– Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

• Networking Professionals（NetPro）コミュニ

ティで、技術関連のディスカッションに参加する

• トレーニング リソースへアクセスする

• TAC Case Collection ツールを使用して、ハード

ウェアや設定、パフォーマンスに関する一般的な

問題をインタラクティブに特定および解決する

この Web サイト上のツールにアクセスする際は、

Cisco.com のログイン ID およびパスワードが必要です。

http://www.cisco.com/en/US/support/index.html
9

http://www.cisco.com/public/support/tac/home.shtml
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/command/reference/ipaddr_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/command/reference/ipaddr_book.html
http://tools.cisco.com/Support/CLILookup


ISSU および SSO：DHCP ハイ アベイラビリティ機能

  DHCP ハイ アベイラビリティ機能の機能情報
DHCP ハイ アベイラビリティ機能の機能情報
表 1 に、これらの機能のリリース履歴を示します。

ご使用の Cisco IOS ソフトウェア リリースでは、一部のコマンドが使用できない場合があります。特

定のコマンドのリリース情報については、コマンド リファレンス マニュアルを参照してください。

プラットフォームのサポートおよびソフトウェア イメージのサポートに関する情報を検索するには、

Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator を使用すると、特定のソフトウェア リ
リース、機能セット、またはプラットフォームをサポートする Cisco IOS と Catalyst OS のソフトウェ

ア イメージを判別できます。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアクセ

スしてください。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

（注） 表 1 に、特定の Cisco IOS ソフトウェア リリース群で特定の機能をサポートする Cisco IOS ソフト

ウェア リリースだけを示します。特に明記されていない限り、Cisco IOS ソフトウェア リリース群の

後続のリリースでもこの機能をサポートします。

表 1 DHCP ハイ アベイラビリティ機能の機能情報

機能名 リリース 機能情報

ISSU - DHCP サーバ 12.2(31)SB2

12.2(33)SRC

Cisco IOS XE 
Release 2.1

DHCP サーバでは新たに、ISSU がサポートされて

います。

SSO - DHCP サーバ 12.2(31)SB2

12.2(33)SRB

Cisco IOS XE 
Release 2.1

DHCP サーバでは新たに、SSO がサポートされてい

ます。

アンナンバード インターフェイス上の ISSU - 
DHCP リレー

12.2(31)SB2

12.2(33)SRC

アンナンバード インターフェイス上の DHCP リレー

では、新たに、ISSU がサポートされています。

アンナンバード インターフェイス上の SSO - 
DHCP リレー

12.2(31)SB2

12.2(33)SRB

アンナンバード インターフェイス上の DHCP リレー

では、新たに、SSO がサポートされています。

ISSU - DHCP プロキシ クライアント 12.2(31)SB2

12.2(33)SRC

DHCP プロキシ クライアントでは新たに、ISSU が
サポートされています。

SSO - DHCP プロキシ クライアント 12.2(31)SB2

12.2(33)SRC

DHCP プロキシ クライアントでは新たに、SSO がサ

ポートされています。

ISSU - DHCP ODAP クライアントおよびサー

バ

12.2(31)SB2

12.2(33)SRC

DHCP ODAP クライアントおよびサーバでは新た

に、ISSU がサポートされています。

SSO - DHCP ODAP クライアントおよびサーバ 12.2(31)SB2

12.2(33)SRC

DHCP ODAP クライアントおよびサーバでは新た

に、SSO がサポートされています。
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  用語集
用語集
CPE：Customer Premises Equipment（加入者宅内機器）。端末、電話機、モデムなどの終端機器で、サー

ビス プロバイダーによって提供され、カスタマー サイトに設置してネットワーク接続されています。

DSLAM：Digital Subscriber Line Access Multiplexer（デジタル加入者線アクセス マルチプレクサ）。

DSL トラフィックを 1 つまたは複数のネットワーク トランク ラインに多重化して、1 つのネットワー

クに複数のデジタル加入者線を接続するデバイスです。

ISSU：In Service Software Upgrade（インサービス ソフトウェア アップグレード）。ISSU は、パケット

転送の続行中に Cisco IOS ソフトウェアを更新または変更することができるようにするプロセスです。

ODAP：On-Demand Address Pool（オンデマンド アドレス プール）。ODAP を使用すると、アドレス

の利用水準に応じて、IP アドレスのプールのサイズをダイナミックに増減できます。設定の終わった 
ODAP には、ソース サーバからリースされた 1 つ以上のサブネットが読み込まれ、DHCP クライアン

トまたは PPP セッションからのアドレス要求に応じる準備ができます。

RP：Route Processor（ルート プロセッサ）。シャーシに格納された集中管理制御ユニットの総称。

SSO：Stateful Switchover（ステートフル スイッチオーバー）。SSO は、アプリケーションおよび機能

でアクティブおよびスタンバイの RP という、定義された状態を維持できるようにする Cisco IOS ソフ

トウェアの実装を指します。スイッチングの発生時には、転送とセッションが維持されます。SSO が
実装されているとネットワークは RP の障害を検出しなくなります。

（注） この用語集に記載されていない用語については、『Internetworking Terms and Acronyms』を参照してく

ださい。

Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's 
trademarks can be found at 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. (1005R)

このマニュアルで使用している IP アドレスは、実際のアドレスを示すものではありません。マニュアル内の例、コマンド出力、および

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。

© 2007 Cisco Systems, Inc. 
All rights reserved.

Copyright © 2007–2011, シスコシステムズ合同会社 .
All rights reserved.
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DNS の設定

Domain Name System（DNS; ドメイン ネーム システム）は、DNS サーバから DNS プロトコルを介

してホスト名を IP アドレスにマッピングできる分散データベースです。各固有の IP アドレスには、ホ

スト名を関連付けることができます。Cisco IOS ソフトウェアは、connect、telnet、ping EXEC コマ

ンド、および関連する Telnet サポート操作で使用するための hostname-to-address マッピングのキャッ

シュを保守します。このキャッシュにより、名前とアドレスの変換プロセスが高速化されます。

機能情報の検索
ご使用のソフトウェア リリースが、このモジュールで説明している機能の一部をサポートしていない

場合があります。 新の機能情報および警告については、ご使用のプラットフォームおよびソフトウェ

ア リリースのリリースノートを参照してください。このモジュールに記載されている機能に関する情報

を検索したり、各機能がサポートされているリリースに関するリストを参照したりするには、「DNS の機

能情報」（P.15）を参照してください。

プラットフォームのサポートと、Cisco IOS および Catalyst OS ソフトウェア イメージのサポートに関

する情報を検索するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、

http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスしてください。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。

目次
• 「DNS を設定するための前提条件」（P.2）

• 「DNS について」（P.2）

• 「DNS の設定方法」（P.4）

• 「DNS の設定例」（P.13）

• 「参考資料」（P.14）

• 「DNS の機能情報」（P.15）

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


 

DNS の設定

  DNS を設定するための前提条件
DNS を設定するための前提条件
DNS を使用するには、ネットワークに DNS Name Server（NS; ネーム サーバ）が必要です。

DNS について
DNS を設定するには、次の概念について理解しておく必要があります。

• 「DNS の概要」（P.2）

DNS の概要

ネットワーク デバイスで、名前の割り当てを制御しないネットワークのデバイスとの接続が必要な場

合、インターネットワーク全体でデバイスを一意に識別するデバイス名を割り当てることができます。

インターネットのグローバル命名方式、DNS は、この作業を実行します。このサービスはデフォルト

でイネーブルにされています。ここでは、DNS の概念および機能について説明します。

ネットワーク デバイスのホスト名

各固有の IP アドレスには、ホスト名を関連付けることができます。DNS は、ネットワーク ノードのホ

スト名を確立するために階層方式を使用します。これにより、クライアント /サーバ方式によるネット

ワークのセグメントのローカル制御が可能になります。DNS システムは、デバイスのホスト名をその

関連する IP アドレスに変換することで、ネットワーク デバイスを検出できます。

ネットワークのグループのドメイン名

IP は、IP での検出によりデバイスを識別できる命名方式を定義します。これは、ドメインに提供され

る階層命名方式です。インターネットでは、ドメインは、組織タイプまたは地理的情報に基づいたネッ

トワークの一般的なグループ分けを示す命名階層ツリーの一部です。ドメイン名の区切りとしては、ピ

リオド（.）を使用します。たとえば、Cisco は、IP で com というドメイン名で識別される商業組織で

あるため、ドメイン名は cisco.com となります。このドメイン内の特定のデバイス、たとえば File 
Transfer Protocol（FTP; ファイル転送プロトコル）システムは、ftp.cisco.com で表されます。

ネーム サーバ

ドメイン名を追跡するため、IP は、ネーム サーバの概念を定義します。ネーム サーバは、ドメイン ツ
リーの名前空間部分に関する完全な情報を持ち、また場合によっては、ドメイン ツリーの他の部分か

らの情報を参照するときに使用できる他のネーム サーバへのポインタを含むプログラムです。ネーム 
サーバは、完全な情報を持つドメイン ツリーの部分を認識します。また、ネーム サーバは、ドメイン 
ツリーの他の部分に関する情報を保存することもできます。ドメイン名を IP アドレスにマッピングす

るには、まずホスト名を識別して、ネーム サーバを指定して、DNS サービスをイネーブルにする必要

があります。
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DNS の設定

  DNS について
キャッシュ

名前をアドレスに変換するプロセスを高速化するため、ネーム サーバは、hostname-to-address マッピ

ングに関するキャッシュと呼ばれるデータベースを保守します。これは、connect、telnet、ping 
EXEC コマンド、および関連する Telnet サポート操作により使用されます。キャッシュには、以前の

応答の結果が保存されます。ネーム サーバは、クライアントが発行した DNS クエリーを受信すると、

このローカル ストレージをチェックして、その回答をローカルで使用できるかどうか確認します。

ネーム リゾルバ

ネーム リゾルバは、クライアント要求に応答してネーム サーバから情報を抽出するプログラムです。

リゾルバは、少なくとも 1 つのネーム サーバにアクセスできる必要があります。リゾルバは、ネーム 
サーバの情報を使用してクエリーに直接応答するか、他のネーム サーバへの参照を使用してクエリー

を追跡します。リゾルバは、一般的に、ユーザ プログラムに直接アクセスできるシステム ルーチンで

す。そのため、リゾルバとユーザ プログラム間にプロトコルは必要ありません。

ゾーン

ドメイン名前空間は、DNS ツリーの委任ポイントである、ゾーンと呼ばれるエリアに分割されます。ゾー

ンには、他のゾーンに権限があるものを除き、特定のポイント以下のすべてのドメインが含まれます。

権限ネーム サーバ

ネーム サーバは、完全な情報を持つドメイン ツリーの部分の認証局と呼ばれます。ゾーンには、通常、

権限ネーム サーバがあります（通常複数あります）。権限ネーム サーバは、ホスト テーブル情報が設

定されるか、ゾーン転送を介してホスト テーブル情報を取得します（これは、セカンダリ DNS サーバ

が起動し、プライマリ サーバからそれ自体を更新するときに発生するアクションです）。

DNS の動作

組織は、多くのネーム サーバを使用できますが、インターネット クライアントは、ルート ネーム サー

バが認識するネーム サーバだけをクエリーできます。他のネーム サーバは、内部クエリーだけに応答

します。

ネーム サーバは、次に示すように、特定のゾーン内でローカルに定義されるホストの DNS サーバに対

してクライアントが発行したクエリーを処理します。

• 権限ネーム サーバは、独自のホスト テーブルの永続的なエントリおよびキャッシュされたエント

リを使用して、認証局のゾーン下にあるドメイン ネームの DNS ユーザ クエリーに応答します。認

証局のゾーン下にあるが、その設定情報がないドメイン名にクエリーが発行された場合、権限ネー

ム サーバは、このような情報が存在しないことを示すだけです。

• 権限ネーム サーバとして設定されていないネーム サーバは、以前受信されたクエリー応答から

キャッシュに保存された情報を使用して、DNS ユーザ クエリーに応答します。ルータがゾーンの

権限ネーム サーバとして設定されていない場合、ローカルに定義されたホストの DNS サーバへの

クエリーは、権限のない応答を受け取ります。

ネーム サーバは、特定のドメインに設定された転送および参照パラメータに従い、DNS クエリーに応

答します（着信 DNS クエリーを転送するか、内部的に生成された DNS クエリーを解決します）。

DNS クエリーが解決のためにネーム サーバに転送された場合、該当する応答が受け取られるまで、ま

たはタイムアウトになるまで、対応する DNS クエリーのためのメモリ スペースがいくつか保持されま

す。頻繁にクエリーを処理するときにフリー I/O メモリがなくならないようにするには、キューの 大

サイズを設定します。
3



 

DNS の設定

  DNS の設定方法
DNS の設定方法 
ここでは、次の手順について説明します。

• 「ホスト名から IP アドレスへのマッピング」（P.4）

• 「DNS のカスタマイズ」（P.6）

• 「DNS スプーフィングの設定」（P.7）

• 「DNS サーバとしてのルータの設定」（P.8） 

• 「ISO CLNS アドレスの DNS クエリーのディセーブル化」（P.11）

• 「DNS の確認」（P.12）

ホスト名から IP アドレスへのマッピング

ホスト名を IP アドレスにマッピングするには、次の作業を実行します。

hostname-to-address マッピング

ネーム サーバは、ドメイン名に関連する情報の追跡に使用されます。ネーム サーバは、

hostname-to-address マッピングのデータベースを保守できます。各名前は、1 つ以上の IP アドレスに

マッピングできます。このサービスを使用して、ドメイン名を IP アドレスにマッピングするには、

ネーム サーバを指定する必要があります。

名前参照システムは、この作業で説明するコマンドを使用して静的に設定できます。DHCP など、

Cisco IOS ソフトウェアの他のいくつかの機能は、名前参照システムの状態をダイナミックに変更でき

ます。キャッシュにあるホスト名および DNS 設定を表示するには、show hosts コマンドを使用しま

す。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. ip host name [tcp-port-number] address1 [address2 ... address8] 

4. ip domain name name
または
ip domain list name

5. ip name-server server-address1 [server-address2 ... server-address6]

6. ip domain lookup [source-interface interface-type interface-number]
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手順の詳細 

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip host name [tcp-port-number] address1 
[address2 ... address8]

例：
Router(config)# ip host cisco-rtp 
192.168.0.148

ホスト名キャッシュにスタティック hostname-to-address 
マッピングを定義します。

• 通常、数値アドレスではなく、シンボリック名により

ネットワーク デバイスを参照する方が簡単です

（Telnet のようなサービスは、ホスト名またはアドレス

を使用できます）。ホスト名および IP アドレスは、ス

タティックまたはダイナミックに相互に関連付けるこ

とができます。

• 手動によりホスト名とアドレスの関連付けは、ダイナ

ミック マッピングが使用できない場合に役に立ちます。

ステップ 4 ip domain name name

または

ip domain list name

例：
Router(config)# ip domain name cisco.com

または

例：
Router(config)# ip domain list cisco1.com

（任意）Cisco IOS ソフトウェアが未修飾ホスト名を完了す

るときに使用するデフォルトのドメイン名を定義します。

または

（任意）未修飾ホスト名を完了するデフォルトのドメイン

名のリストを定義します。

• Cisco IOS ソフトウェアがドメイン名要求を完了する

ときに使用するデフォルトのドメイン名を指定できま

す。単一のドメイン名またはドメイン名のリストを指

定できます。完全なドメイン名を含まないホスト名に

は、名前が参照される前に、指定したデフォルトのド

メイン名が追加されます。

（注） ドメイン リストがない場合、ip domain name グ
ローバル コンフィギュレーション コマンドで指定

したドメイン名が使用されます。ドメイン リスト

がある場合、デフォルトのドメイン名は使用され

ません。ip domain list コマンドは、ip domain 
name コマンドと似ていますが、ip domain list コ
マンドの場合、システムが一致を検出するまでそ

れぞれをチェックする、ドメインのリストを定義

できます。
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DNS のカスタマイズ

DNS 設定をカスタマイズするには、次の作業を実行します。

DNS Round-Robin の動作

DNS Round-Robin 機能のない複数サーバ設定の場合、多くのプログラムは、キャッシュ全体の Time 
to Live（TTL; 存続可能時間）に 初のホスト サーバ /IP アドレスを使用し、ホスト障害が発生した場

合だけ、2 番めおよび 3 番めのホスト サーバ /IP アドレスを使用します。この動作により、大勢のユー

ザが TTL 時間中に 初のホストにすべて到達すると問題が発生します。たとえば、Network Access 
Server（NAS; ネットワーク アクセス サーバ）は、DNS クエリーを送信します。DNS サーバは、設定

された IP アドレスのリストにより NAS に応答します。NAS は、指定時間内（たとえば 5 分）でこれ

らの IP アドレスをキャッシュします。5 分間の TTL 時間中にダイヤルインしたユーザは、すべて、リ

ストの 初の IP アドレスにある 1 台のホストに到達します。

DNS Round Robin 機能を使用した複数サーバ設定では、DNS サーバは、ホスト名のキャッシュを使用

してすべてのホストの IP アドレスを返します。キャッシュの TTL 中、ユーザはホスト間で分散されま

す。この機能は、設定されたホスト間でコールを分散することで、DNS クエリーの数を減らします。

スケジューリング アルゴリズムでは、プロセスは一定のサイクル順序でアクティブになります。子プ

ロセスの終了や入出力操作など、他のイベントを待機するプロセスは、処理を続行できないため、制御

をスケジューラに返します。（待機中の）イベントが発生する前に、プロセスの TTL がタイムアウトに

なった場合、このイベントは、他のすべてのプロセスがアクティブになるまで処理されません。

（注） DNS Round Robin 機能は、ルータの DNS 参照だけに適用され、このルータを示す別のクライアント

には適用されません。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. ip domain timeout seconds

4. ip domain retry number

5. ip domain round-robin

ステップ 5 ip name-server server-address1 
[server-address2 ... server-address6]

例：
Router(config)# ip name-server 172.16.1.111 
172.16.1.2

DNS の名前情報を提供するためにネーム サーバとして機

能できる 1 台以上のホスト（ 高 6 台）を指定します。

ステップ 6 ip domain lookup [source-interface 
interface-type interface-number]

例：
Router(config)# ip domain lookup

（任意）DNS-based アドレス転送をイネーブルにします。

• DNS はデフォルトでイネーブルにされています。DNS 
がディセーブルの場合、このコマンドを使用します。

コマンドまたはアクション 目的
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手順の詳細

DNS スプーフィングの設定

DNS スプーフィングを設定するには、次の作業を実行します。

DNS スプーフィングは、ルータをプロキシ DNS サーバとして機能させ、ip dns spoofing ip-address 
コマンドで設定された IP アドレスまたはクエリーの着信インターフェイスの IP アドレスのいずれかを

使用して任意の DNS クエリーへの応答を「スプーフ」できるようにします。この機能は、Internet 
Service Provider（ISP; インターネット サービス プロバイダー）へのインターフェイスが稼動状態にな

いデバイスで役に立ちます。ISP へのインターフェイスが稼動状態になると、ルータは、DNS クエ

リーを実際の DNS サーバに転送します。

この機能は、DNS スプーフィングを有効にして、次の条件が満たされている場合に機能します。

• no ip domain lookup コマンドが設定されている。

• IP ネーム サーバ アドレスが設定されていない。

• 設定されているネーム サーバ アドレスに送信するための有効なインターフェイスまたはルートが

ない。

これらの条件が満たされていない場合、DNS スプーフィングは機能しません。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip domain timeout seconds

例：
Router(config)# ip domain timeout 17

（任意）DNS クエリーへの応答を待機する時間を指定しま

す。

• ip domain timeout コマンドが設定されていない場合、

Cisco IOS ソフトウェアは、DNS クエリーへの応答を 
3 秒間待機します。

ステップ 4 ip domain retry number

例：
Router(config)# ip domain retry 10

（任意）DNS クエリーの送信を試行する回数を指定します。

• ip domain retry コマンドが設定されていない場合、

Cisco IOS ソフトウェアは、DNS クエリーを 2 回再試

行します。

ステップ 5 ip domain round-robin

例：
Router(config)# ip domain round-robin

（任意）DNS サーバで Round Robin 機能をイネーブルにし

ます。
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3. ip dns server

4. ip dns spoofing [ip-address]

手順の詳細

DNS サーバとしてのルータの設定

DNS サーバとしてルータを設定するには、次の作業を実行します。

Cisco IOS ルータは、キャッシング ネーム サーバおよび独自のローカル ホスト テーブルの権限ネーム 
サーバとして機能して、サービスを DNS クライアントに提供できます。

キャッシング ネーム サーバとして設定される場合、ルータは、ネットワーク名をネットワーク アドレ

スを解決する他のネーム サーバに DNS 要求をリレーします。キャッシング ネーム サーバは、他の

ネーム サーバから学習した情報をキャッシュします。そのため、トランザクションごとに他のサーバ

にクエリーすることなく、要求にすばやく応答できます。

独自のローカル ホスト テーブルの権限ネーム サーバとして設定されている場合、ルータは、DNS ク
エリーのポート 53 でリスニングして、その独自のホスト テーブルの永続的なエントリおよびキャッ

シュされたエントリを使用して DNS クエリーに応答します。

権限ネーム サーバの役割

権限ネーム サーバは、通常、ゾーン転送を発行するか、同じゾーンの他の権限ネーム サーバからの

ゾーン転送要求に応答します。ただし、Cisco IOS DNS サーバは、ゾーン転送を実行しません。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip dns server

例：
Router(config)# ip dns server 

ルータで DNS サーバをアクティブにします。

ステップ 4 ip dns spoofing [ip-address]

例：
Router(config)# ip dns spoofing 192.168.15.1 

DNS スプーフィングを設定します。

• 独自のホスト名以外のホスト名にクエリーが発行され

た場合、ルータは、設定されている ip-address を使用

して DNS クエリーに応答します。

• 独自のホスト名にクエリーが発行された場合、ルータ

は、着信インターフェイスの IP アドレスを使用して 
DNS クエリーに応答します。 
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権限ネーム サーバが、DNS クエリーを受信すると、次のようにクエリーを処理します。

• 認証局のゾーン下にないドメイン名に対するクエリーの場合、権限ネーム サーバは、IP 
DNS-based hostname-to-address 変換が ip domain lookup コマンドによりイネーブルにされてい

るかどうかに基づいて、クエリーを特定のバックエンド ネーム サーバに転送するかどうかを判別

します。

• 認証局のゾーン下にあり、設定情報があるドメイン名に対するクエリーの場合、権限ネーム サー

バは、独自のホスト テーブルの永続的なエントリおよびキャッシュされたエントリを使用してク

エリーに応答します。

• 認証局のゾーン下にあるが、設定情報がないドメイン名に対するクエリーの場合、権限ネーム 
サーバは、クエリーを転送せず、このような情報が存在しないことを示すだけです。

制約事項

分散ディレクタがイネーブルにされていない限り、ローカルで定義されたリソース レコードの TTL 
は、常に 10 秒に設定されます。これは、authority record パラメータが、ip dns primary コマンドを使

用して DNS ネーム サーバに指定されているかどうかに関係ありません。

手順の概要

1. enable 

2. configure terminal 

3. ip dns server 

4. ip name-server server-address1 [server-address2 ... server-address6] 

5. ip dns server queue limit {forwarder queue-size-limit | director queue-size-limit}

6. ip host [vrf vrf-name] [view view-name] hostname {address1 [address2 ... address8] | 
additional address9 [address10 ... addressn]}

7. ip dns primary domain-name soa primary-server-name mailbox-name [refresh-interval 
[retry-interval 
[expire-ttl [minimum-ttl]]]] 

8. ip host domain-name ns server-name 

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal 

例：
Router# 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。
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例

ここでは、ルータがその独自のローカル ホスト テーブルの権限ネーム サーバとして設定されていて、

debug domain コマンドが有効な場合に記録されるデバッグ出力の例を示します。

• 「DNS クエリーを別のネーム サーバにリレーするときのデバッグ出力：例」（P.11） 

• 「ローカル ホスト テーブルからの DNS クエリーにサービスを提供するときのデバッグ出力：例」

（P.11）

ステップ 3 ip dns server 

例：
Router(config)# ip dns server

DNS サーバをイネーブルにします。

ステップ 4 ip name-server server-address1 
[server-address2 ... server-address6] 

例：
Router(config)# ip name-server 192.168.2.120 
192.168.2.121 

（任意）他の DNS サーバを設定します。

• Cisco IOS リゾルバ ネーム サーバ 

• DNS サーバ フォワーダ 

（注） Cisco IOS ネーム サーバが権限のあるドメイン名だ

けに応答するように設定される場合、他の DNS 
サーバを設定する必要はありません。

ステップ 5 ip dns server queue limit {forwarder 
queue-size-limit | director queue-size-limit}

例：
Router(config)# ip dns server queue limit 
forwarder 10

（任意）DNS サーバ プロセスにより使用されるキューのサ

イズに制限を設定します。

• director キーワードは、Cisco IOS Release 12.4(24)T 
以降から削除されました。

ステップ 6 ip host [vrf vrf-name] [view view-name] 
hostname {address1 [address2 ... address8] | 
additional address9 [address10 ... addressn]} 

例：
Router(config)# ip host user1.example.com 
192.168.201.5 192.168.201.6 

（任意）ローカル ホストを設定します。

ステップ 7 ip dns primary domain-name soa 
primary-server-name mailbox-name 
[refresh-interval [retry-interval [expire-ttl 
[minimum-ttl]]]] 

例：
Router(config)# ip dns primary example.com soa 
ns1.example.com mb1.example.com 

ドメイン（ゾーン）のプライマリ DNS ネーム サーバおよ

び Start of Authority（SOA）レコード ソース（ゾーンの開

始を指定します）としてルータを設定します。

（注） 分散ディレクタがイネーブルにされていない限り、

ローカルで定義されたリソース レコードの TTL 
は、常に 10 秒に設定されます。

ステップ 8 ip host domain-name ns server-name 

例：
Router(config)# ip host example.com ns 
ns1.example.com 

（任意）関連するドメインに対して DNS サーバがクエリー

されたときに返される Name Server（NS; ネーム サーバ）

リソース レコードを作成するようにルータを設定します。

• この設定が必要になるのは、システムに権限がある

ゾーンが他のネーム サーバからもサービスが提供され

る場合だけです。

コマンドまたはアクション 目的
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（注） DNS-based X.25 ルーティングの場合、debug x25 events コマンドは、X.25 アドレスが DNS サーバを

使用して IP アドレスに解決されるときに発生するイベントを記述する機能をサポートします。debug 
domain コマンドを debug x25 events とともに使用すると、全体的な DNS-based X.25 ルーティング 
データ フローを観察できます。

DNS クエリーを別のネーム サーバにリレーするときのデバッグ出力：例

次に、ルータがその独自のローカル ホスト テーブルの権限ネーム サーバとして設定されている場合に 
DNS クエリーを別のネーム サーバにリレーするときの debug domain コマンドの出力例を示します。

Apr  4 22:18:32.183: DNS: Incoming UDP query (id#18713)
Apr  4 22:18:32.183: DNS: Type 1 DNS query (id#18713) for host 'ns1.example.com' from 
192.0.2.120(1283)
Apr  4 22:18:32.183: DNS: Re-sending DNS query (type 1, id#18713) to 192.0.2.121 
Apr  4 22:18:32.211: DNS: Incoming UDP query (id#18713)
Apr  4 22:18:32.211: DNS: Type 1 response (id#18713) for host <ns1.example.com> from 
192.0.2.121(53)
Apr  4 22:18:32.215: DOM: dom2cache: hostname is ns1.example.com, RR type=1, class=1, 
ttl=86400, n=4
Apr  4 22:18:32.215: DNS: Forwarding back A response - no director required
Apr  4 22:18:32.215: DNS: Finished processing query (id#18713) in 0.032 secs
Apr  4 22:18:32.215: DNS: Forwarding back reply to 192.0.2.120/1283

ローカル ホスト テーブルからの DNS クエリーにサービスを提供するときのデバッグ出力：例

次に、ルータがその独自のローカル ホスト テーブルの権限ネーム サーバとして設定されている場合に

ローカル ホスト テーブルからの DNS クエリーにサービスを提供するときの debug domain コマンド

の出力例を示します。

Apr  4 22:16:35.279: DNS: Incoming UDP query (id#8409)
Apr  4 22:16:35.279: DNS: Type 1 DNS query (id#8409) for host 'ns1.example.com' from 
192.0.2.120(1279)
Apr  4 22:16:35.279: DNS: Finished processing query (id#8409) in 0.000 secs

ISO CLNS アドレスの DNS クエリーのディセーブル化

International Organization for Standardization（ISO; 国際標準化機構）Connectionless Network Service
（CLNS; コネクションレス型ネットワーク サービス）アドレスの DNS クエリーをディセーブルにする

には、次の作業を実行します。

ルータで IP および ISO CLNS の両方がイネーブルにされているときに、ISO CLNS Network Service 
Access Point（NSAP; ネットワーク サービス アクセス ポイント）アドレスを使用する場合、

RFC 1348 で説明されているように、DNS を使用してこれらのアドレスをクエリーできます。この機

能は、デフォルトでイネーブルにされています。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. no ip domain lookup nsap
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手順の詳細

DNS の確認

DNS 設定を確認するには、次の作業を実行します。

1. enable

2. ping hosts

3. show hosts

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 no ip domain lookup nsap

例：
Router(config)# no ip domain lookup nsap

ISO CLNS アドレスの DNS クエリーをディセーブルにし

ます。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 ping hosts

例：
Router# ping cisco-rtp

基本ネットワーク接続を診断します。

• DNS 設定が指定された後で、ホスト名を使用してデバ

イスを ping または telnet することで DNS サーバを確

認できます。

ステップ 3 show hosts

例：
Router# show hosts

デフォルトのドメイン名、名前検索サービスの方式、ネー

ム サーバ ホスト名のリスト、およびキャッシュに格納さ

れているホスト名とアドレスのリストを表示します。

• DNS を使用して名前が解決されたら、show hosts コ
マンドを使用して、キャッシュされたホスト名と DNS 
設定を表示します。
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DNS の設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

• 「IP アドレスの例」（P.13）

• 「ホスト名から IP アドレスへのマッピング：例」（P.13）

• 「DNS のカスタマイズ：例」（P.13）

• 「DNS スプーフィングの設定：例」（P.13）

IP アドレスの例

次に、いくつかの代替ドメイン名のドメイン リストを確立する例を示します。

ip domain list example.com
ip domain list example1.edu
ip domain list example2.edu

ホスト名から IP アドレスへのマッピング：例

次に、hostname-to-address マッピング プロセスを設定する例を示します。IP DNS-based 変換が指定

され、ネーム サーバのアドレスが指定され、デフォルトのドメイン名が提供されます。

! IP DNS-based hostname-to-address translation is enabled
ip domain lookup
! Specifies hosts 192.168.1.111 and 192.168.1.2 as name servers
ip name-server 192.168.1.111 192.168.1.2
! Defines cisco.com as the default domain name the router uses to complete
! Set the name for unqualified hostnames
ip domain name cisco.com

DNS のカスタマイズ：例

次に、指定された順序で 3 つの各 IP アドレスに company.example.com への Telnet を接続できるよう

にする例を示します。この指定順序では、 初にホスト名が参照されるときに 10.0.0.1 に接続され、2 
回目にホスト名が参照されるときに 10.1.0.1 に接続され、3 回目にホスト名が参照されるときに 
10.2.0.1 に接続されます。いずれの場合も、 初のアドレスが失敗した場合、他の 2 つのアドレスへの

接続が試行されます。これは、Telnet コマンドの標準の動作です。

Router(config)# ip host company.example.com 10.0.0.1 10.1.0.1 10.2.0.1
Router(config)# ip domain round-robin

DNS スプーフィングの設定：例

次の例では、ルータは、任意の DNS クエリーへの応答をスプーフするように設定されています。

ip dns server
ip dns spoofing
no ip domain lookup
interface e3/1
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
13
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参考資料
ここでは、DNS に関する関連資料について説明します。

関連資料

規格

MIB

RFC

関連項目 参照先

DNS コマンド：コマンド構文、コマンド モード、コ

マンド履歴、デフォルト、使用に関する注意事項、お

よび例

『Cisco IOS IP Addressing Services Command Reference』

規格 タイトル

この機能がサポートする新しい規格または変更された

規格はありません。

—

MIB MIB リンク

この機能がサポートする新しい MIB または変更され

た MIB はありません。また、この機能で変更された

既存の MIB のサポートはありません。

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリース、および機能セッ

トの MIB の場所を検索しダウンロードするには、次の URL にある 
Cisco MIB Locator を使用します。

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

RFC タイトル

RFC 1348 『DNS NSAP RRs』
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シスコのテクニカル サポート

DNS の機能情報
表 1 に、このモジュールで説明した機能をリストし、特定の設定情報へのリンクを示します。この表

には、Cisco IOS Release 12.2(1) 以降で導入または変更された機能だけを示します。

ご使用の Cisco IOS ソフトウェア リリースでは、一部のコマンドが使用できない場合があります。特

定のコマンドのサポートの導入時期に関する詳細については、コマンド リファレンス マニュアルを参

照してください。

Cisco IOS ソフトウェア イメージは、Cisco IOS ソフトウェア リリース、機能セット、プラットフォー

ムそれぞれに固有です。プラットフォーム サポートと Cisco IOS ソフトウェア イメージ サポートに関

する情報を入手するには、Cisco Feature Navigator を使用します。http://www.cisco.com/go/fn にある 
Cisco Feature Navigator にアクセスしてください。アクセスするには、Cisco.com のアカウントが必要

です。アカウントをお持ちでない場合や、ユーザ名やパスワードを忘れた場合は、ログイン ダイアロ

グボックスで [Cancel] をクリックし、表示される説明に従ってください。

（注） 表 1 に、特定の Cisco IOS ソフトウェア リリース群で特定の機能をサポートする Cisco IOS ソフト

ウェア リリースだけを示します。特に明記されていない限り、Cisco IOS ソフトウェア リリース群の

後続のリリースでもこの機能をサポートします。

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを 大限に活用してください。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立

ちます。

• テクニカル サポートを受ける

• ソフトウェアをダウンロードする

• セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ

製品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

• ツールおよびリソースへアクセスする

– Product Alert の受信登録

– Field Notice の受信登録

– Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

• Networking Professionals（NetPro）コミュニ

ティで、技術関連のディスカッションに参加する

• トレーニング リソースへアクセスする

• TAC Case Collection ツールを使用して、ハード

ウェアや設定、パフォーマンスに関する一般的な

問題をインタラクティブに特定および解決する

この Web サイト上のツールにアクセスする際は、

Cisco.com のログイン ID およびパスワードが必要です。

http://www.cisco.com/en/US/support/index.html
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表 1 DNS の機能情報

機能名 リリース 機能情報

DNS スプーフィング 12.3(2)T この機能は、ルータをプロキシ DNS サーバとして機能さ

せ、ip dns spoofing ip-address コマンドで設定された IP 
アドレスまたはクエリーの着信インターフェイスの IP アド

レスのいずれかを使用して任意の DNS クエリーへの応答

を「スプーフ」できるようにします。

次のセクションで、この機能に関する情報を参照できます。

• 「DNS スプーフィングの設定」

この機能により、次のコマンドが導入されました。ip dns 
spoofing。
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Next Hop Resolution Protocol（NHRP）は、Non-Broadcast Multi-Access（NBMA）ネットワークを

ダイナミックにマッピングする Address Resolution Protocol（ARP; アドレス解決プロトコル）と同様

のプロトコルです。NHRP を使用すると、NBMA ネットワークに接続されたシステムは、そのネット

ワークに参加している他のシステムの NBMA（物理）アドレスをダイナミックに学習でき、これらの

システムが直接通信できるようになります。

NHRP は、ハブが Next Hop Server（NHS; ネクスト ホップ サーバ）であり、スポークが Next Hop 
Client（NHC; ネクスト ホップ クライアント）である、クライアントおよびサーバのプロトコルです。

ハブには、各スポークのパブリック インターフェイス アドレスが格納された NHRP データベースが保

持されます。各スポークでは、起動時にそれぞれの実際のアドレスが登録され、ダイレクト トンネルを

確立する場合には、NHRP サーバに対し、宛先スポークの実際のアドレスに関する照会が行われます。

このモジュール内の機能情報の検索

ご使用の Cisco IOS ソフトウェア リリースが、このモジュールで説明している機能の一部をサポート

していない場合があります。 このモジュール内に記載されている特定の機能のリンクにアクセスする場

合、および各機能がサポートされているリリースのリストを参照する場合は、「NHRP 設定の機能情報」

（P.38）を参照してください。

プラットフォームと、Cisco IOS および Catalyst OS ソフトウェア イメージに関するサポート情報
の検索 
プラットフォームのサポートと、Cisco IOS および Catalyst OS ソフトウェア イメージのサポートに関

する情報を検索するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、

http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスしてください。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

目次
• 「NHRP について」（P.2）

• 「NHRP の設定方法」（P.9）

• 「NHRP の設定例」（P.30）

• 「参考資料」（P.37）

• 「NHRP 設定の機能情報」（P.38）
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Copyright © 2007–2011, シスコシステムズ合同会社．All rights reserved.
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NHRP について
NHRP を設定するには、次の概念を理解する必要があります。

• 「NHRP および NBMA のネットワークの相互作用の仕組み」（P.2）

• 「ダイナミックに構築されたハブアンドスポーク ネットワーク」（P.3）

• 「ダイナミック Spoke-to-Spoke トンネル」（P.5）

• 「Spoke-to-Spoke トンネルのスポーク更新メカニズム」（P.8）

NHRP および NBMA のネットワークの相互作用の仕組み

WAN ネットワークのほとんどは、ポイントツーポイント リンクの集まりです。仮想トンネル ネット

ワーク（Generic Routing Encapsulation（GRE; 総称ルーティング カプセル化）トンネルなど）もま

た、ポイントツーポイント リンクの集まりです。これらのポイントツーポイント リンクの接続を効率

的にスケーリングするために、通常は、単一またはマルチレイヤのハブアンドスポーク ネットワーク

にグループ化します。マルチポイント インターフェイス（GRE トンネル インターフェイスなど）を使

用して、このようなネットワークのハブ ルータの設定を減らすことができます。その結果として生じ

るネットワークが Non-Broadcast Multi-Access（NBMA）ネットワークです。

単一のマルチポイント インターフェイスを通って到達可能なトンネル エンドポイントが複数あるため、

この NBMA ネットワーク上で multipoint GRE（mGRE; マルチポイント GRE）トンネル インター

フェイスからパケットを転送するには、論理トンネル エンドポイントの IP アドレスから物理トンネル

エンドポイントの IP アドレスへのマッピングが必要です。このマッピングはスタティックに設定する

ことが可能ですが、これは、マッピングがダイナミックに検出または学習できる場合に推奨します。

NHRP は、これらの NBMA ネットワークの問題を軽減する ARP と同様のプロトコルです。NHRP を
使用すると、NBMA ネットワークに接続されているシステムは、ネットワークの一部である他のシス

テムの NBMA アドレスをダイナミックに学習します。このため、これらのシステムは、トラフィック

に中間ホップを使用せずに直接通信できるようになります。

ルータ、アクセス サーバ、およびホストは、NHRP を使用して、NBMA ネットワークに接続された他

のルータおよびホストのアドレスを検出できます。部分メッシュ NBMA ネットワークには通常、

NBMA ネットワークの背後に複数の論理ネットワークがあります。このような構成において、NBMA 
ネットワークを通るパケットは、出口ルータ（宛先ネットワークに も近いルータ）に到着するまで

に、NBMA ネットワーク上で複数のホップを発生させる必要がある場合があります。NHRP を IPsec 
と組み合わせる場合、NBMA ネットワークは基本的には、物理 IP ネットワーク上にあるポイントツー

ポイントの論理トンネル リンクの集まりです。

これらの NBMA ネットワークをサポートするために、NHRP では次の 2 つの機能を使用できます。

1. NHRP 登録。NHRP を使用して、Next Hop Client（NHC; ネクスト ホップ クライアント）が Next 
Hop Server（NHS; ネクスト ホップ サーバ）にダイナミックに登録されます。この登録機能によ

り、特に、NHC がダイナミック物理 IP アドレスを持つか、物理 IP アドレスをダイナミックに変

更する Network Address Translation（NAT; ネットワーク アドレス変換）ルータの背後にある場合

には、NHS で設定を変更しなくても、NHC が NBMA ネットワークに参加できるようになります。

この場合、NHC の論理バーチャル プライベート ネットワーク（VPN IP）と物理（NBMA IP）の

マッピングを NHS で事前に設定することができません。詳細については、「NHRP 登録」（P.4）を

参照してください。

2. NHRP 解決。NHRP を使用して、1 つの NHC（スポーク）は、同じ NBMA ネットワーク内の別

の NHC（スポーク）の論理 VPN IP と物理 NBMA IP のマッピングをダイナミックに検出できま

す。この検出を行わない場合、あるスポークの背後にあるホストから別のスポークの背後にあるホ

ストに向かう IP パケットは、NHS（ハブ）ルータを経由する必要があります。このプロセスは、

ハブを出入りするこれらのパケットをマルチポイント インターフェイス上で処理するため、ハブ
2
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の物理帯域幅および CPU の使用率が上がります。NHRP を使用すると、NBMA ネットワークに

接続されているシステムは、ネットワークの一部である他のシステムの NBMA アドレスをダイナ

ミックに学習します。このため、これらのシステムは、トラフィックに中間ホップを使用せずに直

接通信できるようになります。この機能は、中間ホップ（NHS）の負荷を軽減し、NBMA ネット

ワークの帯域幅全体を、ハブ ルータの帯域幅よりも広げることができます。

ダイナミックに構築されたハブアンドスポーク ネットワーク

NHRP により、NBMA ネットワークは 初、スポークの NHC とハブの NHS から複数の階層レイヤを

構成できるハブアンドスポーク ネットワークとして配置されます。NHC は、NHS に到達するための

スタティック マッピング情報を使用して設定され、NHS に接続して NHRP 登録を NHS に送信しま

す。この設定により、NHS はスポークのマッピング情報をダイナミックに学習できるため、ハブで必

要な設定が減り、さらにスポークでダイナミック NBMA（物理）IP アドレスを取得できるようになり

ます。

ベース ハブアンドスポーク ネットワークがダイナミックに構築されると、NHRP 解決の要求と応答を

使用して、Spoke-to-Spoke マッピング情報をダイナミックに検出できるため、スポークはハブをバイ

パスし、直接相互にやり取りできます。このプロセスにより、スタティック完全メッシュ ネットワー

クを事前設定する必要なく、データ トラフィック パターンに基づいてスポーク間接続のダイナミック 
メッシュを構築できます。ダイナミック メッシュ ネットワークを使用すると、大規模な NBMA ネッ

トワークの完全メッシュに参加できるリソースのない、より小さいスポーク ルータの場合でも、その

性能の範囲で大規模な NBMA ネットワークに参加できるようになります。より小さいスポーク ルータ

は、可能なすべての Spoke-to-Spoke リンクを構築する必要はありません。これらのルータは現在使用

している Spoke-to-Spoke リンクだけを構築する必要があります。

ネクスト ホップ サーバの選択

NHRP 解決要求は、ベース ハブアンドスポーク NBMA サブネットワーク内の 1 つ以上のホップ（ハ

ブ）を通ってから、応答を生成するステーションに到達します。各ステーション（送信元ステーション

を含む）は、要求を転送するネイバー NHS を選択します。NHS の選択手順では通常、NHRP 要求の

ネットワーク レイヤの宛先アドレスに基づいたルーティングの決定を行います。NHRP 解決要求は、

終的に NHRP 解決応答を生成するステーションに到着します。この応答側ステーションが宛先を提

供するか、またはそれ自体が宛先です。応答側ステーションは、応答を送信する場所を判断するため

に、NHRP パケット内から送信元アドレスを使用して応答を生成します。

また、シスコによる NHRP の実装では、IEEE RFC 2332『NBMA Next Hop Resolution Protocol
（NHRP）』のサポートと拡張も行っています。

シスコによる NHRP の実装では、マルチポイント GRE、イーサネット、Switched Multimegabit 
DataService（SMDS; スイッチド マルチメガビット データ サービス）、フレーム リレー、ATM を使用

する、ネットワーク レイヤおよびリンク レイヤで IP バージョン 4 をサポートしています。NHRP は
イーサネット上で使用できますが、イーサネットではブロードキャストすることができ、標準のイーサ

ネット IP ARP プロトコルで十分であるため、NHRP をイーサネット メディアに実装する必要はあり

ません。

図 1 に、NBMA ネットワークに接続された 4 台のルータを示します。ルータが GRE IP トンネル パ
ケット内の IP データ パケットをトンネリングして相互に通信するために、ネットワーク内で必要なの

は IP ルータです。インフラストラクチャ レイヤのルータは、ホップ 1、ホップ 2、ホップ 3 で示され

る論理 IP トンネル回線接続をサポートします。ルータ A が送信元ホストから宛先ホストに IP パケッ

トを転送しようとすると、NHRP がトリガーされます。送信元ホストに代わり、ルータ A は、GRE IP 
パケットにカプセル化された NHRP 解決要求パケットを送信し、このとき宛先ホストに接続されてい

るルータ D に到達するために、ネットワーク上でホップを 3 回発生させます。ルータ A は、NHRP 解
決の肯定応答を受信した後、ルータ D が NBMA IP ネクスト ホップであると判断し、この宛先への以

降のデータ IP パケットは、GRE IP トンネル ホップ 1 回でルータ D に送信します。
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図 1 Next Hop Resolution Protocol 

NHRP を使用すると、NBMA ネクスト ホップが決まるとすぐに、送信元は（GRE IP や SMDS などの

コネクションレス型 NBMA ネットワーク内で）データ パケットの宛先への送信を開始するか、または

宛先への Virtual Circuit（VC; 仮想回線）接続を確立します。この接続は、コネクション型 NBMA 
ネットワーク（フレーム リレー、ATM など）に必要な帯域幅および Quality of Service（QoS）特性を

使用して設定するか、IPsec 暗号化のピアリングを確立する必要がある場合には、Dynamic 
MultipointVPN（DMVPN; ダイナミック マルチポイント VPN）を使用して設定します。

NHRP が導入されていても同時に、他のアドレス解決方式を使用できます。Logical IP Subnet（LIS; 
論理 IP サブネット）モデルに依存する IP ホストでは、NBMA ネットワーク上で ARP のサーバおよび

サービスが必要になる場合があります。展開されたホストによっては、NHRP を実装しなくても、

ARP の差異に引き続き対応できる場合があります。NHRP は、LIS モデルによって生じる 適ではな

いルーティングを排除するように設計され、既存の ARP サービスに干渉することなく、その ARP 
サービスを使用して展開できます。

NHRP 登録

NHRP 登録は、NHRP ホールド時間（ip nhrp holdtime value コマンドで設定される）の 3 分の 1 の時

間ごとに、NHC からその設定済みの NHS に送信されます。ただし、ip nhrp registration timeout 
value コマンドが設定されている場合を除きます。この場合、登録は設定されたタイムアウト値に従っ

て送信されます。NHRP 登録要求に対する NHRP 登録応答を受信しなかった場合、NHRP 登録要求は、

1、2、4、8、16、32、64 秒のタイムアウトで再送信され、その後は再び 1 秒に戻って繰り返します。

3 回再送信した（7 秒）後、NHRP 登録応答を受信していなければ、NHS はダウンを宣言され、NHRP 
解決パケットがその NHS に送信されることも、その NHS を経由することもなくなります。NHRP 登
録は、引き続き 1、2、4、8、16、32、64 秒の間隔で送信され、NHRP 登録応答を受信するまで NHS 
を調査します。NHRP 登録応答を受信するとすぐに NHS はアップを宣言されます。NHRP 登録要求に

より、NHRP ホールド時間の 3 分の 1 の時間ごと、または ip nhrp registration timeout コマンドで設

定されたタイムアウト値に従って送信するように戻されるため、NHS は再び NHRP 解決要求を受信で

きます。show ip nhrp nhs detail コマンドを使用して、NHRP NHS のステートを確認できます。
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DMVPN により使用される NHRP

NHRP を使用すると、VPN を構築する際に便利です。この説明において、VPN は実際のレイヤ 3 ネッ

トワークの上部に構築された仮想レイヤ 3 ネットワークで構成されます。VPN 上で使用するトポロジ

は、基盤とするネットワークにほとんど依存関係がありません。また、VPN 上で実行するプロトコル

についても、まったく依存関係はありません。Dynamic Multipoint VPN（DMVPN; ダイナミック マ
ルチポイント VPN）は、IPsec に追加して GRE IP トンネルを暗号化することにより、保護が可能とな

る GRE IP 論理トンネルを基盤としています。

Cisco IOS Release 10.3 以降のリリースを実行するすべてのルータには NHRP を実装できるため、

NHS または NHC として動作可能です。NHRP を使用する DMVPN（GRE IP + IPsec）の基本機能を

入手するには、Cisco IOS Release 12.3(9)、12.3(8)T、またはそれ以降のリリースを実行する必要があ

ります。

（注） NHRP に対する 新の機能拡張や機能強化を使用するには、Cisco IOS Release 12.4 または Cisco IOS 
Release 12.4T を使用する必要があります。

ダイナミック Spoke-to-Spoke トンネル

Spoke-to-Spoke トンネルはダイナミックに構築されるように設計されています。つまり、トンネルを

使用するデータ トラフィックが存在するときだけ作成され、トンネルを使用しているデータ トラ

フィックがなくなると削除されます。

NHS による NHC の NHRP 登録の他に、NHRP は、NHC（スポーク）がネットワークのインフラスト

ラクチャ（IP ネットワーク、SMDS）上のショートカット パスを検索したり、スイッチド インフラス

トラクチャ ネットワーク（フレーム リレーおよび ATM）上で別の NHC（スポーク）に直接向かう

ショートカット Switched Virtual Circuit（SVC; 相手先選択接続）を構築したりして、NHS（ハブ）経

由のホップをバイパスする機能を提供します。この機能により、非常に大規模な NHRP NBMA ネット

ワークの構築が可能になります。このように、ハブの帯域幅や CPU に制限があっても、NHRP NBMA 
ネットワークの帯域幅全体は制限を受けません。この機能により、可能なすべての接続を事前に検出せ

ずに、完全メッシュ対応のネットワークを効率的に作成できます。このタイプのネットワークは、ダイ

ナミック メッシュ ネットワークと呼ばれます。このネットワークは、NHRP およびダイナミック ルー

ティング プロトコル情報（とデータ トラフィック）を送信する NHC と NHS のベース ハブアンドス

ポーク ネットワーク、およびリンクを使用するデータ トラフィックがあれば作成され、データ トラ

フィックが止まれば切断されるダイナミック ダイレクト Spoke-to-Spoke リンクで構成されます。

ダイナミック メッシュ ネットワークにより、個々のスポーク ルータは、NBMA ネットワーク内であ

れば任意の場所に直接接続できます。ただし、同時接続が可能な数には限りがあります。この機能によ

り、ネットワーク内の各スポークは、他のスポークがその性能の範囲で参加することを制限することな

く、その性能の範囲ですべてのネットワークに参加できます。完全メッシュ ネットワークを構築する

場合、すべてのスポークは、可能なすべてのトンネルを同時に処理できる大きさが必要です。

たとえば、1000 ノードのネットワークの場合、1 つの完全メッシュ スポークが常に 999 個のトンネル

（他のノードにそれぞれ 1 つずつ）をサポートする必要があるため、大きくかつ高性能である必要があ

ります。ダイナミック メッシュ ネットワークの場合、1 つのスポークは、その NHS（ハブ）への限ら

れた数のトンネルと、他のスポークへの現在アクティブなトンネルをサポートするだけで済みます。ま

た、スポークがこれ以上 Spoke-to-Spoke トンネルを構築できない場合は、そのデータ トラフィックを

スポーク /ハブ /スポーク パス経由で送信します。この設計により、優先する単一ホップ パスを使用で

きない場合でも、接続が常に必ず維持されるようになります。
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DMVPN および NHRP の開発フェーズ

ここで説明する開発フェーズとは、実際に mGRE を NHRP および IPsec と組み合わせる DMVPN 
フェーズのことです。フェーズ 2 とフェーズ 3 は、ダイナミック Spoke-to-Spoke トンネルのサポート

に必要な機能を提供するため重要です。

• フェーズ 1 はハブアンドスポーク機能のみです。フェーズ 1 は Spoke-to-Spoke トンネルをサポー

トしないため、ここではこのフェーズについて説明しません。

• フェーズ 2 では Spoke-to-Spoke 機能を追加します。

• フェーズ 3 では NBMA ネットワークをより大きくスケーリングするために、Spoke-to-Spoke 機能

を変更します。

NHRP は、NBMA ネットワークを通りスポーク /ハブ /スポーク パス経由で送信される NHRP 解決の

要求パケットおよび応答パケットを使用して、Spoke-to-Spoke トンネルの作成に必要な情報を集めま

す。さらに、Spoke-to-Spoke トンネルを構築するためのこの情報を収集するには、NHRP をトリガー

するか、NHRP がこの情報を収集するタイミングを把握している必要があります。これは、NHRP は 
Spoke-to-Spoke トンネルを使用するデータ トラフィックが存在するときだけ Spoke-to-Spoke トンネ

ルを立ち上げるためです。ここでは、NHRP がこれを実行する 2 つの方法について説明します。

NHRP は、NBMA ネットワークを通りスポーク /ハブ /スポーク パス経由で送信される NHRP 解決の

要求パケットおよび応答パケットを使用して、Spoke-to-Spoke トンネルの作成に必要な情報を集めま

す。さらに、Spoke-to-Spoke トンネルを構築するためのこの情報を収集するには、NHRP をトリガー

するか、NHRP がこの情報を収集するタイミングを把握している必要があります。これは、NHRP は 
Spoke-to-Spoke トンネルを使用するデータ トラフィックが存在するときだけ Spoke-to-Spoke トンネ

ルを立ち上げるためです。

ハブ経由で学習される IP ルーティング テーブルおよびルートは、Spoke-to-Spoke トンネルを構築する

際に重要です。したがって、NHS（ハブ）の可用性は、NHRP ベースのネットワークが機能するため

に重要です。ハブが 1 つだけある場合にこのハブがダウンすると、スポークは、そのルーティング ネ
イバーとしてのハブを失ったため、ハブから学習したルートをそのルーティング テーブルから削除し

ます。ただし、スポークは現在アップしている Spoke-to-Spoke トンネル（NHRP マッピング）のいず

れも削除しません。Spoke-to-Spoke トンネルがそのまま存在していても、そのルーティング テーブル

に宛先ネットワークへのルートがなくなっているため、スポークはそのトンネルを使用することができ

ません。スポークにパス（Spoke-to-Spoke トンネル）があっても、（ルーティング テーブルのエント

リがないため）使用するという認識がありません。

さらに、ルーティング エントリが削除されると、NHRP マッピング エントリを削除するように NHRP 
がトリガーされることもありません。ハブは使用されていないため、NHRP は、ハブがダウンしたと

きに持っていた現在のダイナミック NHRP マッピング エントリを 終的にタイムアウトさせます。こ

の時点になって初めて NHRP はマッピング エントリを削除します。

フェーズ 2 では、正しい IP ネクスト ホップを持つルーティング テーブルにルートが残っている場合

（多くはスタティック ルート）、ハブがダウンしていても、スポークはその Spoke-to-Spoke トンネルを

そのまま使用できます。NHRP 解決の要求または応答はハブを通過する必要があるため、NHRP は
マッピング エントリを更新できません。

フェーズ 3 では、トンネル インターフェイスを指し示すルートだけが必要です。正しい IP ネクスト 
ホップは必要はありません（フェーズ 3 では、NHRP は IP ネクスト ホップを無視します）。また、

NHRP 解決の要求または応答はダイレクト Spoke-to-Spoke トンネル上を通るため、NHRP は NHRP 
マッピング エントリを更新できます。

単一の NBMA ネットワーク内（単一の mGRE、フレーム リレー、ATM インターフェイス）に 2 台
（以上）の NHS ハブがある場合、1 台目（プライマリ）のハブがダウンすれば、スポーク ルータはこ

れまでどおり、このハブから学習したルートをルーティング テーブルから削除しますが、2 台目（バッ

クアップ）のハブから同じルート（より高いメトリック）を再び学習するため、すぐにこれらのルート

をインストールします。したがって、Spoke-to-Spoke トラフィックは、Spoke-to-Spoke トンネル上を

進み続け、プライマリ ハブの停止による影響を受けません。

ここでは、Spoke-to-Spoke トンネル機能を実装する DMVPN フェーズについて説明します。
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フェーズ 2

フェーズ 2 では、NHRP は NHC から NHS へのトンネルを立ち上げ、ダイナミック ルーティング プロ

トコルを使用して、ハブおよび他のすべてのスポークの背後にある使用可能なすべてのネットワークに

関するルーティング情報を配布します。この情報には、特定の宛先ネットワークをサポートしている宛

先スポークの IP ネクスト ホップが含まれます。

データ パケットが転送されると、一致するルーティング テーブル ネットワーク エントリから発信イン

ターフェイスおよび IP ネクスト ホップを取得します。NHRP インターフェイスが発信インターフェイ

スの場合、その IP ネクスト ホップの NHRP マッピング エントリを探します。NHRP マッピング エン

トリに一致するものがない場合、マッピング情報（物理レイヤ アドレスに対する IP ネクスト ホップ 
アドレス）を取得するため、NHRP がトリガーされて NHRP 解決要求を送信します。NHRP 登録応答

パケットには、このマッピング情報が含まれています。この情報を受信すると、スポークにはデータ 
パケットを正しくカプセル化するための十分な情報がそろい、インフラストラクチャ ネットワーク上

でホップを 1 回発生させて、データ パケットがリモート スポークに直接到達します。この技法のデメ

リットの 1 つは、ハブと他のスポークの背後にある、すべての可能な宛先ネットワークに対する個別の

ルートをすべて、各スポークがそのルーティング テーブルに持つ必要がある点です。配布されたこの

ルーティング情報を保持し、 新の状態を保つことは、VPN 上で実行するルーティング プロトコルに

非常に負荷がかかります。

フェーズ 3 

フェーズ 3 では、NHRP は NHC と NHS のトンネルを立ち上げ、ダイナミック ルーティング プロトコ

ルを使用して、ハブに対するすべてのスポークの背後にある使用可能なネットワークに関するルーティ

ング情報を配布します。ハブは、次にこのルーティング情報をスポークに再送信しますが、この場合、

ハブはルーティング情報をサマライズできます。すべてのネットワークの宛先に対する IP ネクスト 
ホップが NHS（ハブ）自身になるように設定します。この機能により、ルーティング プロトコルがハ

ブからスポークへの配布に必要な情報の量を著しく削減できるため、ハブで実行しているルーティング 
プロトコルへの負荷が低減します。

データ パケットが転送されると、一致するルーティング テーブル ネットワーク エントリから発信イン

ターフェイスおよび IP ネクスト ホップを取得します。NHRP インターフェイスが発信インターフェイ

スの場合、その IP ネクスト ホップの NHRP マッピング エントリを探します。この場合、IP ネクスト 
ホップになるハブには、NHRP マッピング エントリがすでにあり、そのハブ（NHS）とのトンネルが

すでにあるため、スポークはデータ パケットだけをハブに送信します。

ハブはデータ パケットを受信し、そのルーティング テーブルをチェックします。このデータ パケット

は、他のスポークの背後にあるネットワーク宛てに送信されているため、NHRP インターフェイスか

らそのスポークに向かうネクスト ホップに転送して戻されます。この時点で、ハブはパケットが到着

し、NHRP インターフェイスから送信して戻されたことを検出します。この動作は、データ パケット

が NHRP ネットワーク内で少なくとも 2 回のホップを発生させていることになり、したがって、ハブ

経由のこのパスは 適なホップ 1 回のパスではありません。このため、ハブは NHRP リダイレクト 
メッセージをスポークに送信します。リダイレクト メッセージは、NHRP リダイレクト メッセージを

トリガーしたデータ パケット IP 宛先に関する情報をスポークに提供します。

スポークが NHRP リダイレクトを受信すると、スポークは NHRP リダイレクト メッセージのデータ 
IP 宛先に対する NHRP 解決要求を作成して送信します。NHRP 解決要求は、その IP 宛先のネット

ワークに対応するリモート スポークへのパスを通って転送されます。

リモート スポークは、NHRP 解決要求パケットのデータ IP 宛先に一致する、独自の NBMA アドレス

およびサブネット全体を（自身のルーティング テーブルから）使用して NHRP 解決応答を生成しま

す。次にリモート スポークは、NHRP 解決応答を送信してローカル スポークに直接返します。この時

点で、構築したばかりのダイレクト Spoke-to-Spoke パス上でデータ トラフィックを送信するための十

分な情報がそろいます。
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（注） フェーズ 3 の方式は、Cisco IOS Release 12.4(6)T で導入され、NHRP の ip nhrp redirect お
よび ip nhrp shortcut コマンドを使用します。詳細については、「Shortcut Switching 
Enhancements for NHRP in DMVPN Networks」モジュールを参照してください。

Spoke-to-Spoke トンネルのスポーク更新メカニズム

Spoke-to-Spoke トンネルはダイナミックに構築されるように設計されています。つまり、トンネルを

使用するデータ トラフィックが存在するときだけ作成され、トンネルを使用しているデータ トラ

フィックがなくなると削除されます。ここでは、Spoke-to-Spoke トンネルが使用されている間は更新

し（パケット損失なし）、使用されなくなった場合は Spoke-to-Spoke トンネルを検出して削除するメ

カニズムについて説明します。

プロセス スイッチング 

NHRP マッピング エントリを使用して、データ パケットをスイッチングするたびに、マッピング エン

トリで「used」フラグが設定されます。ここで、NHRP バックグラウンド プロセスが実行されると

（60 秒ごと）、次のアクションが発生します。

• 期限が 120 秒より長くかつ「used」フラグが設定されている場合、「used」フラグがクリアされます。

• 期限が 120 秒以内でかつ「used」フラグが設定されている場合、エントリが更新されます。

• 期限が 120 秒以内でかつ「used」フラグが設定されていない場合、何も実行されません。

CEF スイッチング 

NHRP には、いつパケットが Spoke-to-Spoke トンネルを通って Cisco Express Forwarding（CEF）ス

イッチングされるかという情報がありません。

NHRP バックグラウンド プロセスが実行されると、次のアクションが発生します。

• 期限が 120 秒より長い場合、何も実行されません。

• 期限が 120 秒以内の場合、対応する CEF 隣接関係は「古い」とマーク付けされます。このとき、

CEF 隣接関係がパケットのスイッチングに使用された場合、CEF は隣接関係を「新しい」とマー

ク付けし、マッピング エントリを更新するために NHRP をトリガーします。

プロセス スイッチング、CEF スイッチングのどちらの場合でも、更新とは、エントリが期限切れにな

らないように、他の NHRP 解決の要求が送信され、応答が必要になることを示します。期限が 0 にな

ると、NHRP マッピング エントリは削除されます。また、このエントリがこの NBMA アドレス内の

後のマッピング エントリの場合で、ルータが CEF スイッチングを行っているときは、CEF 隣接関係が

クリアされ、不完全とマーク付けされます。

IPsec の tunnel protection ipsec profile name コマンドを NHRP mGRE インターフェイスで使用する

場合は、次のアクションも発生します。

1. 対応する暗号ソケット エントリが削除されます。

2. 対応する暗号マップ エントリが削除されます。

3. 対応する IPsec Security Association（SA; セキュリティ アソシエーション）および Internet 
Security Association and Key Management Protocol（ISAKMP）SA が削除されます。

4. ISAKMP SA の削除直前に、フェーズ 2 およびフェーズ 1 の削除通知メッセージが ISAKMP ピア

に送信されます。
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5. ISAKMP ピアは、対応する IPsec SA および ISAKMP SA を削除します。

6. 暗号ソケット経由で、ISAKMP ピアの NHRP マッピング エントリは、スタティック NHRP マッ

ピング エントリである場合を除き、その期限を 5 秒に設定します。

7. NHRP マッピング エントリの期限が切れ、これがこの NBMA アドレス内の 後のマッピング エ
ントリである場合、ISAKMP ピアも項目 1 ～ 5 を実行します。

NHRP の設定方法
基本的な NHRP 機能を実装するには、 初の 2 つの作業を実行する必要があります。NHRP が動作可

能になったら、使用しているネットワーク設定に応じて、他の任意の作業を使用して、NHRP の動作

をさらに設定または変更できます。

（注） 次の作業では、DMVPN（IPsec を使用する GRE IP）は、NHRP を使用する場合の主要なソリュー

ションであるため、すべての例に引用されています。

ここでは、次の手順について説明します。

• 「マルチポイント動作のための GRE トンネルの設定」（P.9）（必須）

• 「インターフェイス上での NHRP のイネーブル化」（P.11）（必須）

• 「ステーションでのスタティック IP と NBMA のアドレス マッピングの設定」（P.12）（任意）

• 「ネクスト ホップ サーバのスタティックな設定」（P.14）（任意）

• 「NBMA アドレスが有効としてアドバタイズされる時間の変更」（P.14）（任意）

• 「NHRP 認証文字列の指定」（P.15）

• 「NHRP サーバ専用モードの設定」（P.17）（任意）

• 「NHRP のトリガーの制御」（P.18）（任意）

• 「トラフィックしきい値に基づく NHRP のトリガー」（P.21）（任意）

• 「NHRP パケット レートの制御」（P.25）（任意）

• 「転送レコードおよびリバース レコードのオプションの抑制」（P.27）（任意）

• 「NHRP 応答側 IP アドレスの指定」（P.28）（任意）

• 「NHRP キャッシュのクリア」（P.29）（任意）

マルチポイント動作のための GRE トンネルの設定

マルチポイント（NMBA）動作のための GRE トンネルを設定するには、次の作業を行います。

マルチポイント方式で動作する GRE トンネルをイネーブルにします。マルチポイント トンネル イン

ターフェイスのトンネル ネットワークは、NBMA ネットワークと見なすことができます。同じルータ

上で複数の GRE トンネルを設定する場合は、固有のトンネル ID キーまたは固有のトンネル送信元ア

ドレスのいずれかを持っている必要があります。NHRP は、mGRE トンネル上で IP データ パケットを

転送するための VPN レイヤ IP と NBMA レイヤ IP のアドレス マッピングを提供するため、mGRE ト
ンネル インターフェイス上で必要になります。
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（注） Cisco IOS Release 12.3(11)T よりも前では、すべての mGRE インターフェイスにはトンネル ID キー

の設定が必要でした。Cisco IOS Release 12.3(11)T 以降では任意ですが、multipoint GRE（mGRE; マ
ルチポイント GRE）インターフェイスを同じルータ上でトンネル ID キーを使用せずに設定する場合

は、mGRE インターフェイスを固有のトンネル送信元アドレスを使用して設定する必要があります。

トンネル ID キーは各 GRE パケットで運ばれます。NHRP メッセージでは運ばれません。セキュリ

ティ上の目的から、このキーに依存しないことを推奨します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. interface type number

4. tunnel mode gre multipoint

5. tunnel key key-number 

6. ip nhrp network-id number

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 interface type number

例：
Router(config)# interface tunnel 100

インターフェイスを設定し、インターフェイス コンフィ

ギュレーション モードを開始します。

ステップ 4 tunnel mode gre multipoint

例：
Router(config-if)# tunnel mode gre multipoint

マルチポイント NBMA モードで使用する GRE トンネルを

イネーブルにします。

ステップ 5 tunnel key key-number

例：
Router(config-if)# tunnel key 3

（任意）トンネル ID キーを設定します。

• マルチポイント トンネルで設定する NHRP の例につ

いては、「マルチポイント トンネル上の NHRP：例」

（P.33）を参照してください。

ステップ 6 ip nhrp network-id number

例：
Router(config-if)# ip nhrp network-id 1

インターフェイスで NHRP をイネーブルにします。
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インターフェイス上での NHRP のイネーブル化

ルータ上のインターフェイスに対して NHRP をイネーブルにするには、次の作業を行います。一般に、

論理 NBMA ネットワーク内のすべての NHRP ステーションは、同じネットワーク ID を使用して設定

する必要があります。

2 つ以上の NHRP ドメイン（GRE トンネル インターフェイス）が同じ NHRP ノード（ルータ）で使

用可能な場合は、NHRP ネットワーク ID を使用して、NHRP インターフェイスの NHRP ドメインを

定義し、複数の NHRP ドメイン間またはネットワーク間で区別します。2 つの NHRP ネットワーク

（クラウド）を同じルータ上に設定する場合、NHRP ネットワーク ID を使用すると、両方のネット

ワークを分けることができます。

NHRP ネットワーク ID はローカル専用のパラメータです。これは、ローカル ルータだけに対して意味

があり、NHRP パケットで他の NHRP ノードに送信されることはありません。この理由から、2 台の

ルータが同じ NHRP ドメインに存在する場合、ルータで設定される NHRP ネットワーク ID の実際の

値は、もう一方のルータの NHRP ネットワーク ID と一致する必要はありません。NHRP パケットが 
GRE インターフェイス上に到着すると、そのインターフェイスで設定されている NHRP ネットワーク 
ID のローカル NHRP ドメインに割り当てられます。

（注） ネットワーク ID を割り当てるこの方法は、router ospf process-id コマンドのプロセス ID である Open 
Shortest Path First（OSPF）の概念に似ています。2 つ以上の OSPF プロセスを設定する場合、OSPF 
ネイバーおよびそれが提供するルーティング データは、OSPF プロセス（ドメイン）に割り当てられ、

このプロセスによって、インターフェイスは別の router ospf process-id コンフィギュレーション ブ
ロックにある network 引数にマッピングします。

同じ NHRP ネットワークに存在するすべてのルータ上の GRE インターフェイスでは、同じ NHRP 
ネットワーク ID を使用することを推奨します。こうすると、どの GRE インターフェイスがどの 
NHRP ネットワークのメンバであるかを追跡しやすくなります。

NHRP ドメイン（ネットワーク ID）は、ルータ上の各 GRE トンネル インターフェイスで固有に設定

できます。DMVPN のフェーズ 1 またはフェーズ 2 の実行時や、GRE インターフェイスでトンネル 
キーを使用する場合、これは必須です。これらの固有 ID により、各 GRE インターフェイスを異なる 
NHRP ドメインに分類します。これは、1 つの固有な DMVPN 内にそれぞれインターフェイスが存在

していることと同じです。

NHRP ドメインは、ルート上の GRE トンネル インターフェイス間をまたぐことができます。DMVPN 
のフェーズ 3 の実行時や、GRE トンネル インターフェイスでトンネル キーを使用しない場合、このオ

プションを使用できます。この場合、GRE トンネル インターフェイスで同じ NHRP ネットワーク ID 
を使用する効果は、2 つの GRE インターフェイスが単一の NHRP ネットワーク（DMVPN ネットワー

ク）に統合されることです。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. interface type number 

4. ip address ip-address network-mask

5. ip nhrp network-id number

6. end
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手順の詳細

ステーションでのスタティック IP と NBMA のアドレス マッピングの設定

ステーション（ホストまたはルータ）でスタティック IP と NBMA のアドレス マッピングを設定する

には、次の作業を行います。スタティックに設定されたステーションに送信する IP マルチキャストお

よびブロードキャスト パケットをイネーブルにするには、ip nhrp map multicast nbma-address コマ

ンドを使用します。このコマンドはマルチポイント GRE トンネルでは必須ですが、ポイント間 RE ト
ンネルでは必要ありません。

NHRP に参加するには、NBMA ネットワークに接続されたステーションを、その NHS の IP および 
NBMA アドレスを使用して設定する必要があります。NBMA アドレスの形式は、ご使用のメディアに

よって異なります。たとえば、GRE は Network Service Access Point（NSAP; ネットワーク サービス 
アクセス ポイント）アドレスを使用し、イーサネットは MAC アドレスを使用し、SMDS は E.164 ア
ドレスを使用します。

これらの NHS は、ステーションのデフォルト ルータやピア ルータになることもあるため、ステー

ションのネットワーク レイヤ転送テーブルからそのアドレスを取得できます。

ステーションが複数のリンク レイヤ ネットワーク（論理 NBMA ネットワークを含む）に接続されて

いる場合、その NHS およびピア ルータからルーティング情報を受信するようにステーションを設定

し、どの IP ネットワークがどのリンク レイヤ ネットワークを通って到達可能かを判断できるようにす

る必要もあります。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 interface type number

例：
Router(config)# interface tunnel 100

インターフェイスを設定し、インターフェイス コンフィ

ギュレーション モードを開始します。

ステップ 4 ip address ip-address network-mask

例：
Router(config-if)# ip address 10.0.0.1 
255.255.255.0

IP をイネーブルにし、インターフェイスに IP アドレスを

提供します。

ステップ 5 ip nhrp network-id number

例：
Router(config-if)# ip nhrp network-id 1

インターフェイスで NHRP をイネーブルにします。

ステップ 6 end

例：
Router(config)# end

インターフェイス コンフィギュレーション モードを終了

し、特権 EXEC モードに戻ります。
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ステーション（ホストまたはルータ）でスタティック IP と NBMA のアドレス マッピングを設定する

には、次の作業を行います。スタティックに設定されたステーションに送信する IP マルチキャストお

よびブロードキャスト パケットをイネーブルにするには、ip nhrp map multicast nbma-address コマ

ンドを使用します。この手順はマルチポイント GRE トンネルでは必須ですが、ポイント間 RE トンネ

ルでは必要ありません。

（注） IGP ルーティング プロトコルは IP マルチキャストまたはブロードキャストを使用するため、多くの場

合、ip nhrp map multicast コマンドが任意で必要になります。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. interface type number 

4. ip nhrp map ip-address nbma-address

5. ip nhrp map multicast nbma-address 

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 interface type number

例：
Router(config)# interface tunnel 100

インターフェイスを設定し、インターフェイス コンフィ

ギュレーション モードを開始します。

ステップ 4 ip nhrp map ip-address nbma-address 

例：
Router(config-if)# ip nhrp map 10.0.0.2 
172.16.1.2

ステーションでスタティック IP と NBMA のアドレス マッ

ピングを設定します。

ステップ 5 ip nhrp map multicast nbma-address

例：
Router(config-if)# ip nhrp map multicast 
172.16.1.12

（任意）インターフェイスに送信されるマルチキャストま

たはブロードキャストのパケットを受信する NBMA アド

レスを追加します。

（注） このコマンドはポイントツーポイント GRE トンネ

ルでは必要ありません。
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ネクスト ホップ サーバのスタティックな設定 
ネクスト ホップ サーバをスタティックに設定するには、次の作業を行います。

NHS は通常、ネットワーク レイヤ転送テーブルを使用して、NHRP パケットの転送先を判断し、

NBMA ネットワークからの出力ポイントを検索します。また、NHS が対応するステーションの IP ア
ドレスに相当する一連の IP アドレス プレフィクス、および論理 NBMA ネットワーク ID を使用して、

NHS をスタティックに設定することもできます。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. interface type number 

4. ip nhrp nhs nhs-address [net-address [netmask]]

手順の詳細

NBMA アドレスが有効としてアドバタイズされる時間の変更

肯定 NHRP 応答で NBMA アドレスが有効としてアドバタイズされる時間を変更するには、次の作業を

行います。この説明において、アドバタイズとは、Cisco IOS XE ソフトウェアが NHRP 応答で提供し

ているアドレス マッピングを保持する時間を他のルータに指示することを意味します。デフォルトの

時間は 7200 秒（2 時間）です。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 interface type number

例：
Router(config)# interface tunnel 100

インターフェイスを設定し、インターフェイス コンフィ

ギュレーション モードを開始します。

ステップ 4 ip nhrp nhs nhs-address [net-address 
[netmask]]

例：
Router(config-if)# ip nhrp nhs 10.0.0.2

ネクスト ホップ サーバをスタティックに設定します。

• ネクスト ホップ サーバが対応する複数のネットワーク

を設定するには、同じネクスト ホップ サーバ アドレ

スと、異なる IP ネットワーク アドレスを使用して ip 
nhrp nhs コマンドを繰り返します。

• 追加のネクスト ホップ サーバを設定するには、

ipnhrp nhs コマンドを繰り返します。
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この設定は、Spoke-to-Spoke ショートカット パスが使用されなくなった後アップの状態でいる時間、

および Spoke-to-Spoke ショートカット パスのマッピング エントリが使用されている場合に更新する頻

度を制御します。300 ～ 600 秒の範囲で値を使用することを推奨します。

ip nhrp holdtime コマンドは、NHRP NHC が、設定されているその NHRP NHS に NHRP 登録要求を送

信する頻度を制御します。デフォルトでは、NHRP ホールド時間値の 3 分の 1 の時間（デフォルト＝

2400 秒（40 分））ごとに NHRP 登録を送信します。ip nhrp registration timeout value コマンドを任意

で使用すると、NHRP ホールド時間にかかわらず、NHRP 登録要求を送信する間隔を設定できます。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. interface type number 

4. ip nhrp holdtime seconds

5. ip nhrp registration timeout seconds 

手順の詳細

NHRP 認証文字列の指定

インターフェイスで NHRP の認証文字列を指定するには、次の作業を行います。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 interface type number

例：
Router(config)# interface tunnel 100

インターフェイスを設定し、インターフェイス コンフィ

ギュレーション モードを開始します。

ステップ 4 ip nhrp holdtime seconds

例：
Router(config-if)# ip nhrp holdtime 600

肯定 NHRP 応答により NHRP NBMA アドレスが有効とし

てアドバタイズされる秒数を変更します。

• この例では、10 分間 NHRP NBMA アドレスが有効と

して、肯定 NHRP 応答でアドバタイズされます。

ステップ 5 ip nhrp registration timeout seconds

例：
Router(config-if)# ip nhrp registration 
timeout 100

（任意）設定された NHRP NHS に NHRP NHC が NHRP 
登録要求を送信する間隔を変更します。

• この例では、NHRP 登録要求が 100 秒ごとに送信され

るようになります（デフォルト値は、NHRP ホールド

時間値の 3 分の 1）。
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認証文字列を設定すると、同じ文字列で設定されたルータだけが NHRP を使用して通信できるように

なります。したがって、認証スキームを使用する場合、ファブリック上で NHRP 用に設定されたすべ

てのデバイスで同じ文字列を設定する必要があります。

（注） 複数の NHRP ドメインを相互に分けておくようにする場合は特に、NHRP 認証文字列の使用を推奨し

ます。NHRP 認証文字列は暗号化されないため、NHRP ネットワークに入ろうとする NHRP ノードに

対する実際の認証としては使用できません。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. interface type number

4. ip nhrp authentication string

5. exit

6. show ip nhrp [dynamic | static] [type number]

7. show ip nhrp traffic

8. show ip nhrp nhs [detail]
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  NHRP の設定方法
手順の詳細

NHRP サーバ専用モードの設定

NHRP サーバ専用モードを設定するには、次の作業を行います。

NHRP ショートカット SVC を確立するための NHRP 解決要求は開始できず、NHRP 解決要求に応答

だけができるようにインターフェイスを設定できます。NHRP 解決要求を行わないルータで NHRP 
サーバ専用モードを設定します。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 interface type number

例：
Router(config)# interface tunnel 100

インターフェイスを設定し、インターフェイス コンフィ

ギュレーション モードを開始します。

ステップ 4 ip nhrp authentication string

例：
Router(config-if)# ip nhrp authentication 
specialxx

認証文字列を指定します。

• 1 つの論理 NBMA ネットワーク内の NHRP で設定さ

れたすべてのルータは、同じ認証文字列を共有する必

要があります。

ステップ 5 exit

例：
Router(config-if)# exit

インターフェイス コンフィギュレーション モードを終了

し、特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show ip nhrp [dynamic | static] [type number]

例：
Router# show ip nhrp 

IP NHRP キャッシュを表示します。これは、特定のイン

ターフェイスのダイナミックまたはスタティックのキャッ

シュ エントリに制限できます。

ステップ 7 show ip nhrp traffic

例：
Router# show ip nhrp traffic

NHRP トラフィック統計情報を表示します。

ステップ 8 show ip nhrp nhs [detail]

例：
Router# show ip nhrp nhs detail

NHRP ホールド時間の詳細を表示します。
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  NHRP の設定方法
インターフェイスが NHRP サーバ専用モードになっている場合、ip nhrp server-only [non-caching] 
コマンド キーワードを指定できるオプションがあります。この場合、NHRP は、ルータを通過する 
NHRP 応答などのマッピング情報を NHRP キャッシュに保存しません。メモリを節約し、NHRP 
ショートカットの構築を防ぐために、他の 2 つの NHRP ルータ（NHRP ハブ）間に配置されるルータ

では一般的に、キャッシングなしのオプションを使用します。

NHRP サーバ専用モードを設定するには、次の作業を行います。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. interface type number

4. ip nhrp server-only [non-caching]

手順の詳細

NHRP のトリガーの制御 
任意のプラットフォームで NHRP がトリガーされるタイミングを制御する方法は 2 つあります。これ

らの方法は次のセクションで説明されています。

• 「宛先単位での NHRP のトリガー」（P.18）

• 「パケット数単位での NHRP のトリガー」（P.20）

宛先単位での NHRP のトリガー

宛先単位で NHRP をトリガーするには、次の作業を行います。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 interface type number

例：
Router(config)# interface tunnel 100

インターフェイスを設定し、インターフェイス コンフィ

ギュレーション モードを開始します。

ステップ 4 ip nhrp server-only [non-caching]

例：
Router(config-if)# ip nhrp server-only 
non-caching

NHRP サーバ専用モードを設定します。
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  NHRP の設定方法
NHRP 解決要求の送信をトリガーできる IP パケットを判断するために使用される IP アクセス リスト

を指定できます。デフォルトでは、すべての非 NHRP パケットが NHRP 解決要求をトリガーします。

NHRP 解決要求をトリガーする IP パケットを制限するには、アクセス リストを定義してインターフェ

イスに適用します。

（注） NHRP 解決要求は、2 つの NHRP ノード間の直接パスを構築するために使用されます。特定のトラ

フィックがこのパスの構築をトリガーしないように除外されていても、パスがすでに構築されている場

合は、この「除外された」トラフィックは直接パスを使用します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

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

または

access-list access-list-number {deny | permit} protocol source source-wildcard destination 
destination-wildcard [precedence precedence] [tos tos] [established] [log]

4. interface type number

5. ip nhrp interest access-list-number

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 access-list access-list-number {deny | 
permit} source [source-wildcard]

または

access-list access-list-number {deny | 
permit} protocol source source-wildcard 
destination destination-wildcard [precedence 
precedence] [tos tos] [established] [log]

例：
Router(config)# access-list 101 permit ip any 
any

または

Router(config)# access-list 101 deny ip any 
10.3.0.0 0.0.255.255

標準または拡張 IP アクセス リストを定義します。
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  NHRP の設定方法
パケット数単位での NHRP のトリガー

デフォルトでは、ソフトウェアは、NHRP の使用が可能であると判断した宛先へのデータ パケットの

送信を試行する場合、その宛先に対する NHRP 要求を送信します。特定の宛先に送信されたデータ パ
ケットが指定された数になるまで待機してから NHRP が試行されるようにシステムを設定するには、

次の作業を行います。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. interface type number 

4. ip nhrp use usage-count

手順の詳細

ステップ 4 interface type number

例：
Router(config)# interface tunnel 100

インターフェイスを設定し、インターフェイス コンフィ

ギュレーション モードを開始します。

ステップ 5 ip nhrp interest access-list-number

例：
Router(config-if)# ip nhrp interest 101

NHRP 要求を制御する IP アクセス リストを指定します。

• この例では、拡張アクセス リスト 101 で許可されるパ

ケットだけが、デフォルトの SVC トリガー レートお

よびティアダウン レートの対象です。

コマンドまたはアクション 目的

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。
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  NHRP の設定方法
トラフィックしきい値に基づく NHRP のトリガー

NHRP は、Border Gateway Protocol（BGP; ボーダー ゲートウェイ プロトコル）とともに実行する場

合、Cisco Express Forwarding プラットフォーム上で動作できます。設定されたトラフィック レートに

達したら SVC を開始するように NHRP を設定できます。同様に、別に設定されたレートまでトラ

フィックが低下した場合は、SVC を切断できます。

NHRP が SVC をセットアップまたは切断する前に達すべきトラフィック レートを設定できます。SVC 
はバースト トラフィック専用に作成されるため、リソースを節約できます。

トラフィック レートに基づいて NHRP による SVC のトリガーおよびティアダウンを設定するには、

次の作業を行います。 初の作業は必須で、2 番めと 3 番めの作業は任意です。

• 「SVC をトリガーするレートの変更」（P.21）（必須）

• 「サンプリング時間およびサンプリング レートの変更」（P.23）（任意）

• 「特定の宛先へのトリガー レートおよびティアダウン レートの適用」（P.24）（任意）

SVC をトリガーするレートの変更

NHRP がこの宛先への SVC をセットアップまたは切断するキロビット /秒（kbps）単位の数値を変更

するには、次の作業を行います。

NHRP が BGP とともに実行する場合、NHRP パケットのトリガーを制御する方法が 1 つあります。こ

の方法は、指定された BGP ネクスト ホップへの入力トラフィック レートに基づいて開始されている 
SVC で成り立ちます。

BGP が BGP ネクスト ホップを検出し、この BGP ルートをルーティング テーブルに入れると、NHRP 
要求が BGP ネクスト ホップに送信されます。NHRP 応答を受信すると、以降のルートは、BGP ネク

スト ホップに直接対応する NHRP キャッシュに置かれます。

NHRP キャッシュを取り込むために、新しい NHRP 要求が同じ BGP ネクスト ホップに送信されます。

NHRP キャッシュ エントリが生成されると、同じ BGP ネクスト ホップに対する以降のマップ ステー

トメントも作成されます。

ステップ 3 interface type number

例：
Router(config)# interface tunnel 100

インターフェイスを設定し、インターフェイス コンフィ

ギュレーション モードを開始します。

ステップ 4 ip nhrp use usage-count

例：
Router(config-if)# ip nhrp use 5

NHRP を試行するまでに、1 つの宛先に送信するデータ パ
ケットの数を指定します。

• この例では、 初の 1 分間に、 初の宛先に 5 つのパ

ケットが送信され、2 番めの宛先に 5 つのパケットが

送信された場合、2 番めの宛先に対して単一の NHRP 
要求が生成されています。 

• その次の 1 分間に、同じトラフィックが生成され、ま

だ NHRP 応答を受信していない場合、システムは 2 番
めの宛先に対して、その要求を再送信します。

コマンドまたはアクション 目的
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各 BGP ネクスト ホップへの集約トラフィックが測定され、モニタされます。集約トラフィックが、設

定されたトリガー レートに達するか超過すると、NHRP は SVC を作成し、その宛先ルータに直接トラ

フィックを送信します。集約トラフィック レートが、設定されたティアダウン レートまで低下するか

それ以下になると、ルータは指定された宛先への SVC を切断します。

デフォルトでは、宛先への集約トラフィックが移動平均 30 秒で 1 kbps を超えると、NHRP はその宛先

への SVC をセットアップします。同様に、その宛先へのトラフィックが移動平均 30 秒で 0 kbps まで

下がると、NHRP は SVC を切断します。SVC のセットアップまたはティアダウンを発生させるレート

を変更する方法がいくつかあります。kbps 単位のしきい値の数値、ロード間隔、またはその両方を変

更できます。

前提条件

トラフィック レートに基づいて NHRP を開始する機能を設定するには、あらかじめルータで次の条件

を満たす必要があります。

• GRE が設定されていること。

• CEF スイッチングまたは distributed CEF（dCEF）スイッチングがイネーブルになっていること。

• これらの拡張機能を実行するネットワーク内のすべてのルータで BGP が設定されていること。

ご使用のネットワークで CEF スイッチングまたは dCEF スイッチングを使用している場合に、NHRP 
を動作させるには（デフォルト値または変更した値のいずれかで）、ip cef accounting non-recursive 
コマンドを設定します。

制約事項

Cisco IOS Release 12.0 よりも前のリリースには、NHRP ドラフト バージョン 4 が実装されていまし

た。Cisco IOS Release 12.0 以降のリリースには、NHRP ドラフト バージョン 11 が実装されています。

これらのバージョンに互換性はありません。したがって、相互に通信させるためには、ネットワーク内

で NHRP を実行するすべてのルータでは、同じバージョンの NHRP を実行する必要があります。すべ

てのルータが Cisco IOS Release 12.0 以降のリリースを実行するか、または Release 12.0 よりも前のリ

リースを実行するかのいずれかにする必要があり、両者の組み合わせでは実行できません。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. interface type number

4. ip nhrp trigger-svc trigger-threshold teardown-threshold
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  NHRP の設定方法
手順の詳細

サンプリング時間およびサンプリング レートの変更

平均トリガー レートまたは平均ティアダウン レートを計算する時間を変更できます。デフォルトで、

この時間は 30 秒です。30 ～ 300 秒の範囲で 30 秒きざみです。この時間は、Cisco IOS XE ソフトウェ

アだけに対して、内部的な集約トラフィック レートを計算するために使用され、アクションを実行す

るとしては 悪な状態となる時間を示します。場合によっては、トラフィック レートの上昇や低下に

合わせて、ソフトウェアがより早く動作します。

ご使用のシスコ ハードウェア製品に Virtual Interface Processor のバージョン 2 アダプタが搭載されて

いる場合、サンプリング時間を変更するには、この作業を実行する必要があります。デフォルトで、

ポート アダプタは 10 秒ごとにルート プロセッサにトラフィック統計情報を送信します。dCEF スイッ

チング モードで NHRP を使用している場合は、この更新レートを 5 秒に変更する必要があります。

サンプリング時間およびサンプリング レートを変更するには、次の作業を行います。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. ip cef traffic-statistics [load-interval seconds]

4. ip cef traffic-statistics [update-rate seconds] 

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 interface type number

例：
Router(config)# interface tunnel 100

インターフェイスを設定し、インターフェイス コンフィ

ギュレーション モードを開始します。

ステップ 4 ip nhrp trigger-svc trigger-threshold 
teardown-threshold

例：
Router(config-if)# ip nhrp trigger-svc 100 5

NHRP が SVC をセットアップまたは切断するレートを変

更します。

• この例では、トリガーおよびティアダウンのしきい値

をそれぞれ、100 kbps、5 kbps に設定します。
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  NHRP の設定方法
手順の詳細

特定の宛先へのトリガー レートおよびティアダウン レートの適用

トリガー レートおよびティアダウン レートを特定の宛先に強制するには、次の作業を行います。デ

フォルトでは、NHRP トリガー用にすべての宛先が計算されモニタされます。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

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

または

access-list access-list-number {deny | permit} protocol source source-wildcard destination 
destination-wildcard [precedence precedence] [tos tos] [log]

4. interface type number

1. ip nhrp interest access-list-number

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip cef traffic-statistics [load-interval 
seconds]

例：
Router(config)# ip cef traffic-statistics 
load-interval 120

トリガーおよびティアダウンのしきい値を平均化するサン

プリング時間の長さを変更します。

• この例では、120 秒間の平均を基準としてトリガーお

よびティアダウンのしきい値が計算されます。

ステップ 4 ip cef traffic-statistics [update-rate 
seconds]

例：
Router(config)# ip cef traffic-statistics 
update-rate 5

ポート アダプタがアカウンティング統計情報を RP に送信

する頻度を指定します。

• distributed CEF スイッチング モードで NHRP を使用

する場合、この値を 5 秒に設定する必要があります。

デフォルト値は 10 秒です。
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  NHRP の設定方法
手順の詳細

NHRP パケット レートの制御

NRHP パケットを処理する 大レートを変更するには、次の作業を行います。

ローカル NHRP プロセスが一定時間内で処理できる NHRP メッセージの数には、 大値（ 大送信間

隔）があります。この制限により、NHRP 要求を送信しながら暴走した NHRP プロセスや、多数の 
Spoke-to-Spoke トンネルをトリガーしている IP アドレス スキャンを実行中のアプリケーション（ワー

ム）などのイベントから、ルータが保護されます。

大送信間隔が大きいほど、システムが処理および送信できる NHRP パケットは増加します。これら

のメッセージはメモリをあまり使用せず、メッセージ単位の CPU 使用量はそれほど大きくありませ

ん。ただし、メッセージの数が過剰になれば CPU 使用量は極端に高まり、システム パフォーマンスを

低下させる可能性があります。

適度な 大送信間隔を設定するには、次の情報を考慮します。 

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 access-list access-list-number {deny | permit} 
source [source-wildcard]

または

access-list access-list-number {deny | permit} 
protocol source source-wildcard destination 
destination-wildcard [precedence precedence] 
[tos tos] [log]

例：
Router(config)# access-list 101 permit ip any 
any

または

Router(config)# access-list 101 deny ip any 
10.3.0.0 0.0.255.255

標準または拡張 IP アクセス リストを定義します。

• この例では、拡張アクセス リストを定義します。

ステップ 4 interface type number

例：
Router(config)# interface tunnel 100

インターフェイスを設定し、インターフェイス コンフィ

ギュレーション モードを開始します。

ステップ 5 ip nhrp interest access-list-number

例：
Router(config-if)# ip nhrp interest 101

NHRP 要求を制御する IP アクセス リストを指定します。

• この例では、拡張アクセス リスト 101 で許可されるパ

ケットだけが、デフォルトの SVC トリガー レートお

よびティアダウン レートの対象です。
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• このハブが処理しているスポーク ルータの数、および NHRP 登録要求を送信する頻度。この負荷

に対応するには、次が必要です。

スポーク数 /登録タイムアウト× 大送信間隔

たとえば、スポーク 500 個、登録タイムアウト 100 秒であれば、次のようになります。

大送信間隔＝ 500/100× 10＝ 50

• NBMA ネットワーク全体で常にアップ状態であることが見込まれる Spoke-to-Spoke トンネルの

大数。

Spoke-to-Spoke トンネル /NHRP ホールド時間× 大送信間隔

これは、Spoke-to-Spoke トンネルの作成、およびさらに長い時間使用される Spoke-to-Spoke トン

ネルの更新を対象とします。

ここで、これらの値を足した結果に 1.5 または 2.0 を乗じ、バッファを指定します。

• 大送信間隔を使用して、一定数で送信できる NHRP メッセージの長期平均数を保つことができ

ますが、より大きなピークを許容できます。

デフォルトでは、ソフトウェアが NHRP パケットを送信する 大レートは、10 秒ごとに 5 パケットで

す。ソフトウェアは、送信できる NHRP パケット（ローカルで生成されたか、転送されたかのいずれ

か）に対して、インターフェイス単位のクォータを維持します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. interface type number

4. ip nhrp max-send pkt-count every interval
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転送レコードおよびリバース レコードのオプションの抑制

NBMA ネットワークでリンク レイヤ フィルタリングをダイナミックに検出する（たとえば、SMDS 
アドレス スクリーニング）、およびループ検出と診断の機能を提供するために、NHRP は要求パケット

および応答パケット内にルート レコードを組み込みます。ルート レコード オプションには、（転送方

向の）送信元と宛先の間、および（逆方向の）宛先と送信元の間にあるすべての中間ネクスト ホップ 
サーバのネットワーク（およびリンク レイヤ）アドレスが含まれています。

デフォルトでは、NHRP 要求パケットおよび応答パケットには転送レコード オプションとリバース レ
コード オプションが含まれます。転送レコードおよびリバース レコードのオプションを抑制するには、

次の作業を行います。

（注） 特に DMVPN ネットワークでは、転送レコードおよびリバース レコードの情報は NHRP の適切な動作

のために必要です。このため、この情報の抑制は設定しないでください。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. interface type number

4. no ip nhrp record

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 interface type number

例：
Router(config)# interface tunnel 100

インターフェイスを設定し、インターフェイス コンフィ

ギュレーション モードを開始します。

ステップ 4 ip nhrp max-send pkt-count every interval

例：
Router(config-if)# ip nhrp max-send 10 every 
10

この例では、10 秒ごとに 10 個の NHRP パケット（デフォ

ルトの 2 倍）をインターフェイスから送信できます。
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NHRP 応答側 IP アドレスの指定

どのネクスト ホップ サーバが NHRP 応答パケットを生成するのかを把握する必要のある NHRP 要求

側では、その NHRP 要求パケットに応答側アドレス オプションを含めることができます。NHRP 応答

パケットを生成するネクスト ホップ サーバは、独自の IP アドレスを NHRP 応答に挿入することで応

じます。ネクスト ホップ サーバは、指定されたインターフェイスのプライマリ IP アドレスを使用しま

す。

ネクスト ホップ サーバが NHRP 応答側 IP アドレスに使用するインターフェイスを指定するには、次

の作業を行います。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. interface type number

4. ip nhrp responder type number

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 interface type number

例：
Router(config)# interface tunnel 100

インターフェイスを設定し、インターフェイス コンフィ

ギュレーション モードを開始します。

ステップ 4 no ip nhrp record

例：
Router(config-if)# no ip nhrp record

転送レコードおよびリバース レコードのオプションを抑制

します。
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NHRP キャッシュのクリア

NHRP キャッシュには、スタティックに設定した NHRP マッピングのエントリ、および NHRP パケッ

トからアドレスを学習している Cisco IOS XE ソフトウェアによるダイナミック エントリを含めること

ができます。スタティックに設定されたエントリをクリアするには、インターフェイス コンフィギュ

レーション モードで no ip nhrp map コマンドを使用します。

NHRP キャッシュをクリアするには、次の作業を行います。

手順の概要

1. enable

2. clear ip nhrp [ip-address] [ip-mask]

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 interface type number

例：
Router(config)# interface serial 0

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

ステップ 4 ip nhrp responder type number

例：
Router(config-if)# ip nhrp responder serial 0

ネクスト ホップ サーバが NHRP 応答側 IP アドレスに使用

するインターフェイスを指定します。

• この例では、応答側アドレスに対する任意の NHRP 要
求が発生すると、ネクスト ホップ サーバとして動作し

ているこのルータによって、シリアル インターフェイ

ス 0 のプライマリ IP アドレスが NHRP 応答パケット

で提供されるようになります。

• ネクスト ホップ サーバによって転送されている 
NHRP 応答パケットにこのサーバの IP アドレスが含

まれる場合、ネクスト ホップ サーバは、「NHRP ルー

プ検出」のタイプのエラーを生成し、その応答を廃棄

します。
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手順の詳細

NHRP の設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

• 「論理 NBMA の物理ネットワーク設計：例」（P.30）

• 「NHRP レートの特定の宛先への適用：例」（P.32）

• 「マルチポイント トンネル上の NHRP：例」（P.33）

• 「NHRP の表示：例」（P.34）

論理 NBMA の物理ネットワーク設計：例

論理 NBMA ネットワークは、NHRP に参加し、同じネットワーク ID を持つインターフェイスおよび

ホストのグループと考えられます。 図 2 に、単一の物理 NBMA ネットワーク上に設定された（円で示

される）2 つの論理 NBMA ネットワークを示します。ルータ A はルータ B およびルータ C と通信で

きます。それらが同じネットワーク ID（2）を共有するためです。また、ルータ C はルータ D および

ルータ E とも通信できます。それらがネットワーク ID 7 を共有するためです。アドレス解決が完了し

た後、点線で示すように、ルータ A は IP パケットをホップ 1 回でルータ C に送信でき、ルータ C は
それをホップ 1 回でルータ E に送信できます。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 clear ip nhrp [ip-address] [ip-mask]

例：
Router# clear ip nhrp

ダイナミック エントリの IP NHRP キャッシュをクリアし

ます。

• このコマンドでは、スタティックに設定された IP と 
NBMA のいずれのアドレス マッピングも NHRP 
キャッシュからクリアしません。
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図 2 1 つの物理 NBMA ネットワーク上の 2 つの論理 NBMA ネットワーク

図 2 の 5 台のルータによる物理構成は、実際には 図 3 のような構成である場合もあります。送信元ホ

ストはルータ A に接続され、宛先ホストはルータ E に接続されています。同じスイッチが 5 台すべて

のルータに対応し、1 つの物理 NBMA ネットワークを構成します。

 E

 C

 D

 A

 B

ip nhrp network-id 7

ip nhrp network-id 7

ip nhrp network-id 2

ip nhrp
network-id 2

ip nhrp network-id 2
ip nhrp network-id 7

=    

=  20
54

57
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図 3 NBMA ネットワーク例の物理構成

図 2 をもう一度参照してください。 初、送信元ホストから宛先ホストへの IP パケットは、NHRP が 
NBMA アドレスでも解決するようになるまで、スイッチに接続された 5 台すべてのルータを通過して

宛先に到達します。ルータ A は、IP パケットを初めて宛先ホストに向けて転送したときに、宛先ホス

トの IP アドレスに対する NHRP 要求も生成します。その要求がルータ C に転送され、応答が生成され

ます。2 つの論理 NBMA ネットワーク間の出力ルータであるため、ルータ C が応答します。

同様に、ルータ C は独自の NHRP 要求を生成し、これに対して、ルータ E が応答します。この例で

も、送信元と宛先の間に発生する IP トラフィックが NBMA ネットワークを通過するためには、2 回の

ホップが必要です。これは、2 つの論理 NBMA ネットワーク間で IP トラフィックを転送する必要があ

るためです。NBMA ネットワークが論理的に分かれていなければ、必要なホップは 1 回だけです。

NHRP レートの特定の宛先への適用：例

次の例では、デフォルトの SVC トリガー レートおよびティアダウン レートの対象は、拡張アクセス 
リスト 101 を通過するパケットだけです。

interface tunnel 100
ip nhrp interest 101

!
access-list 101 permit ip any any
access-list 101 deny ip any 10.3.0.0 0.0.255.255

 A

 E

20
54

58

 B

 C

 D
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マルチポイント トンネル上の NHRP：例

マルチポイント トンネルを使用すると、単一のトンネル インターフェイスを複数のネイバー ルータに

接続できます。ポイントツーポイント トンネルとは異なり、トンネルの宛先を設定する必要がありま

せん。実際に、設定したとしても、トンネルの宛先は IP マルチキャスト アドレスに対応させる必要が

あります。トンネルの宛先として設定されたマルチキャスト アドレスに GRE パケットを送信すること

によって、トンネル インターフェイス上で送信されるブロードキャスト パケットおよびマルチキャス

ト パケットを送信できます。

マルチポイント トンネルは、トンネル キーを設定する必要があります。それ以外の場合、予期しない 
GRE トラフィックをトンネル インターフェイスで受信しやすくなる可能性があります。簡素化のた

め、トンネル キーは NHRP ネットワーク ID に対応させることを推奨します。

次の例では、ルータ A、ルータ B、ルータ C、ルータ D がすべて 1 つのイーサネット セグメントを共

有します。マルチポイント トンネル ネットワーク上で 小の接続が設定されるため、部分メッシュ 
NBMA ネットワークとして扱うことができるネットワークが作成されます。スタティック NHRP マッ

プ エントリによって、ルータ A はルータ B へ、ルータ B はルータ C へ、ルータ C はルータ D へ、

ルータ D はルータ A へ、それぞれが到達方法を認識しています。

ルータ A が初めてルータ D への IP パケットの送信を試行すると、パケットはルータ B およびルータ 
C を経由して転送されます。ルータは NHRP を使用して、すぐにお互いの NBMA アドレス（この場合

は、基盤となるイーサネット ネットワークに割り当てられた IP アドレス）を学習します。部分メッ

シュ トンネル ネットワークがただちに完全メッシュになり、この時点で、中間ホップの必要な IP トラ

フィックを使用せずに、どのルータでもトンネル ネットワーク上で直接通信することができます。

ルータ A、ルータ B、ルータ C、ルータ D のコンフィギュレーションの重要な部分は、次のとおりです。

ルータ A の設定

interface tunnel 0
no ip redirects
ip address 11.0.0.1 255.0.0.0
ip nhrp map 11.0.0.2 10.0.0.2
ip nhrp network-id 1
ip nhrp nhs 11.0.0.2
tunnel source ethernet 0
tunnel mode gre multipoint
tunnel key 1

interface ethernet 0
ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

ルータ B の設定

interface tunnel 0
no ip redirects
ip address 11.0.0.2 255.0.0.0
ip nhrp map 11.0.0.3 10.0.0.3
ip nhrp network-id 1
ip nhrp nhs 11.0.0.3
tunnel source ethernet 0
tunnel mode gre multipoint
tunnel key 1

interface ethernet 0
ip address 10.0.0.2 255.0.0.0

ルータ C の設定

interface tunnel 0
no ip redirects
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ip address 11.0.0.3 255.0.0.0
ip nhrp map 11.0.0.4 10.0.0.4
ip nhrp network-id 1
ip nhrp nhs 11.0.0.4
tunnel source ethernet 0
tunnel mode gre multipoint
tunnel key 1

interface ethernet 0
ip address 10.0.0.3 255.0.0.0

ルータ D の設定

interface tunnel 0
no ip redirects
ip address 11.0.0.4 255.0.0.0
ip nhrp map 11.0.0.1 10.0.0.1
ip nhrp network-id 1
ip nhrp nhs 11.0.0.1
tunnel source ethernet 0
tunnel mode gre multipoint
tunnel key 1

interface ethernet 0
ip address 10.0.0.4 255.0.0.0

NHRP の表示：例

次に、show ip nhrp コマンドの出力例を示します。

Router# show ip nhrp 

10.0.0.2 255.255.255.255, tunnel 100 created 0:00:43 expire 1:59:16

 Type: dynamic Flags: authoritative 

 NBMA address: 10.1111.1111.1111.1111.1111.1111.1111.1111.1111.11 

10.0.0.1 255.255.255.255, Tunnel0 created 0:10:03 expire 1:49:56

 Type: static Flags: authoritative 

 NBMA address: 10.1.1.2 

表示例のフィールドは次のとおりです。

• IP と NBMA のアドレス キャッシュ内の IP アドレスおよびそのネットワーク マスク。シスコでは 
NHRP による NBMA 情報の集約をサポートしていないため、マスクは常に 255.255.255.255 です。

• インターフェイスのタイプと番号、および作成してからの経過時間（時 : 分 : 秒）。

• 肯定および否定の権限 NBMA アドレスが期限切れになる時間（時 : 分 : 秒）。この値は、ip 
nhrpholdtime コマンドに基づいています。

• インターフェイスのタイプ。

– dynamic：NBMA アドレスが NHRP 要求パケットから取得されました。

– static：NBMA アドレスがスタティックに設定されていました。

• フラグ。
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– authoritative：特定の宛先に対する NBMA と IP のアドレス マッピングを維持するネクスト 
ホップ サーバまたはルータから、NHRP 情報が取得されたことを示します。

– implicit：ローカル ルータが受信した NHRP 解決要求の送信元のマッピング情報から、または

ローカル ルータを通って転送されている NHRP 解決パケットから情報が学習されたことを示

します。

– negative：否定キャッシュの場合、要求された NBMA マッピングが取得できなかったことを

示します。

– unique：この NHRP マッピング エントリが固有でなければならないことを示します。IP アド

レスは同じであるが NBMA アドレスが異なるマッピング エントリでは上書きできません。

– registered：NHRP マッピング エントリが NHRP 登録要求によって作成されたことを示します。

– used：過去 60 秒以内に NHRP マッピングを使用してデータ パケットが転送されたことを示し

ます。

– router：リモート ルータの背後にあるネットワークまたはホストへのアクセスを提供している

リモート ルータからの NHRP マッピング エントリを示します。

– local：このルータが NHRP 解決要求に応答しているこのルータに対してローカルなネット

ワークの NHRP マッピング エントリを示します。

– （no socket）：IPsec ソケット（暗号化用）がトリガーされていない NHRP マッピング エント

リを示します。これらのマッピング エントリは、データ パケットの転送には使用されません。

– nat：IPsec ソケット（暗号化用）がトリガーされていない NHRP マッピング エントリを示し

ます。これらのマッピング エントリは、データ パケットの転送には使用されません。

– NBMA address：非ブロードキャスト マルチアクセス アドレス。アドレス形式は、使用され

ているネットワークのタイプに適しています（たとえば、GRE、イーサネット、SMDS、マル

チポイント トンネルなど）。

次に、NHRP トラフィックの統計情報を表示する show ip nhrp traffic コマンドの出力例を示します。

Router# show ip nhrp traffic

Tunnel0

  request packets sent: 2

  request packets received: 4

  reply packets sent: 4

  reply packets received: 2

  register packets sent: 0

  register packets received: 0

  error packets sent: 0

  error packets received: 0

表示例で示すフィールドは次のとおりです。

• Tunnel0：インターフェイスのタイプおよび番号。

• request packets sent：このステーションから送信された NHRP 要求パケットの数。

• request packets received：このステーションで受信した NHRP 要求パケットの数。

• reply packets sent：このステーションから送信された NHRP 応答パケットの数。
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• reply packets received：このステーションで受信した NHRP 応答パケットの数。

• register packets sent：このステーションから送信した NHRP 登録パケットの数。ルータおよびア

クセス サーバは登録パケットを送信しないため、この値は 0 です。

• register packets received：このステーションで受信した NHRP 登録パケットの数。ルータまたは

アクセス サーバは登録パケットを送信しないため、この値は 0 です。

• error packets sent：このステーションから送信された NHRP エラー パケットの数。

• error packets received：このステーションで受信した NHRP エラー パケットの数。

次に、特定のトンネル（tunnel7）に関する出力例を示します。

Router# show ip nhrp traffic interface tunnel7 

Tunnel7: Max-send limit:100Pkts/10Sec, Usage:0% 

Sent: Total 79 

18 Resolution Request 10 Resolution Reply 42 Registration Request 

0 Registration Reply 3 Purge Request 6 Purge Reply 

0 Error Indication 0 Traffic Indication 

Rcvd: Total 69 

10 Resolution Request 15 Resolution Reply 0 Registration Request 

36 Registration Reply 6 Purge Request 2 Purge Reply 

0 Error Indication 0 Traffic Indication 

NHRP ホールド時間＝ 600 で、NHRP 登録タイムアウトは設定されていません。NHRP 登録は 200 秒
ごとに送信されるため、NHS がダウンしていることを検出する時間は、平均 107 秒に対して、7 ～ 
207 秒の範囲です。

Router# show ip nhrp nhs detail

Legend:
E=Expecting replies
R=Responding

Tunnel0:
10.0.0.1 E req-sent 14793 req-failed 1 repl-recv 14751 (00:25:07 ago)
10.0.0.2 req-sent 26 req-failed 9 repl-recv 0 
Legend:
E=Expecting replies
R=Responding

Tunnel1:
10.0.1.1 RE req-sent 14765 req-failed 1 repl-recv 14763 (00:01:07 ago)

Pending Registration Requests:
Registration Request: Reqid 29507, Ret 64 NHS 10.0.0.1
Registration Request: Reqid 29511, Ret 64 NHS 10.0.0.2

10.0.0.1 は新規（応答待ち）でダウンしています。

10.0.0.2 は既存（応答待ちなし）でアップと見なされます。

10.0.1.1 は新規（応答待ち）でアップしています。
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参考資料
ここでは、NHRP の設定に関連する資料について説明します。

関連資料

RFC

シスコのテクニカル サポート

関連項目 参照先

DMVPN 機能を使用すると、Generic Routing 
Encapsulation（GRE; 総称ルーティング カプセル化）

トンネル、IP Security（IPsec; IP セキュリティ）暗号

化、Next Hop Resolution Protocol（NHRP）を組み合

わせることにより、目的に合わせて大小さまざまな規

模の IPsec Virtual Private Network（VPN; バーチャル 
プライベート ネットワーク）を構築できます。

『Dynamic Multipoint VPN (DMVPN)』 

Dynamic Multipoint VPN（DMVPN; ダイナミック マ
ルチポイント VPN）ネットワーク上のルータは、

Next Hop Resolution Protocol（NHRP）を使用して、

DMVPN NonBroadcastMultiAccess（NBMA; 非ブ

ロードキャスト マルチアクセス）ネットワークに接続

されているルータの背後にある、他のルータおよび

ネットワークのアドレスを検出します。NHRP は、ハ

ブの障害、信頼性の低下、複雑なコンフィギュレー

ションなど、NBMA のネットワーク問題を緩和する 
ARP に似たソリューションを提供します。

『Shortcut Switching Enhancements for NHRP in DMVPN Networks』 

NRHP コマンド 『Cisco IOS IP Addressing Services Command Reference』 

RFC タイトル

RFC 2332 『NBMA Next Hop Resolution Protocol (NHRP)』

説明 リンク

シスコのテクニカル サポートおよびドキュメンテー

ション Web サイトには、数千ページに及ぶ検索可能

な技術情報があります。製品、テクノロジー、ソ

リューション、技術的なヒント、ツール、技術マニュ

アルへのリンクもあります。Cisco.com に登録済みの

ユーザは、このページから詳細情報にアクセスできま

す。

http://www.cisco.com/en/US/support/index.html 
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NHRP 設定の機能情報
表 1 に、この機能のリリース履歴を示します。

表 1 に、このモジュールで説明した機能をリストし、特定の設定情報へのリンクを示します。

ご使用の Cisco IOS ソフトウェア リリースでは、一部のコマンドが使用できない場合があります。特

定のコマンドのリリース情報については、コマンド リファレンス マニュアルを参照してください。

プラットフォームのサポートおよびソフトウェア イメージのサポートに関する情報を検索するには、

Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator を使用すると、特定のソフトウェア リ
リース、機能セット、またはプラットフォームをサポートする Cisco IOS と Catalyst OS のソフトウェ

ア イメージを判別できます。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアクセ

スしてください。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

（注） 表 1 に、特定の Cisco IOS ソフトウェア リリース群で特定の機能をサポートする Cisco IOS ソフト

ウェア リリースだけを示します。特に明記されていない限り、Cisco IOS ソフトウェア リリース群の

後続のリリースでもこの機能をサポートします。

Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's 
trademarks can be found at 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. (1005R)

このマニュアルで使用している IP アドレスは、実際のアドレスを示すものではありません。マニュアル内の例、コマンド出力、および

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。

© 2008 Cisco Systems, Inc. 
All rights reserved.

Copyright © 2008–2011, シスコシステムズ合同会社 .
All rights reserved.

表 1 NHRP 設定の機能情報

機能名 リリース 機能情報

Next Hop Resolution Protocol Cisco IOS XE 
Release 2.1

15.0(1)S

この機能は、Cisco ASR 1000 シリーズ ルータで統合され

ました。
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このロードマップでは、「ネットワーク アドレス変換」モジュールに記載された機能をリストし、各機

能をその機能が登場するモジュールにマップします。

ロードマップの変更履歴

このモジュールの初版の発行は 2005 年 5 月 2 日で、 終更新日は 2008 年 11 月 19 日です。

機能とリリースのサポート

次の Cisco IOS ソフトウェア リリース群のネットワーク アドレス変換機能のサポート状況の一覧を、

表 1 に示します。

• 「Cisco IOS Release 12.2T、12.3、12.3T、12.4、および 12.4T」

この表には、Cisco IOS Release 12.2(1) 以降のリリースで導入または変更された機能だけを示します。

ご使用の Cisco IOS ソフトウェア リリースによっては、機能の中に一部サポートされていないものが
あります。

Cisco IOS ソフトウェア イメージは、Cisco IOS ソフトウェア リリース、機能セット、プラットフォー

ムそれぞれに固有です。プラットフォーム サポートと Cisco IOS ソフトウェア イメージ サポートに関

する情報を入手するには、Cisco Feature Navigator を使用します。http://www.cisco.com/go/fn にある 
Cisco Feature Navigator にアクセスしてください。アクセスするには、Cisco.com のアカウントが必要

です。アカウントをお持ちでない場合や、ユーザ名やパスワードを忘れた場合は、ログイン ダイアロ

グボックスで [Cancel] をクリックし、表示される説明に従ってください。

（注） 表 1 に、特定の Cisco IOS ソフトウェア リリース群で特定の機能をサポートする Cisco IOS ソフト

ウェア リリースだけを示します。特に明記されていない限り、Cisco IOS ソフトウェア リリース群の

後続のリリースでもこの機能をサポートします。
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Copyright © 2008–2011, シスコシステムズ合同会社．All rights reserved.
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表 1 サポートされているネットワーク アドレス変換機能

リリース 機能名 機能の説明 参照先

Cisco IOS Release 12.2T、12.3、12.3T、12.4、および 12.4T

12.2(2)T H.323 v2 RAS の NAT サ
ポート

Cisco IOS NAT は、RAS プロトコルで送信されたもの

を含め、H.225 および H.245 メッセージ タイプをすべて

サポートしています。

「Using Application Level 
Gateways with NAT」

12.2(4)T

12.2(4)T2

NAT：ハイ アベイラビリ

ティ向けの HSRP を使用

したスタティック マッピ

ングのサポート

HSRP のスタティック マッピングのサポートによって、

HSRP がアクティブなルータだけが NAT アドレスによ

り設定されたルータの着信 ARP に応答する設定オプ

ションが可能になりました。

「Configuring NAT for 
High Availability」

12.2(4)T

12.2(4)T2

NAT：外部 IP アドレス

に限定した変換

外部 IP アドレスだけを NAT 変換する機能を使用するこ

とで、どのようなアプリケーションやトラフィック タイ

プについても、埋め込み IP アドレスをすべて無視する

よう NAT を設定できるようになりました。

「Configuring NAT for IP 
Address Conservation」

12.2.(4)T NAT：スタティック変換

でのルート マップ利用機

能

dynamic translation コマンドのプロセスに、アクセス リ
ストの代わりにルート マップを指定できます。ルート 
マップを使用し、アクセスリスト、ネクストホップ IP 
アドレス、出力インターフェイスの任意の組み合わせを

照合することで、使用するプールを判別できます。スタ

ティック変換でルート マップを使用できるため、スタ

ティック アドレス変換で NAT のマルチホーミング機能

を使用できます。

「Configuring NAT for IP 
Address Conservation」

12.2(8)T SIP 機能の NAT サポート SIP の NAT サポートによって、SIP ベースの VoIP ソ
リューション間に Cisco IOS NAT を導入できるようにな

りました。

「Using Application Level 
Gateways with NAT」

12.2(8)T SIP 機能の NAT サポート SIP の NAT サポートによって、SIP ベースの VoIP ソ
リューション間に Cisco IOS NAT を導入できるようにな

りました。

「Using Application Level 
Gateways with NAT」

12.2(13)T NAT を介した IPSec ESP 
のサポート

NAT 経由の IPSec ESP によって、オーバーロードまた

は Port Address Translation（PAT; ポート アドレス変換）

モードに設定した Cisco IOS Network Address 
Translation（NAT; ネットワーク アドレス変換）デバイ

スを介した、複数同時実行 IP Security（IPSec; IP セ
キュリティ）Encapsulating Security Payload（ESP）ト

ンネルまたは接続のサポートが可能になりました。

「Using Application Level 
Gateways with NAT」

12.2(13)T Network Address 
Translation（NAT; ネッ

トワーク アドレス変換）

の MPLS VPN との統合

この機能により、単一のデバイス上に、複数の 
Multiprotocol Label Switching（MPLS; マルチプロトコ

ル ラベル スイッチング）Virtual Private Network
（VPN; バーチャル プライベート ネットワーク）を設定

して共用できるようになりました。

「Integrating NAT with 
MPLS VPNs」

12.2(13)T ネットワーク アドレス変

換の NAT ステートフル 
フェールオーバー

ネットワーク アドレス変換の NAT ステートフル フェー

ルオーバー機能は、ステートフル フェールオーバー機能

のフェーズ 1 です。複数の Network Address Translator 
を変換グループとして動作させる機能のサポートが導入

されました。

「Configuring NAT for 
High Availability」
2

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iadnat_applvlgw.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iadnat_cfg_ha.html
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12.2(15)T IPSec ESP の NAT サポー

ト：フェーズ II 機能

IPSec ESP の NAT サポート：フェーズ II 機能は、

Internet Key Exchange（IKE; インターネット キー エク

スチェンジ）および ESP をサポートします。NAPT で設

定された Cisco IOS ルータを通じたトンネル モードでカ

プセル化する必要ありません。

「Using Application Level 
Gateways with NAT」

12.3(4)T NAT 変換のレート制限 NAT 変換のレート制限機能により、ルータ上での 
Network Address Translation（NAT; ネットワーク アド

レス変換）動作の同時実行 大数を制限できるようにな

りました。これにより、ユーザが NAT アドレスの使用

方法をより詳細に管理できるようになるだけでなく、

NAT 変換のレート制限機能を使用して、ウイルスや

ワーム、サービス拒絶攻撃の影響を制限できるようにな

ります。

「Configuring NAT for IP 
Address Conservation」

12.3(7)T NAT：スタティック IP 
のサポート

NAT のスタティック IP サポート機能により、スタ

ティック IP アドレスのサポートが追加され、パブリッ

ク ワイヤレス LAN 環境で IP セッションを確立できるよ

うになりました。

「Configuring NAT for IP 
Address Conservation」

12.3(7)T NBAR を使用した NAT 
RTSP サポート

Real Time Streaming Protocol（RTSP）は、マルチメ

ディア アプリケーションの配信をサポートした、クライ

アントとサーバ間のマルチメディア プレゼンテーション

制御プロトコルです。RTSP を使用するアプリケーショ

ンには、Microsoft の Windows Media Services
（WMS）、Apple Computer の QuickTime、
RealNetworks の RealSystem G2 などがあります。

「Configuring NAT for IP 
Address Conservation」

12.3(7)T Outside-to-Inside 非対称 
ALG の NAT ステートフ

ル フェールオーバー サ
ポート

Outside-to-Inside 非対称 Application Layer Gateway
（ALG; アプリケーション レイヤ ゲートウェイ）の NAT 
ステートフル フェールオーバー機能のサポートは、複数

の外部から内部へのルーティング パスと、パケットごと

のロード バランシングを可能にすることで、非対称経路

の扱いを向上させるものです。この機能はまた、Voice 
over IP、FTP、Domain Name System（DNS; ドメイン 
ネーム システム）アプリケーションといった、埋め込み 
IP アドレッシングを含むトラフィックとのシームレスな

フェールオーバー変換 IP セッションを可能にします。

「Configuring NAT for 
High Availability」

12.3(11)T NAT H.245 トンネリング

のサポート

NAT H.245 トンネリングのサポート機能によって、

H.323 Application Level Gateway（ALG; アプリケー

ション レベル ゲートウェイ）での H.245 トンネリング

が可能になりました。

「Using Application Level 
Gateways with NAT」

12.3(13)T NAT デフォルト内部サー

バ

NAT デフォルト内部サーバ機能は、外部から内部の指

定されたローカルアドレスにパケットを転送する必要の

ために準備されました。

「Configuring NAT for IP 
Address Conservation」

12.3(14)T NAT Virtual Interface
（NVI; NAT 仮想インター

フェイス）

NAT Virtual Interface（NVI; NAT 仮想インターフェイ

ス）機能により、Network Address Translation（NAT; 
ネットワーク アドレス変換）内部または NAT 外部とし

てインターフェイスを設定する必要性がなくなります。

インターフェイスは、NAT を使用するように、または 
NAT を使用しないように設定できます。

「Configuring NAT for IP 
Address Conservation」

表 1 サポートされているネットワーク アドレス変換機能 （続き）

リリース 機能名 機能の説明 参照先
3

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iadnat_applvlgw.html
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iadnat_addr_consv.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iadnat_addr_consv.html
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12.3(14)T NAT ルートマップ 
Outside-to-Inside サポー

ト

NAT ルートマップ Outside-to-Inside サポート機能に

よって、NAT のルートマップ コンフィギュレーション

を導入して、外部から内部へ開始される IP セッション

が使用可能になりました。

「Configuring NAT for IP 
Address Conservation」

12.4(2)T SDP を使用した NAT の
適化された SIP メディ

ア パス

SDP を使用した NAT の 適化された SIP メディア パス
機能を使用すると、Session Initiation Protocol（SIP; セッ
ション開始プロトコル）メッセージの Session Descriptor 
Protocol（SDP; セッション記述プロトコル）を使用して
エンドポイント IP アドレッシング情報を配布すること
で、SIP メディア チャネルに、より短い経路を作成でき
ます。この機能によって、エンドポイントは標準ルー
ティングを使用して直接通信が行え、アップストリーム 
NAT ルータを介する必要がなくなります。

「NAT Optimized SIP 
Media Path with SDP」

12.4(2)T SDP を使用しない NAT 
の 適化された SIP メ
ディア パス

SDP を使用しない NAT の 適化された SIP メディア パ
ス機能は、NAT が使用されている場合に、SIP VoIP セッ
ションが選択するメディア パスを 適化する機能です。
NAT は、VoIP トラフィックがネットワーク内で 低 1 つ
の追加ホップを通るよう強制します。通常、これにより 2 
つの IP ホスト間のパスにいくつかのホップが追加されま
す。

「NAT Optimized SIP 
Media Path Without 
SDP」

12.4(3)、
12.4(4)T

ステートフル NAT のス

ケーラビリティ

ステートフル NAT のスケーラビリティ機能を使用する
と、NAT 情報が完全に交換されるまで、Stateful Network 
Address Translation（SNAT; ステートフル ネットワーク 
アドレス変換）が Hot Standby Router Protocol（HSRP; 
ホットスタンバイ ルータ プロトコル）の状態の変化を制
御できるようになります。デフォルト TCP モードから 
User Datagram Protocol（UDP; ユーザ データグラム プロ
トコル）モードへの変更機能、および非対称キューイン
グのディセーブル機能が追加されています。UDP モード
を使用すると、SNAT は独自の確認再送メカニズムを使
用して、UDP モードでメッセージを送信します。

「Scalability of Stateful 
NAT」

12.4(6)T NAT ARP ping ARP ping 機能を使用すると、スタティック IP クライアン
トが認証以降 IP アドレスの変更されていないネットワー
ク内に存在する場合に、NAT エントリとセキュアな ARP 
エントリが削除されないようにすることが可能です。

「Configuring NAT for IP 
Address Conservation」

12.4(6)T NAT SCCP フラグメン

テーションのサポート

NAT SCCP フラグメンテーションのサポート機能は、
skinny 制御メッセージの交換が TCP セグメンテーション 
シナリオの障害となることを防ぎます。NAT skinny ALG 
は skinny 制御メッセージを再び組み立てられるからです。
IP やポートの変換を必要とする、分割されたペイロード
はドロップされなくなります。

「Using Application Level 
Gateways with NAT」

12.4(9)T セッション ボーダー コン

トローラ フェーズ 1 の 
Cisco IOS がホストする 
NAT トラバーサル

セッション ボーダー コントローラの Cisco IOS がホスト
する NAT トラバーサル機能は、NAT 外部ドメイン上のプ
ロキシ デバイスを使用した透過性のサポート機能を提供
します。

「Configuring Hosted 
NAT Traversal for 
Session Border 
Controller」

12.4(9)T SIP セッション ボーダー 
コントローラとしての 
NAT による、アドレスだ

けのフィールドのサポート

SIP セッション ボーダー コントローラとしての NAT によ
る、アドレスだけのフィールドのサポート機能は、アド
レスだけの SIP フィールドの変換サポートを提供します。

「Configuring Hosted 
NAT Traversal for 
Session Border 
Controller」

表 1 サポートされているネットワーク アドレス変換機能 （続き）

リリース 機能名 機能の説明 参照先
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iadnat_sip_wo_sdp.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iadnat_scale_stnat.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iadnat_addr_consv.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iadnat_applvlgw.html
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12.4(9)T SIP セッション ボーダー 
コントローラ メディア フ
ローとしての NAT 

SIP セッション ボーダー コントローラ メディア フローと
しての NAT 機能は、SBC のドメイン内部における電話間
の RTP/RTCP 交換に関するメディア フローのサポートを
提供します。

「Configuring Hosted 
NAT Traversal for 
Session Border 
Controller」

12.4(11)T ユーザ定義の PAT 送信元

ポート範囲

ユーザ定義の PAT 送信元ポート範囲機能により、セッ

ション開始プロトコル（SIP）、H.323、Skinny 
Real-Time Transport Protocol（RTP; リアルタイム転送

プロトコル）および RTP Control Protocol（RTCP）の 
Port Address Translation（PAT; ポート アドレス変換）

に送信元ポート範囲を指定できるようになりました。

「User Defined Source 
Port Ranges for PAT」

12.4(15)T セッション ボーダー コン

トローラ フェーズ 2 のホ

ストされた NAT サポート

セッション ボーダー コントローラ フェーズ 2 のホスト

された NAT サポート機能は、登録スロットリング、メ

ディア フロー スルー、SNAT のサポートを追加します。

「Configuring Hosted 
NAT Traversal for 
Session Border 
Controller」

表 1 サポートされているネットワーク アドレス変換機能 （続き）

リリース 機能名 機能の説明 参照先
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IP アドレス節約のための NAT 設定

Network Address Translation（NAT; ネットワーク アドレス変換）は、登録されていない IP アドレス

を使用してインターネットへ接続するプライベート IP インターネットワークをイネーブルにします。

NAT はルータ（通常、2 つのネットワークどうしを接続するもの）で動作し、パケットを別のネット

ワークに転送する前に、社内ネットワークの（グローバルに一意のアドレスではなく）プライベート 
アドレスを正規のアドレスに変換します。NAT は、ネットワーク全体を唯一のアドレスとして、ネッ

トワーク外の世界にアドバタイズするように設定できます。これにより、このアドレス 1 つに内部ネッ

トワーク全体を効果的に隠すことができるため、セキュリティがさらに強化されます。

また、内部ユーザがインターネットにアクセスできるようにし、メール サーバなどの内部デバイスに

インターネットがアクセスできるようにするために、エンタープライズ エッジで NAT を使用すること

もできます。

機能情報の検索
ご使用のソフトウェア リリースが、このモジュールで説明している機能の一部をサポートしていない

場合があります。 新の機能情報および警告については、ご使用のプラットフォームおよびソフトウェ

ア リリースのリリースノートを参照してください。このモジュールに記載されている機能に関する情報

を検索したり、各機能がサポートされているリリースに関するリストを参照したりするには、「IP アドレ

ス節約のための NAT 設定に関する機能情報」（P.51）を参照してください。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォーム、およびシスコのソフトウェア イメージの

各サポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアク

セスしてください。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。

目次
• 「IP アドレス節約のための NAT 設定に関する前提条件」（P.2）

• 「IP アドレス節約のための NAT 設定に関する制約事項」（P.2）

• 「IP アドレス節約のための NAT 設定について」（P.3）

• 「IP アドレス節約のために NAT を設定する方法」（P.5）

• 「IP アドレス節約のための NAT 設定例」（P.42）

• 「次の作業」（P.49）

http://www.cisco.com/go/cfn
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  IP アドレス節約のための NAT 設定に関する前提条件
• 「参考資料」（P.49）

• 「IP アドレス節約のための NAT 設定に関する機能情報」（P.51）

IP アドレス節約のための NAT 設定に関する前提条件

アクセス リスト

このモジュールの作業で使用する必要のあるアクセス リストはすべて、設定作業を開始する前に設定

しておく必要があります。アクセス リストの設定方法については、次の URL にある『IP Access List 
Sequence Numbering』マニュアルを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/security/configuration/guide/sec_ip_entry_numbrng.html

（注） NAT コマンドで使用するアクセス リストが指定されている場合、NAT は一般によく使用される 
permit ip any any コマンドを、このアクセス リストではサポートしません。

NAT 要件、目的、およびインターフェイスの定義

ネットワークで NAT を設定する前に、NAT の設定対象となるインターフェイス、およびその目的を理

解しておくことが重要です。下記の質問に答えることにより、NAT をどのように使用するか、またど

のように設定する必要があるかを判断できます。

1. NAT の内部および外部インターフェイスを定義するには、次の質問に答えてください。

– ユーザは複数のインターフェイスを使用していないか

– 複数のインターフェイスがインターネットに接続しているか

2. NAT を使って何を達成しようとしているかを定義するには、次の質問に答えてください。

– NAT は内部ユーザがインターネットにアクセスすることを許可しているか

– NAT はインターネットがメール サーバなどの内部デバイスにアクセスすることを許可してい

るか

– NAT は TCP トラフィックを別の TCP ポートまたはアドレスにリダイレクトするか

– ネットワーク移行中に NAT を使用するか

– NAT はオーバーラップするネットワークに通信を許可するか

– NAT は異なるアドレス方式を使用しているネットワークに通信を許可するか

– NAT はアプリケーション レベル ゲートウェイの使用を許可するか

IP アドレス節約のための NAT 設定に関する制約事項
• スタブ ドメインにある多数のホストが、そのドメイン外との通信を行う場合、NAT は実用的では

ありません。

• 一部のアプリケーションでは、埋め込み IP アドレスが NAT デバイスで変換しても何の得にもなら

ないような方法で使用されています。このようなアプリケーションは、NAT デバイスを使用して

も透過的に、またはまったく機能しません。
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  IP アドレス節約のための NAT 設定について
• デフォルトでは、Session Initiation Protocol（SIP; セッション開始プロトコル）のサポートはポー

ト 5060 でイネーブルになっています。したがって、NAT 対応デバイスはこのポートのパケットを

すべて、SIP コール メッセージと解釈します。同じシステムにある別のアプリケーションがポート 
5060 を使用してパケットを送信している場合、NAT サービスはこのパケットを SIP コール メッ

セージとして解釈しようとするため、このパケットが破損する可能性があります。

• また、NAT はホストの素性を隠しますが、これは目的によっては、長所でもありますし、短所で

もあります。

• NAT が設定されているルータは、ローカル ネットワークを外部にアドバタイズすべきではありま

せん。しかし、NAT が外部から受け取るルーティング情報は、通常どおり、スタブ ドメインにア

ドバタイズできます。

• NAT コマンドで使用するアクセス リストが指定されている場合、NAT は一般によく使用される 
permit ip any any コマンドを、このアクセス リストではサポートしません。

IP アドレス節約のための NAT 設定について
• 「IP アドレス節約のために NAT を設定する利点」（P.3）

• 「NAT の目的」（P.4）

• 「NAT の機能」（P.4）

• 「NAT の用途」（P.4）

• 「NAT の内部アドレスおよび外部アドレス」（P.5）

• 「NAT のタイプ」（P.5）

IP アドレス節約のために NAT を設定する利点

組織が既存のネットワークを使って、インターネットにアクセスする必要がある場合に IP アドレスが

不足する問題は、NAT により解決することができます。NIC-registered IP アドレスをまだ持っていな

いサイトはこのアドレスを取得する必要があります。また、255 以上のクライアントが存在する、また

は計画されている場合、Class B アドレスの不足が深刻な問題になります。Cisco IOS NAT はこのよう

な問題に対応するために、隠された数千の内部アドレスを、取得の容易な Class C アドレスの範囲に

マップします。

内部ネットワークのクライアントのために IP アドレスをすでに登録しているサイトでも、ハッカーが

クライアントを直接攻撃できないように、これらのアドレスをインターネットからは確認できないよう

にすることができます。クライアント アドレスを隠すことにより、セキュリティがさらに強化されま

す。Cisco IOS NAT では、LAN 管理者は、Internet Assigned Numbers Authority（IANA; インター

ネット割り当て番号局）の予備プールを利用した Class A アドレスを自由に拡張することができます

（RFC 1597）。この拡張は組織内で行われます。LAN/インターネット インターフェイスでのアドレス

変更を気にする必要はありません。

Cisco IOS は、選択的、またはダイナミックに NAT を実行できます。この柔軟性のおかげで、ネット

ワーク管理者は、RFC 1597 および RFC 1918 アドレスまたは登録済みアドレスを混在させて使用でき

ます。NAT は、IP アドレスの簡略化や節約のためにさまざまなルータ上で使用できるように設計され

ています。また、Cisco IOS NAT では、NAT に使用できる内部ホストを選択することもできます。

NAT には、NAT が設定されるルータを除き、ホストやルータを変更しなくても設定できるという大き

な利点があります。
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  IP アドレス節約のための NAT 設定について
NAT の目的

インターネットは、IP アドレス空間の枯渇とルーティングの拡大という 2 つの大きな問題に直面して

います。NAT は、組織の IP ネットワークを外部から見たときに、実際に使用されているものとは異な

る IP アドレス空間が使用されているように見せる機能です。したがって、NAT を使用すると、グロー

バルなルーティングが不可能なアドレスを持つ組織は、そのアドレスをグローバルにルーティング可能

なアドレス空間に変換して、インターネットに接続できるようになります。また、サービス プロバイ

ダーの変更や、Classless Interdomain Routing（CIDR; クラスレス ドメイン間ルーティング）ブロック

への自発的な再番号割り当てを行う組織は、NAT を使用して、より適切に番号を割り当て直せるよう

になります。NAT は RFC 1631 に記述されています。

Cisco IOS Release 12.1(5)T 以降、NAT は、H.323 バージョン 2 仕様の一部として FastConnect および 
Alerting を含むすべての H.225 および H.245 メッセージ タイプをサポートしています。これらのメッ

セージ タイプを使用する製品はすべて、静的設定なしに、Cisco IOS NAT 設定をパススルーすること

ができます。NetMeeting Directory（Internet Locator Service）のフル サポートも、Cisco IOS NAT を
通じて行われます。

NAT の機能

NAT が設定されたルータには、少なくとも内部ネットワークに対して 1 つ、外部ネットワークに対し

て 1 つのインターフェイスがあります。標準的な環境では、NAT はスタブ ドメインとバックボーンの

間の出口ルータに設定されます。パケットがドメインから出て行くとき、NAT はローカルで意味のあ

る送信元アドレスをグローバルで一意のアドレスに変換します。パケットがドメインに入ってくるとき

は、NAT はグローバルで一意の宛先アドレスをローカル アドレスに変換します。出力点が複数存在す

る場合、個々の NAT は同一の変換テーブルを持っていなければなりません。アドレスが足りなくなっ

て、パケットにアドレスを割り当てられなくなった場合、ソフトウェアはそのパケットをドロップし、

ICMP ホスト到達不能パケットを送信します。

NAT の用途 
NAT は次のような場合に使用できます。

• インターネットに接続する必要はあるが、ホストのすべてがグローバルに一意の IP アドレスを

持っているわけではない場合。NAT は、登録されていない IP アドレスを使用してインターネット

へ接続するプライベート IP インターネットワークをイネーブルにします。NAT はスタブ ドメイン

（内部ネットワーク）と、インターネットなどのパブリック ネットワーク（外部ネットワーク）と

の境界にあるルータ上に設定されます。NAT はパケットを外部ネットワークに送信する前に、内

部のローカル アドレスをグローバルに一意の IP アドレスに変換します。

• 内部アドレスを変更する必要がある場合。内部アドレスの変更には相当の工数がかかるため、変更

する代わりに NAT を使用して変換することができます。

• TCP トラフィックの基本負荷を分散する必要がある場合。TCP 負荷分散機能を使用して、1 つの

グローバル IP アドレスを複数のローカル IP アドレスにマップできます。

接続性の問題への解決策として NAT が役立つのは、スタブ ドメイン内の比較的少数のホストが同時に

ドメインの外部と通信する場合のみです。この場合、外部との通信が必要なときに、このドメインにあ

る IP アドレスのごく一部をグローバルに一意な IP アドレスに変換する必要があります。また、これら

のアドレスは使用されなくなったときに、再利用することもできます。
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  IP アドレス節約のために NAT を設定する方法
NAT の内部アドレスおよび外部アドレス

NAT については、内部という用語は組織により所有され、変換を必要とするネットワークを意味しま

す。NAT が設定されている場合、このドメインの内部では、ホストは 1 つのアドレス空間にアドレス

を持ちますが、外部からは別のアドレス空間にアドレスを持っているように見えます。これらのアドレ

ス空間のうち、前者はローカル アドレス空間、後者はグローバル アドレス空間と呼ばれます。

同様に、外部はスタブ ネットワークの接続先で、通常、その組織の制御下にはないネットワークを表

します。外部ネットワーク内のホストを変換の対象にすることもできるため、これらのホストもローカ

ル アドレスとグローバル アドレスを持つことができます。

NAT では、次の定義が使用されます。

• 内部ローカル アドレス：内部ネットワーク上のホストに割り当てられた IP アドレス。このアドレ

スは、多くの場合、Network Information Center（NIC）やサービス プロバイダーにより割り当て

られた正規の IP アドレスではありません。

• 内部グローバル アドレス：外部に向けて、1 つ以上の内部ローカル IP アドレスを表現した正規の 
IP アドレス（NIC またはサービス プロバイダーにより割り当てられたもの）。

• 外部ローカル アドレス：内部ネットワークから見た外部ホストの IP アドレス。必ずしも正規のア

ドレスでありません。内部でルート可能なアドレス空間から割り当てられたものです。

• 外部グローバル アドレス：外部ネットワークに存在するホストに対して、ホストの所有者により

割り当てられた IP アドレス。このアドレスは、グローバルにルート可能なアドレス、またはネッ

トワーク空間から割り当てられます。

NAT のタイプ

NAT はルータ（通常、2 つのネットワークどうしを接続するもの）で動作し、パケットが別のネット

ワークに転送される前に、内部ネットワークのプライベート（内部ローカル）アドレスをパブリック

（内部グローバル）アドレスに変換します。この機能により、ネットワーク全体を表す 1 つのアドレス

のみを外部にアドバタイズするように NAT を設定できるようになります。これにより、内部ネット

ワークを外部から効果的に隠すことができるため、セキュリティがさらに強化されます。

NAT には次のタイプがあります。

• スタティック アドレス変換（スタティック NAT）：ローカル アドレスとグローバル アドレスを 1 
対 1 マッピングします。

• ダイナミック アドレス変換（ダイナミック NAT）：未登録の IP アドレスを、登録済み IP アドレス

のプールから取得した登録済み IP アドレスにマップします。

• オーバーロード：複数の未登録 IP アドレスを、複数の異なるポートを使用して、1 つの登録済み 
IP アドレスにマップ（多対 1）するダイナミック NAT の一形式。この方法は、Port Address 
Translation（PAT; ポート アドレス変換）とも呼ばれます。PAT（NAT オーバーロード）を使用す

ることにより、使用できる正規のグローバル IP アドレスが 1 つのみでも、数千のユーザをイン

ターネットに接続することができます。

IP アドレス節約のために NAT を設定する方法
このセクションで説明する作業では、IP アドレス節約のために NAT を設定します。このセクションに

必須の作業は含まれていませんが、これらの作業のうち、少なくとも 1 つを実行する必要があります。

複数の作業が必要である場合もあります。ここでは、次の手順について説明します。

• 「内部送信元アドレスの設定」（P.6）（必須）
5
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  IP アドレス節約のために NAT を設定する方法
• 「NAT を使用して、内部ユーザによるインターネットへのアクセスを許可」（P.11）（任意）

• 「アドレス変換タイムアウトの設定」（P.14）（必須）

• 「NAT を使用してオーバーラップするネットワークに通信を許可するには」（P.16）（任意）

• 「NAT 仮想インターフェイスの設定」（P.21）（必須）

• 「TCP ロード バランシングを使用してサーバのオーバーロードを回避するには」（P.25）（必須）

• 「アドレス変換を判断するためにルート マップを使用するには」（P.28）（必須）

• 「NAT Route Maps Outside-to-Inside サポートのイネーブル化」（P.30）（必須）

• 「外部 IP アドレスのみの NAT の設定」（P.32）（必須）

• 「デフォルト内部サーバに対する NAT の設定」（P.34）（必須）

• 「NBAR を使用した NAT RTSP サポートの設定」（P.35）（必須）

• 「スタティック IP アドレスを持つユーザのサポートの設定」（P.36）（必須）

• 「パブリック ワイヤレス LAN での ARP ping のサポートを設定するには」（P.39）（任意）

• 「同時 NAT 操作の数の制限」（P.40）（任意）

内部送信元アドレスの設定

スタティックまたはダイナミック変換のために内部送信元アドレスを設定できます。要件に応じて、次

の作業のいずれか 1 つを行います。

• 「内部送信元アドレスのスタティック変換の設定」（P.7）（必須）

• 「内部送信元アドレスのダイナミック変換の設定」（P.9）（必須）

内部送信元アドレス変換

自分が属するネットワークの外部と通信するときに、自分の IP アドレスをグローバルに一意な IP アド

レスに変換することができます。スタティックまたはダイナミック内部送信元変換は、次のようにして

設定できます。

• スタティック変換は、内部ローカル アドレスと内部グローバル アドレスの間に 1 対 1 のマッピン

グを設定します。外部から固定アドレスを使って内部のホストにアクセスする必要がある場合に

は、スタティック変換が便利です。

• ダイナミック変換は、内部ローカル アドレスとグローバル アドレスのプールの間にマッピングを

設定します。

図 1 は、ネットワーク内部の送信元アドレスを、ネットワーク外部の送信元アドレスに変換するルー

タを図に表したものです。
6
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図 1 NAT 内部送信元変換

図 1 に示す内部送信元アドレス変換のプロセスは次のとおりです。

1. ホスト 1.1.1.1 のユーザはホスト B との接続を開きます。

2. ホスト 1.1.1.1 から 初のパケットを受信したことをきっかけに、ルータが NAT テーブルをチェッ

クします。

– スタティック変換エントリが設定されていた場合、ルータは手順 3 に進みます。

– 変換エントリが存在しない場合、ルータは Source Address（SA; 送信元アドレス）1.1.1.1 の
ダイナミック変換が必要であると判断し、ダイナミック アドレス プールから正規のグローバ

ル アドレスを選択し、変換エントリを作成します。このタイプのエントリは、単純エントリ
と呼ばれます。

3. ルータはホスト 1.1.1.1 の内部ローカル送信元アドレスを、この変換エントリのグローバル アドレ

スで置き換え、パケットを転送します。

4. ホスト B はこのパケットを受信し、内部グローバル IP 宛先である Destination Address（DA; 宛先

アドレス）2.2.2.2 を使用して、ホスト 1.1.1.1 に応答します。

5. 内部グローバル IP アドレスを持つパケットを受信したルータは、内部グローバル アドレスをキー

に使用して、NAT テーブル検索を行います。その後、このアドレスをホスト 1.1.1.1 の内部ローカ

ル アドレスに変換し、パケットをホスト 1.1.1.1 に転送します。

ホスト 1.1.1.1 はパケットを受信し、会話を続けます。ルータはパケットごとに、ステップ 2 ～ 5 を繰

り返します。

内部送信元アドレスのスタティック変換の設定

内部ローカル アドレスと内部グローバル アドレスとの間で 1 対 1 マッピングを可能にするには、内部

送信元アドレスのスタティック変換を設定します。外部から固定アドレスを使って内部のホストにアク

セスする必要がある場合には、スタティック変換が便利です。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

1.1.1.2

 B
 9.6.7.3

1.1.1.1

1.1.1.2
1.1.1.1

-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --

2.2.2.3
2.2.2.2

IP IP IP 

NAT 

IP 12
70

11

SA
2.2.2.2

DA
1.1.1.1

SA
1.1.1.1

DA
2.2.2.2

3 45

1

2
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3. ip nat inside source static local-ip global-ip

4. interface type number

5. ip address ip-address mask [secondary]

6. ip nat inside

7. exit

8. interface type number

9. ip address ip-address mask 

10. ip nat outside

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip nat inside source static local-ip global-ip

例：
Router(config)# ip nat inside source static 
10.10.10.1 172.16.131.1

内部ローカル アドレスと内部グローバル アドレスとの間

にスタティック変換を設定します。

ステップ 4 interface type number

例：
Router(config)# interface ethernet 1

インターフェイスを指定し、インターフェイス コンフィ

ギュレーション モードを開始します。

ステップ 5 ip address ip-address mask [secondary] 

例：
Router(config-if)# ip address 10.114.11.39 
255.255.255.0

インターフェイスのプライマリ IP アドレスを設定します。

ステップ 6 ip nat inside

例：
Router(config-if)# ip nat inside

内部に接続されているものとしてインターフェイスをマー

クします。

ステップ 7 exit

例：
Router(config-if)# exit

インターフェイス コンフィギュレーション モードを終了

し、コンフィギュレーション モードに戻ります。
8
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内部送信元アドレスのダイナミック変換の設定

ダイナミック変換は、内部ローカル アドレスとグローバル アドレスのプールの間にマッピングを設定

します。プライベート ネットワークに存在する複数のユーザがインターネットへのアクセスを必要と

している場合には、ダイナミック変換が便利です。ダイナミックに設定されたプール IP アドレスは、

必要に応じて使用し、インターネットへのアクセスが必要なくなったときにはリリースして別のユーザ

が使用できるようにすることができます。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. ip nat pool name start-ip end-ip {netmask netmask | prefix-length prefix-length}

4. access-list access-list-number permit source [source-wildcard]

5. ip nat inside source list access-list-number pool name

6. interface type number

7. ip address ip-address mask 

8. ip nat inside

9. exit

10. interface type number

11. ip address ip-address mask 

12. ip nat outside

ステップ 8 interface type number

例：
Router(config)# interface ethernet 0

別のインターフェイスを指定し、インターフェイス コン

フィギュレーション モードを返します。

ステップ 9 ip address ip-address mask 

例：
Router(config-if)# ip address 172.31.232.182 
255.255.255.240

インターフェイスのプライマリ IP アドレスを設定します。

ステップ 10 ip nat outside

例：
Router(config-if)# ip nat outside

外部に接続されているものとしてインターフェイスをマー

クします。

コマンドまたはアクション 目的
9
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手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip nat pool name start-ip end-ip {netmask 
netmask | prefix-length prefix-length}

例：
Router(config)# ip nat pool net-208 
172.16.233.208 172.16.233.223 prefix-length 
28

必要に応じて割り当てられるグローバル アドレスのプール

を定義します。

ステップ 4 access-list access-list-number permit source 
[source-wildcard]

例：
Router(config)# access-list 1 permit 
192.168.34.0 0.0.0.255

変換されるアドレスを許可する標準アクセス リストを定義

します。

ステップ 5 ip nat inside source list access-list-number 
pool name

例：
Router(config)# ip nat inside source list 1 
pool net-208

直前の手順で定義されたアクセス リストを指定して、ダイ

ナミック送信元変換を設定します。

ステップ 6 interface type number

例：
Router(config)# interface ethernet 1

インターフェイスを指定し、インターフェイス コンフィ

ギュレーション モードを開始します。

ステップ 7 ip address ip-address mask 

例：
Router(config-if)# ip address 10.114.11.39 
255.255.255.0

このインターフェイスのプライマリ IP アドレスを設定し

ます。

ステップ 8 ip nat inside

例：
Router(config-if)# ip nat inside

内部に接続されているものとしてインターフェイスをマー

クします。

ステップ 9 exit

例：
Router(config-if)# exit

インターフェイス コンフィギュレーション モードを終了

し、コンフィギュレーション モードに戻ります。
10
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NAT を使用して、内部ユーザによるインターネットへのアクセスを許可

グローバル アドレスのオーバーロードを使用して、内部ユーザにインターネットへのアクセスを許可

し、内部グローバル アドレス プールのアドレスを節約するには、この作業を実行します。

内部グローバル アドレスのオーバーロード

ルータが、複数のローカル アドレスに対してグローバル アドレスを 1 つ使用できるようにすることに

より、内部グローバル アドレス プールのアドレスを節約できます。このオーバーロードが設定されて

いる場合、ルータはグローバル アドレスを変換して、正しいローカル アドレスに戻すために必要な、

上位レベルのプロトコルからの情報（例：TCP または UDP ポート番号）を保持します。1 つのグロー

バル アドレスに複数のローカル アドレスがマップされている場合、ローカル アドレスは各内部ホスト

の TCP または UDP ポート番号により区別されます。

図 2 は、1 つの内部グローバル アドレスが複数の内部ローカル アドレスを表している場合の NAT の動

作を表しています。区別は、TCP ポート番号により行われます。

ステップ 10 interface type number

例：
Router(config)# interface ethernet 0

別のインターフェイスを指定し、インターフェイス コン

フィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 11 ip address ip-address mask 

例：
Router(config-if)# ip address 172.16.232.182 
255.255.255.240

このインターフェイスのプライマリ IP アドレスを設定し

ます。

ステップ 12 ip nat outside

例：
Router(config-if)# ip nat outside

外部に接続されているものとしてインターフェイスをマー

クします。

コマンドまたはアクション 目的
11
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図 2 内部グローバル アドレスをオーバーロードする NAT

図 2 に示すとおり、ルータは内部グローバル アドレスのオーバーロードにおいて次のプロセスを実行

します。ホスト B およびホスト C はいずれも、アドレス 2.2.2.2 にある 1 つのホストと通信していると

信じています。しかし、実際には、異なるホストと通信しています。区別にはポート番号が使用されま

す。つまり、多数の内部ホストは、複数のポート番号を使用して、内部グローバル IP アドレスを共有

することができます。

1. ホスト 1.1.1.1 のユーザはホスト B との接続を開きます。

2. ホスト 1.1.1.1 から 初のパケットを受信したことをきっかけに、ルータが NAT テーブルをチェッ

クします。

– 変換エントリが存在しない場合、ルータはアドレス 1.1.1.1 の変換が必要であると判断し、内

部ローカル アドレス 1.1.1.1 から正式なグローバル アドレスへの変換をセットアップします。

– オーバーロードがイネーブルにされている場合、他にアクティブな変換があれば、ルータはそ

の変換のグローバル アドレスを再利用し、変換して元に戻すために必要な情報を保存します。

このタイプのエントリは、拡張エントリと呼ばれます。

3. ルータは内部ローカル送信元アドレス 1.1.1.1 を、選択されたグローバル アドレスで置き換え、パ

ケットを転送します。

4. ホスト B はこのパケットを受信し、内部グローバル IP アドレス 2.2.2.2 を使用して、ホスト 
1.1.1.1 に応答します。

5. ルータは、この内部グローバル IP アドレスを持つパケットを受信すると、このプロトコル、内部

グローバル アドレスとポート、および外部アドレスとポートをキーとして使用して NAT テーブル

検索を実行します。その後、このアドレスを内部ローカル アドレス 1.1.1.1 に変換し、パケットを

ホスト 1.1.1.1 に転送します。

ホスト 1.1.1.1 はパケットを受信し、会話を続けます。ルータはパケットごとに、ステップ 2 ～ 5 を繰

り返します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. ip nat pool name start-ip end-ip {netmask netmask | prefix-length prefix-length}

1.1.1.2:1723
1.1.1.1:1024

2.2.2.2:1723
2.2.2.2:1024

 IP
:

TCP
TCP

 IP
:

6.5.4.7:23
9.6.7.3:23

IP :

6.5.4.7:23
9.6.7.3:23

IP 

1.1.1.2

NAT 

SA
2.2.2.2

DA
1.1.1.1

1.1.1.1

DA
2.2.2.2

DA
2.2.2.2

 B
9.6.7.3

 C
6.5.4.7

12
70

12

SA
1.1.1.1

3

4

4

5

1
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4. access-list access-list-number permit source [source-wildcard]

5. ip nat inside source list access-list-number pool name overload

6. interface type number

7. ip address ip-address mask

8. ip nat inside

9. exit

10. interface type number

11. ip address ip-address mask

12. ip nat outside

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip nat pool name start-ip end-ip {netmask 
netmask | prefix-length prefix-length}

例：
Router(config)# ip nat pool net-208 
192.168.202.129 192.168.202.158 netmask 
255.255.255.240

必要に応じて割り当てられるグローバル アドレスのプール

を定義します。

ステップ 4 access-list access-list-number permit source 
[source-wildcard]

例：
Router(config)# access-list 1 permit 
192.168.201.30 0.0.0.255

変換されるアドレスを許可する標準アクセス リストを定義

します。

• アクセス リストは、これから変換されるアドレスのみ

を許可する必要があります （各アクセス リストの末尾

には必ず暗黙的に [deny all] が入ります）。許可基準の

緩すぎるアクセス リストは思わぬ結果に繋がる可能性

があります。

ステップ 5 ip nat inside source list access-list-number 
pool name overload

例：
Router(config)# ip nat inside source list 1 
pool net-208 overload

直前の手順で定義されたアクセス リストを指定して、オー

バーロードを使ったダイナミック送信元変換を設定します。

ステップ 6 interface type number

例：
Router(config)# interface ethernet 1

インターフェイスを指定し、インターフェイス コンフィ

ギュレーション モードを開始します。
13
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アドレス変換タイムアウトの設定 
このセクションでは、似たような目的に対応している作業をまとめて説明していますが、NAT 固有の

設定にあてはまる手順を選択する必要があります。

次の作業のいずれか 1 つを行います。

• 「変換タイムアウトのデフォルトを変更」（P.14） 

• 「オーバーロードが設定されている場合のデフォルト タイムアウトの変更」（P.15）

変換タイムアウトのデフォルトを変更

デフォルトでは、ダイナミック アドレス変換は一定の期間使用されていないとタイムアウトします。

必要に応じて、タイムアウトのデフォルト値を変更できます。オーバーロードが設定されていない場

合、単純な変換エントリは 24 時間後にタイムアウトします。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

ステップ 7 ip address ip-address mask 

例：
Router(config-if)# ip address 192.168.201.1 
255.255.255.0

このインターフェイスのプライマリ IP アドレスを設定し

ます。

ステップ 8 ip nat inside

例：
Router(config-if)# ip nat inside

内部に接続されているものとしてインターフェイスをマー

クします。

ステップ 9 exit

例：
Router(config-if)# exit

インターフェイス コンフィギュレーション モードを終了

し、コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 10 interface type number

例：
Router(config)# interface ethernet 0

別のインターフェイスを指定し、インターフェイス コン

フィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 11 ip address ip-address mask 

例：
Router(config-if)# ip address 192.168.201.29 
255.255.255.240

このインターフェイスのプライマリ IP アドレスを設定し

ます。

ステップ 12 ip nat outside

例：
Router(config-if)# ip nat outside

外部に接続されているものとしてインターフェイスをマー

クします。

コマンドまたはアクション 目的
14
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3. ip nat translation timeout seconds

手順の詳細

オーバーロードが設定されている場合のデフォルト タイムアウトの変更

オーバーロードを設定した場合、変換エントリのタイムアウトをより細かく制御できるようになりま

す。これは個々のエントリに、そのエントリを使用するトラフィックに関する詳しいコンテキストが含

まれているからです。拡張エントリのタイムアウトを変更するには、必要に応じて次のコマンドを使用

します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. ip nat translation udp-timeout seconds

4. ip nat translation dns-timeout seconds

5. ip nat translation tcp-timeout seconds

6. ip nat translation finrst-timeout seconds

7. ip nat translation icmp-timeout seconds

8. ip nat translation syn-timeout seconds

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip nat translation timeout seconds

例：
Router(config)# ip nat translation timeout 500

オーバーロードを使用していないダイナミック アドレス変

換のタイムアウト値を変更します。
15



IP アドレス節約のための NAT 設定

  IP アドレス節約のために NAT を設定する方法
手順の詳細

NAT を使用してオーバーラップするネットワークに通信を許可するには

このセクションでは、同じ操作を実行する複数の作業をまとめて説明していますが、実装されている変

換のタイプがスタティックか、ダイナミックかに応じて、これらの作業の実行方法は異なります。

実装されている変換のタイプに適用する作業を実行してください。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip nat translation udp-timeout seconds

例：
Router(config)# ip nat translation udp-timeout 
300

（任意）UDP タイムアウト値を初期値の 5 分から変更しま

す。

ステップ 4 ip nat translation dns-timeout seconds

例：
Router(config)# ip nat translation dns-timeout 
45

（任意）DNS タイムアウト値を初期値の 1 分から変更しま

す。

ステップ 5 ip nat translation tcp-timeout seconds

例：
Router(config)# ip nat translation tcp-timeout 
2500

（任意）TCP タイムアウト値を初期値の 24 時間から変更し

ます。

ステップ 6 ip nat translation finrst-timeout seconds

例：
Router(config)# ip nat translation 
finrst-timeout 45

（任意）Finish and Reset タイムアウト値を初期値の 1 分か

ら変更します。

ステップ 7 ip nat translation icmp-timeout seconds

例：
Router(config)# ip nat translation 
icmp-timeout 45

（任意）ICMP タイムアウト値を初期値の 24 時間から変更

します。

ステップ 8 ip nat translation syn-timeout seconds

例：
Router(config)# ip nat translation syn-timeout 
45

（任意）Synchronous（SYN）タイムアウト値を初期値の 1 
分から変更します。
16
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• 「オーバーラップするネットワークのスタティック変換の設定」（P.18）

• 「オーバーラップするネットワークのダイナミック変換の設定」（P.19）

オーバーラップするネットワークのアドレス変換

NAT は IP アドレスの変換に使用されます。この変換は、IP アドレスが公式に割り当てられた正規の 
IP アドレスではないために行われることがあります。正式には別のネットワークに属する IP アドレス

を選択してしまった可能性があります。1 つのアドレスが一方では不正に、もう一方では正当に使用さ

れている状況をインデックス オーバーラップと呼びます。NAT を使用して、外部アドレスとオーバー

ラップする内部アドレスを変換することができます。

図 3 は、NAT がどのようにオーバーラップするネットワークを変換するかを示しています。

図 3 NAT によるオーバーラップするアドレスの変換

ルータは、オーバーラップするアドレスを変換するときに次のプロセスを実行します。

1. ホスト 1.1.1.1 のユーザは、名前を使ってホスト C への接続を開き、DNS サーバで名前からアドレ

スを検索するように要求します。

2. ルータは DNS 応答を代行受信し、オーバーラップがある場合は、返されたアドレスを変換します

（つまり、結果として得られる正式なアドレスは、内部ネットワークに不正に存在することになりま

す）。返されたアドレスを変換するために、ルータはオーバーラップするアドレス 1.1.1.3 を別途設定

された外部ローカル アドレス プールのアドレスにマップした簡単な変換エントリを作成します。

ルータはあらゆるとこから届くすべての DNS 応答を検査し、IP アドレスがそのスタブ ネットワー

クに属しているかどうかを確認します。属している場合、ルータはそのアドレスを変換します。

3. ホスト 1.1.1.1 は 3.3.3.3 への接続を開きます。
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4. ルータは内部ローカル アドレスとグローバル アドレスを相互に、および外部グローバル アドレス

とローカル アドレスを相互にマップする変換をセットアップします。

5. ルータは SA を内部グローバル アドレスで、DA を外部グローバル アドレスで置き換えます。

6. ホスト C はパケットを受信し、会話を続けます。

7. ルータは検索を行い、DA を内部ローカル アドレスで、SA を外部ローカル アドレスで置き換えます。

8. この変換プロセスを使用して、パケットがホスト 1.1.1.1 により受信され、会話が続けられます。

オーバーラップするネットワークのスタティック変換の設定

スタブ ネットワーク内の IP アドレスが別のネットワークに属する正式な IP アドレスであるときに、

スタティック変換を使用して、これらのホストやルータと通信する必要がある場合は、オーバーラップ

するネットワークのスタティック変換を設定します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. ip nat inside source static local-ip global-ip

4. interface type number

5. ip address ip-address mask 

6. ip nat inside 

7. exit

8. interface type number

9. ip address ip-address mask

10. ip nat outside

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip nat inside source static local-ip global-ip

例：
Router(config)# ip nat inside source static 
192.168.121.33 2.2.2.1 

内部ローカル アドレスと内部グローバル アドレスとの間

にスタティック変換を設定します。
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次の作業

必要な設定がすべて完了したら、「NAT のモニタリングおよびメンテナンス」モジュールに進みます。

オーバーラップするネットワークのダイナミック変換の設定

スタブ ネットワーク内の IP アドレスが別のネットワークに属する正式な IP アドレスであるときに、

ダイナミック変換を使用して、これらのホストやルータと通信する必要がある場合は、オーバーラップ

するネットワークのダイナミック変換を設定します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

ステップ 4 interface type number

例：
Router(config)# interface ethernet 1

インターフェイスを指定し、インターフェイス コンフィ

ギュレーション モードを開始します。

ステップ 5 ip address ip-address mask 

例：
Router(config-if)# ip address 10.114.11.39 
255.255.255.0

このインターフェイスのプライマリ IP アドレスを設定し

ます。

ステップ 6 ip nat inside

例：
Router(config-if)# ip nat inside

内部に接続されているものとしてインターフェイスをマー

クします。

ステップ 7 exit

例：
Router(config-if)# exit

インターフェイス コンフィギュレーション モードを終了

し、コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 8 interface type number

例：
Router(config)# interface ethernet 0

別のインターフェイスを指定し、インターフェイス コン

フィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 9 ip address ip-address mask 

例：
Router(config-if)# ip address 172.16.232.182 
255.255.255.240

このインターフェイスのプライマリ IP アドレスを設定し

ます。

ステップ 10 ip nat outside

例：
Router(config-if)# ip nat outside

外部に接続されているものとしてインターフェイスをマー

クします。

コマンドまたはアクション 目的
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3. ip nat pool name start-ip end-ip {netmask netmask | prefix-length prefix-length}

4. access-list access-list-number permit source [source-wildcard]

5. ip nat outside source list access-list-number pool name

6. interface type number

7. ip address ip-address mask 

8. ip nat inside

9. exit

10. interface type number

11. ip address ip-address mask 

12. ip nat outside

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip nat pool name start-ip end-ip {netmask 
netmask | prefix-length prefix-length}

例：
Router(config)# ip nat pool net-10 10.0.1.0 
10.0.1.255 prefix-length 24

必要に応じて割り当てられるグローバル アドレスのプール

を定義します。

ステップ 4 access-list access-list-number permit source 
[source-wildcard]

例：
Router(config)# access-list 1 permit 
10.114.11.0 0.0.0.255

変換されるアドレスを許可する標準アクセス リストを定義

します。

• アクセス リストは、これから変換されるアドレスのみ

を許可する必要があります （各アクセス リストの末尾

には必ず暗黙的に [deny all] が入ります）。許可基準の

緩すぎるアクセス リストは思わぬ結果に繋がる可能性

があります。

ステップ 5 ip nat outside source list access-list-number 
pool name

例：
Router(config)# ip nat outside source list 1 
pool net-10

直前の手順で定義されたアクセス リストを指定して、ダイ

ナミック外部送信元変換を設定します。

ステップ 6 interface type number

例：
Router(config)# interface ethernet 1

インターフェイスを指定し、インターフェイス コンフィ

ギュレーション モードを開始します。
20
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NAT 仮想インターフェイスの設定

NAT Virtual Interface（NVI; NAT 仮想インターフェイス）機能により、Network Address Translation
（NAT; ネットワーク アドレス変換）内部または NAT 外部としてインターフェイスを設定する必要性が

なくなります。インターフェイスは、NAT を使用するように、または NAT を使用しないように設定で

きます。

ここでは、次の手順について説明します。

• 「NAT 仮想インターフェイスの制約事項」（P.22）

• 「スタティック NAT 仮想インターフェイスのイネーブル化」（P.24）

NAT 仮想インターフェイス機能を設定する前に、次の概念を理解しておく必要があります。

• 「NAT 仮想インターフェイスの設計」（P.22）

• 「NAT 仮想インターフェイスの利点」（P.22）

ステップ 7 ip address ip-address mask 

例：
Router(config-if)# ip address 10.114.11.39 
255.255.255.0

このインターフェイスのプライマリ IP アドレスを設定し

ます。

ステップ 8 ip nat inside

例：
Router(config-if)# ip nat inside

内部に接続されているものとしてインターフェイスをマー

クします。

ステップ 9 exit

例：
Router(config-if)# exit

インターフェイス コンフィギュレーション モードを終了

し、コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 10 interface type number

例：
Router(config)# interface ethernet 0

別のインターフェイスを指定し、インターフェイス コン

フィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 11 ip address ip-address mask 

例：
Router(config-if)# ip address 172.16.232.182 
255.255.255.240

このインターフェイスのプライマリ IP アドレスを設定し

ます。

ステップ 12 ip nat outside

例：
Router(config-if)# ip nat outside

外部に接続されているものとしてインターフェイスをマー

クします。

コマンドまたはアクション 目的
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NAT 仮想インターフェイスの設計

NAT 仮想インターフェイス機能は、この仮想インターフェイス上での NAT トラフィック フローをす

べて許可します。これにより、内部ドメインや外部ドメインを指定する必要がなくなります。ドメイン

が指定されている場合、トラフィックのフローの方向が内部から外部か、外部から内部かに応じて、

ルートの決定前または後に変換ルールが適用されます。この変換ルールは、NVI に対するルートが決

定された後にのみ適用されます。

NAT ルータに接続されている複数のネットワークからやってくるパケットの変換用に NAT プールが共

有されている場合、NVI が作成され、この NAT プール宛のパケットがすべてこの NVI に転送される

ようにスタティック ルートが設定されます。さまざまなネットワークに接続される標準インターフェ

イスは、これらのインターフェイスから発信されるトラフィックや、受信されるトラフィックは変換が

必要であることがわかるように設定されます。

図 4 は標準的な NAT 仮想インターフェイスの設定を示しています。

図 4 NAT 仮想インターフェイスの標準的な設定

NAT 仮想インターフェイスの利点

• よりよいパフォーマンスとスケーラビリティを得るために、NAT テーブルはインターフェイスご

とに維持されます。

• ドメイン固有の NAT 設定は省略できます。

NAT 仮想インターフェイスの制約事項

ルート マップはサポートされていません。

ダイナミック NAT 仮想インターフェイスのイネーブル化

ダイナミック NAT 仮想インターフェイスをイネーブルにするには、次のタスクを実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. interface type number
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4. ip nat enable

5. exit

6. ip nat pool name start-ip end-ip netmask netmask add-route

7. ip nat source list access-list-number pool name vrf name

8. ip nat source list access-list-number pool name vrf name overload

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 interface type number

例：
Router(config)# interface FastEthernet l

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

ステップ 4 ip nat enable

例：
Router(config-if)# ip nat enable

NAT に使用する VPN とインターネットを接続するイン

ターフェイスを設定します。

ステップ 5 exit

例：
Router(config-if)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 6 ip nat pool name start-ip end-ip netmask 
netmask add-route

例：
Router(config)# ip nat pool pool1 
192.168.200.225 192.168.200.254 netmask 
255.255.255.0 add-route

NAT プールと関連するマッピングを設定します。
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スタティック NAT 仮想インターフェイスのイネーブル化

スタティック NAT 仮想インターフェイスをイネーブルにするには、次のタスクを実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. interface type number

4. ip nat enable

5. exit

6. ip nat source static local-ip global-ip vrf name

手順の詳細

ステップ 7 ip nat source list access-list-number pool 
number vrf name

例：
Router(config)# ip nat source list 1 pool 1 
vrf shop

指定されたお客様に対する外部仕様または内部仕様を使用

せずに NAT 仮想インターフェイスを設定します。

ステップ 8 ip nat source list access-list-number pool 
number vrf name overload

例：
Router(config)# ip nat source list 1 pool 1 
vrf bank overload

指定されたお客様に対する外部仕様または内部仕様を使用

せずに NAT 仮想インターフェイスを設定します。

コマンドまたはアクション 目的

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 interface type number

例：
Router(config)# interface FastEthernet l

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

ステップ 4 ip nat enable

例：
Router(config-if)# ip nat enable

NAT に使用する VPN とインターネットを接続するイン

ターフェイスを設定します。
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TCP ロード バランシングを使用してサーバのオーバーロードを回避するに
は 

宛先アドレス ロータリー変換を目的として、サーバ TCP のロード バランシングを設定するには、この

作業を実行します。これらのコマンドにより、1 つの仮想ホストを多数の実ホストにマップすることが

できます。仮想ホストとの間で開かれた新しい TCP セッションはそれぞれ、異なる実ホストとのセッ

ションに変換されます。

NAT における TCP 負荷分散

NAT のもう 1 つの用途はインターネット アドレスには関係ありません。組織の中には、使用頻度の高

いホストとの通信を必要とするホストが複数存在することがあります。NAT を使用して、複数の実ホ

ストの間でのロード シェアリングを調整する仮想ホストを内部ネットワークに設定することができま

す。アクセス リストと一致する DA はロータリー プールからのアドレスで置き換えられます。割り当

ては外部から内部への新しい接続が開かれた場合のみ、ラウンドロビン ベースで行われます。TCP で
はないトラフィックは、（その他の変換が有効化されていない限り）変換されずに通されます。 図 5 は
この機能を表しています。

ステップ 5 exit

例：
Router(config-if)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 6 ip nat source static local-ip global-ip vrf 
name

例：
Router(config)# ip nat source static 
192.168.123.1 192.168.125.10 vrf bank

スタティック NVI を設定します。

コマンドまたはアクション 目的
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図 5 NAT TCP 負荷分散

ルータは、ロータリー アドレスを変換するときに次のプロセスを実行します。

1. ホスト B（9.6.7.3）のユーザが、1.1.1.127 にある仮想ホストへの接続を開きます。
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想ホストのアドレスに変換し、パケットを転送します。

次回、接続が要求されると、ルータは内部ローカル アドレスに 1.1.1.2 を割り当てます。
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9. exit

10. interface type number

11. ip address ip-address mask

12. ip nat outside

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip nat pool name start-ip end-ip {netmask 
netmask | prefix-length prefix-length} type 
rotary

例：
Router(config)# ip nat pool real-hosts 
192.168.201.2 192.168.201.5 prefix-length 28 
type rotary

実ホストのアドレスを含むアドレス プールを定義します。

ステップ 4 access-list access-list-number permit source 
[source-wildcard]

例：
Router(config)# access-list 1 permit 
192.168.201.30 0.0.0.255

仮想ホストのアドレスを許可するアクセス リストを定義し

ます。

ステップ 5 ip nat inside destination-list 
access-list-number pool name

例：
Router(config)# ip nat inside destination-list 
2 pool real-hosts

直前の手順で定義されたアクセス リストを指定して、ダイ

ナミック内部宛先変換を設定します。

ステップ 6 interface type number

例：
Router(config)# interface ethernet 0

インターフェイスを指定し、インターフェイス コンフィ

ギュレーション モードを開始します。

ステップ 7 ip address ip-address mask 

例：
Router(config-if)# ip address 192.168.201.1 
255.255.255.240

このインターフェイスのプライマリ IP アドレスを設定し

ます。
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アドレス変換を判断するためにルート マップを使用するには 
ここでは、アドレス変換を判断するためにルート マップを使用するための作業を説明します。

ルート マップの概要

NAT では、アクセス リストの代わりにルート マップを処理する必要があります。ルート マップを使用

すると、アクセス リスト、ネクスト ホップ IP アドレス、出力インターフェイスを自由に組み合わせて

照合し、使用するプールを判断できるようになります。スタティック変換でルート マップを使用でき

るため、スタティック アドレス変換で NAT のマルチホーミング機能を使用できます。マルチホーミン

グされた内部ネットワークは、外部にある別のネットワークからアクセスされる、インターネットや 
Domain Name System（DNS; ドメイン ネーム システム）などの共通サービスをホストできます。

NAT は、ルート マップ ベースのマッピングを辞書式順序で処理します。スタティック NAT およびダ

イナミック NAT が、同じ名前を持つルート マップを使って設定されている場合、スタティック NAT 
がダイナミック NAT よりも優先されます。スタティック NAT がダイナミック NAT よりも確実に優先

されるようにするには、スタティック NAT およびダイナミック NAT に関連付けられるルート マップ

が同じ名前になるように設定するか、またはスタティック NAT ルート マップに、辞書式順序でダイナ

ミック NAT ルート マップの名前よりも前に来るような名前をつけます。

アドレス変換にルート マップを使用する利点

• ルート マップ文の設定機能により、NAT で IP Security（IPsec; IP セキュリティ）を使用すること

ができます。

ステップ 8 ip nat inside

例：
Router(config-if)# ip nat inside

内部に接続されているものとしてインターフェイスをマー

クします。

ステップ 9 exit

例：
Router(config-if)# exit

インターフェイス コンフィギュレーション モードを終了

し、コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 10 interface type number

例：
Router(config)# interface serial 0

別のインターフェイスを指定し、インターフェイス コン

フィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 11 ip address ip-address mask 

例：
Router(config-if)# ip address 192.168.15.129 
255.255.255.240

このインターフェイスのプライマリ IP アドレスを設定し

ます。

ステップ 12 ip nat outside

例：
Router(config-if)# ip nat outside

外部に接続されているものとしてインターフェイスをマー

クします。

コマンドまたはアクション 目的
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• スタティック変換エントリが使用されている場合に、宛先 IP アドレスに基づいて、変換するかど

うか判断することができます。

前提条件 

作業で使用する必要のあるルート マップはすべて、設定作業を開始する前に設定しておく必要があり

ます。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. ip nat inside source {list {access-list-number | access-list-name} pool pool-name [overload] | 
static local-ip global-ip route-map map-name

4. exit

5. show ip nat translations [verbose]

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip nat inside source {list {access-list-number 
| access-list-name} pool pool-name [overload] 
| static local-ip global-ip route-map 
map-name}

例：
Router(config)# ip nat inside source static 
192.168.201.6 192.168.201.21 route-map isp2 

NAT 内部インターフェイスで設定されたスタティック 
NAT を使ったルート マッピングをイネーブルにします。

ステップ 4 exit

例：
Router(config)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終了して、

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show ip nat translations [verbose]

例：
Router# show ip nat translations

（任意）アクティブな NAT を表示します。
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NAT Route Maps Outside-to-Inside サポートのイネーブル化

NAT Route Maps Outside-to-Inside サポート機能により、外部から内部に向けて IP セッションを開始

できるようにする NAT ルート マップ コンフィギュレーションの実装が可能になります。NAT Route 
Maps Outside-to-Inside サポートをイネーブルにするには、次の作業を実行します。

Route Maps Outside-to-Inside サポートの設計

NAT をトリガーするには、Inside-to-Outside からの 初のセッションが必要です。その後、

Outside-to-Inside から、 初の変換をトリガーした内部ホストに向かって、新しい変換セッションを開

始することができます。

グローバル アドレスの割り当てにルート マップが使用されている場合、このアドレスはリターン トラ

フィックを許可することができます。ただし、リターン トラフィックは、このリターン トラフィック

が、定義されているルート マップに逆の方向から一致する場合のみ許可されます。現在の機能を変更

せずにそのまま残す場合は、ip nat inside source コマンドで reversible キーワードを使用する場合を

除いて、ルート マップ ベースのダイナミック エントリに対するリターン トラフィックを許可するエン

トリを追加作成しないでください。

制約事項 

• Inside-to-Outside トラフィックを照合するには、リバーシブル ルート マップを持つアクセス リス

トを設定する必要があります。

• Cisco IOS Release 12.2(33)SXI5 では、NAT Route Maps Outside-to-Inside サポート機能は Cisco 
ME 6500 シリーズ イーサネット スイッチでのみサポートされています。

• リバーシブル ルートマップでは、Match-interface または Match Next-hop はサポートされていま

せん。

• 外部とのセッションを許されるのは、ルート マップ コンフィギュレーションの一部である IP ホス

トのみです。

• Port Address Translation（PAT; ポート アドレス変換）では、Outside-to-Inside サポートは使用で

きません。

• 外部セッションにはアクセス リストを使用する必要があります。
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手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. ip nat pool name start-ip end-ip netmask netmask

4. ip nat pool name start-ip end-ip netmask netmask

5. ip nat inside source route-map name pool name [reversible]

6. ip nat inside source route-map name pool name [reversible]

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router(config)# 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。

ステップ 3 ip nat pool name start-ip end-ip netmask 
netmask

例：
Router(config)# ip nat pool POOL-A 
192.168.201.4 192.168.201.6 netmask 
255.255.255.128

NAT で使用されるネットワーク アドレス プールを定義し

ます。

ステップ 4 ip nat pool name start-ip end-ip netmask 
netmask

例：
Router(config)# ip nat pool POOL-B 
192.168.201.7 192.168.201.9 netmask 
255.255.255.128

NAT で使用されるネットワーク アドレス プールを定義し

ます。

ステップ 5 ip nat inside source route-map name pool name 
reversible

例：
Router(config)# ip nat inside source route-map 
MAP-A pool POOL-A reversible

Outside-to-Inside で開始されたセッションが、宛先ベース

の NAT に対してルート マップを使用できるようにします。

ステップ 6 ip nat inside source route-map name pool name 
reversible

例：
Router(config)# ip nat inside source route-map 
MAP-B pool POOL-B reversible

Outside-to-Inside で開始されたセッションが、宛先ベース

の NAT に対してルート マップを使用できるようにします。
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外部 IP アドレスのみの NAT の設定

外部 IP アドレスのみの NAT を設定する場合、あらゆるアプリケーションおよびトラフィック タイプ

の埋め込み IP アドレスをすべて無視するように NAT を設定できます。ホストと外部の間のトラフィッ

クは、内部ネットワーク経由でフローします。NAT 用に設定されたルータは、内部ネットワーク内で

ルーティングできるアドレスにパケットを変換します。目的の宛先が外部である場合、パケットは再度

変換されて外部アドレスに戻され、送信されます。

外部 IP アドレスのみの NAT を設定する利点

• 特別にルートを更新しなくても、パブリックおよびプライベート ネットワーク アーキテクチャが

サポートされます。

• 開始時点で、エンド クライアントに使用可能な IP アドレスが与えられます。このアドレスは、IP 
セキュリティ接続およびトラフィックに使用されるアドレスになります。

• ヘッダーの変換のみを必要とするネットワーク アーキテクチャを使用できます。

• エンタープライズは、エンタープライズ バックボーン ネットワークとしてインターネットを使用

できます。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. ip nat inside source {list {access-list-number | access-list-name} pool pool-name [overload] | 
static network local-ip global-ip no-payload}

4. ip nat inside source {list {access-list-number | access-list-name} pool pool-name [overload] | 
static {tcp | upd} local-port global-port no-payload}

5. ip nat inside source {list {access-list-number | access-list-name} pool pool-name [overload] | 
static [network] local-network-mask global-network-mask no-payload}

6. ip nat outside source {list {access-list-number | access-list-name} pool pool-name [overload] | 
static local-ip global-ip no-payload}

7. ip nat outside source {list {access-list-number | access-list-name} pool pool-name [overload] | 
static {tcp | upd} local-port global-port no-payload}

8. ip nat outside source {list {access-list-number | access-list-name} pool pool-name [overload] | 
static [network] local-network-mask global-network-mask no-payload}

9. exit

10. show ip nat translations [verbose]
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手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip nat inside source {list {access-list-number 
| access-list-name} pool pool-name [overload] 
| static [network] local-ip global-ip 
no-payload}

例：
Router(config)# ip nat inside source static 
network 10.1.1.1 192.168.251.0/24 no-payload 

内部ホスト ルータでのネットワーク パケット変換をディ

セーブルにします。

ステップ 4 ip nat inside source {list {access-list-number 
| access-list-name} pool pool-name [overload] 
| static {tcp | upd} local-port global-port 
no-payload}

例：
Router(config)# ip nat inside source static 
tcp 10.1.1.1 2000 192.168.1.1 2000 no-payload

内部ホスト ルータでのポート パケット変換をディセーブ

ルにします。

ステップ 5 ip nat inside source {list {access-list-number 
| access-list-name} pool pool-name [overload] 
|static [network] local-network-mask 
global-network-mask no-payload}

例：
Router(config)# p nat inside source static 
10.1.1.1 192.168.1.1 no-payload

内部ホスト ルータでのパケット変換をディセーブルにしま

す。

ステップ 6 ip nat outside source {list 
{access-list-number | access-list-name} pool 
pool-name [overload] | static local-ip 
global-ip no-payload}

例：
Router(config)# ip nat outside source static 
10.1.1.1 192.168.1.1 no-payload

外部ホスト ルータでのパケット変換をディセーブルにしま

す。

ステップ 7 ip nat outside source {list 
{access-list-number | access-list-name} pool 
pool-name [overload] | static {tcp | upd} 
local-port global-port no-payload}

例：
Router(config)# ip nat outside source static 
tcp 10.1.1.1 20000 192.168.1.1 20000 
no-payload

外部ホスト ルータでのポート パケット変換をディセーブ

ルにします。
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デフォルト内部サーバに対する NAT の設定

NAT Default Inside Server 機能は、外部から、指定された内部ローカル アドレスにパケットを転送す

る場合に使用します。既存のダイナミック変換またはスタティック ポート変換に一致しないトラ

フィックはリダイレクトされ、パケットはドロップされません。オンライン ゲームでは、外部トラ

フィックは異なる UDP に到着します。

ダイナミック マッピングとインターフェイス オーバーロードは、PC トラフィックや、ゲーム用デバイ

スについても設定できます。パケットが外部から 806 インターフェイス宛てに送られているときに、

完全に拡張されたエントリに一致するものが NAT テーブルに存在しない、またはスタティック ポート 
エントリに一致するものがない場合、このパケットは、新しい CLI の結果として作成された単純なス

タティック エントリを使用して、ゲーム用デバイスに転送されます。

制約事項 

• この機能は、PC とは異なる IP アドレスを持つゲーム用デバイスを設定するために使用します。迷

惑なトラフィックや攻撃を回避するには、アクセス リストを使用する必要があります。

• PC から外部へのトラフィックについては、ルート マップを使用して、拡張エントリが作成される

ようにするといいでしょう。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. ip nat inside source static local-ip interface type number 

4. ip nat inside source static tcp local-ip local-port interface global-port

5. exit

6. show ip nat translations [verbose]

ステップ 8 ip nat outside source {list 
{access-list-number | access-list-name} pool 
pool-name [overload] | static [network] 
local-network-mask global-network-mask 
no-payload}

例：
Router(config)# ip nat outside source static 
network 10.1.1.1 192.168.251.0/24 no-payload

外部ホスト ルータでのネットワーク パケット変換をディ

セーブルにします。

ステップ 9 exit

例：
Router(config)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終了して、

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 10 show ip nat translations [verbose]

例：
Router# show ip nat translations

アクティブな NAT を表示します。

コマンドまたはアクション 目的
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手順の詳細

NBAR を使用した NAT RTSP サポートの設定

Real Time Streaming Protocol（RTSP）は、クライアント /サーバ マルチメディア プレゼンテーション

制御プロトコルの一種で、マルチメディア アプリケーションの配信をサポートしています。RTSP を使

用するアプリケーションには、Microsoft の Windows Media Services（WMS）、Apple Computer の 
QuickTime、RealNetworks の RealSystem G2 などがあります。

接続を成功させるには、RTSP プロトコルが NAT ルータを通過するときに、埋め込みアドレスとポー

トを変換する必要があります。NAT では、ペイロードを解析し、RTSP ペイロード中の埋め込み情報

を変換するために、Network Based Application Recognition（NBAR）アーキテクチャが使用されま

す。

RTSP はデフォルトでイネーブルになっています。この設定がディセーブルになっているときに、NAT 
ルータで RTSP を再度イネーブルにするには、次のコマンドを使用します。

手順の概要

1. enable

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip nat inside source static local-ip interface 
type number 

例：
Router(config)# ip nat inside source static 
10.1.1.1 interface Ethernet1/1 

インターフェイス上でスタティック NAT をイネーブルに

します。

ステップ 4 ip nat inside source static tcp local-ip 
local-port interface global-port 

例：
Router(config)# ip nat inside source static 
tcp 10.1.1.1 23 interface 23 

（任意）外部からルータへの Telnet の使用をイネーブルに

します。

ステップ 5 exit

例：
Router(config)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終了して、

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show ip nat translations [verbose]

例：
Router# show ip nat translations

（任意）アクティブな NAT を表示します。
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2. configure terminal

3. ip nat service rtsp port port-number

4. end

手順の詳細

スタティック IP アドレスを持つユーザのサポートの設定

スタティック IP アドレスを持つユーザに対するサポートを設定すると、このようなユーザはパブリッ

ク ワイヤレス LAN 環境で IP セッションを確立できるようになります。

NAT スタティック IP サポート機能は、スタティック IP アドレスを使用して設定されているユーザを

サポートするために、パブリック ワイヤレス LAN プロバイダーの機能を拡張するものです。スタ

ティック IP アドレスを持つユーザをサポートするようにルータを設定すると、パブリック ワイヤレス 
LAN プロバイダーのサービスが多数の潜在的ユーザに広がるため、ユーザ満足度が高まり、収益の増

加につながります。

スタティック IP アドレスを持つユーザは IP アドレスを変更しなくても、パブリック ワイヤレス LAN 
プロバイダーのサービスを使用できます。スタティック IP クライアント用の NAT エントリが作成さ

れ、ルーティング可能なアドレスが提供されます。

ここでは、次の手順について説明します。

• 「スタティック IP サポートの設定」（P.37）（必須）

• 「スタティック IP サポートの検証」（P.38）（任意）

パブリック ワイヤレス LAN

パブリック ワイヤレス LAN は、モバイル コンピューティング デバイスのユーザに、インターネット

などのパブリック ネットワークへのワイヤレス接続を提供します。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip nat service rtsp port port-number

例：
Router(config)# ip nat service rtsp port 554

NAT によって RTSP パケットをイネーブルにします。

ステップ 4 end

例：
Router(config)# end 

設定を保存し、グローバル コンフィギュレーション モー

ドを終了します。
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RADIUS

RADIUS は分散型クライアント /サーバ システムで、不正なアクセスからネットワークを保護します。

Network Access Server（NAS; ネットワーク アクセス サーバ）と RADIUS サーバとの通信は、UDP 
に基づいて行われます。一般に、RADIUS プロトコルはコネクションレス型サービスと見なされます。

サーバの可用性、再送信、タイムアウトに関する問題は、伝送プロトコルではなく、RADIUS 対応デ

バイスにより処理されます。

RADIUS はクライアント /サーバ プロトコルです。通常、RADIUS クライアントは NAS で、

RADIUS サーバは UNIX または Windows NT マシンで実行されているデーモン プロセスです。クライ

アントは指定された RADIUS サーバにユーザ情報を渡し、返された応答に応じた動作をします。

RADIUS サーバはユーザ接続要求を受信し、ユーザを認証してから、このユーザへのサービス提供に

クライアントが必要とする設定情報を返します。RADIUS サーバは、他の RADIUS サーバや、他の種

類の認証サーバに対するプロキシ クライアントとして動作します。

前提条件 

NAT 用にスタティック IP アドレスを使用しているユーザのサポートを設定する前に、まず、ルータで 
NAT をイネーブルにし、RADIUS サーバ ホストを設定する必要があります。NAT および RADIUS 設
定の詳細については、「関連資料」（P.49）を参照してください。

スタティック IP サポートの設定

NAT スタティック IP サポート機能を設定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. interface type number

4. ip nat inside

5. exit

6. ip nat allow-static-host

7. ip nat pool name start-ip end-ip netmask netmask accounting list-name

8. ip nat inside source list access-list-number pool name

9. access-list access-list-number deny ip source

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。
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スタティック IP サポートの検証

NAT スタティック IP サポート機能を検証するには、次のコマンドを使用します。

手順の概要

1. show ip nat translations verbose

ステップ 3 interface type number

例：
Router(config)# interface ethernet 1

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

ステップ 4 ip nat inside

例：
Router(config-if)# ip nat inside

内部に接続されているものとしてインターフェイスをマー

クします。

ステップ 5 exit

例：
Router(config-if)# exit

インターフェイス コンフィギュレーション モードを終了し、

グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 6 ip nat allow-static-host

例：
Router(config)# ip nat allow-static-host

スタティック IP アドレスのサポートをイネーブルにします。

• このインターフェイスでは、Dynamic Address 
Resolution Protocol（ARP; ダイナミック アドレス解

決プロトコル）の学習はディセーブルされます。ま

た、スタティック IP ホストの ARP エントリの作成と

削除は NAT により制御されます。

ステップ 7 ip nat pool name start-ip end-ip netmask 
netmask accounting list-name

例：
Router(config)# ip nat pool xyz 172.16.0.0 
172.16.0.0 netmask 255.255.255.0 accounting 
WLAN-ACCT

スタティック IP ホストの認証に使用される、既存の 
RADUIS プロファイル名を指定します。

ステップ 8 ip nat inside source list access-list-number 
pool name

例：
Router(config)# ip nat inside source list 1 
pool net-208

スタティック IP サポートに使用されるアクセス リストと

プールを指定します。

• 指定されたアクセス リストはすべてのトラフィックを

許可する必要があります。

ステップ 9 access-list access-list-number deny ip source

例：
Router(config)# access-list 1 deny ip 
192.168.196.51

ルータ自身のトラフィックを NAT から削除します。

• source 引数は、NAT スタティック IP サポート機能を

サポートするルータの IP アドレスです。

コマンドまたはアクション 目的
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手順の詳細

ステップ 1 show ip nat translations verbose

NAT が、スタティック IP アドレスをサポートするように設定されていることを検証するには、このコ

マンドを使用します。例：

Router# show ip nat translations verbose

--- 172.16.0.0 10.1.1.1           ---                ---
create 00:05:59, use 00:03:39, left 23:56:20, Map-Id(In): 1, flags: none wlan-flags: 
Secure ARP added, Accounting Start sent Mac-Address:0010.7bc2.9ff6 Input-IDB:Ethernet1/2, 
use_count: 0, entry-id:7, lc_entries: 0

パブリック ワイヤレス LAN での ARP ping のサポートを設定するには

スタティック IP クライアントの NAT エントリがタイムアウトすると、このクライアントに対する 
NAT エントリとセキュア ARP エントリのアソシエーションは削除されます。クライアントが WLAN 
サービスを再確立するには、Service Selection Gateway（SSG）との再認証が必要です。ARP ping 機
能を使用すると、スタティック IP クライアントが認証以降 IP アドレスの変更されていないネットワー

ク内に存在する場合に、NAT エントリとセキュアな ARP エントリが削除されないようにすることが可

能です。

スタティック IP クライアントが存在することを確認し、NAT エントリ タイマーを再起動するには、

ARP ping が必要です。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. ip nat pool name start-ip end-ip prefix-length [accounting] method-list-name [arp-ping]

4. ip nat translation arp-ping-timeout [timeout-value]

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。
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同時 NAT 操作の数の制限

NAT 変換のレート制限機能を使用して、同時に行われる NAT 操作の数を制限することにより、ユーザ

は NAT アドレスの使い方をより詳しく制御できるようになります。NAT 変換のレート制限機能を使用

して、ウイルスやワーム、サービス拒絶攻撃の影響を制限することができます。

同時 NAT 操作の数を制限する利点

NAT は CPU を集中的に使用するプロセスであるため、ルータのパフォーマンスは、NAT を標的とす

るサービス拒絶攻撃やウイルス、ワームにより悪い影響を受けます。NAT 変換のレート制限機能では、

1 つのルータに対して同時に行われる NAT 要求数の上限を設定することができます。

サービス拒絶攻撃

Denial of Service（DoS; サービス拒絶）攻撃では、通常、ルータや Web サーバなどのターゲットを過

負荷にし、機能しないようにする目的で標準プロトコルや接続プロセスが乱用されます。DoS 攻撃は、

悪意のあるユーザや、ウイルスまたはワームに感染したコンピュータから仕掛けられます。多数のコン

ピュータがウイルスやワームに感染した場合などに起こる、一度に多数の場所からの攻撃は 
Distributed Denial of Service（DDoS; 分散型サービス拒絶）攻撃と呼ばれます。このような DDoS 攻
撃は急速に広がり、数千に及ぶシステムを巻き込みます。

NAT を標的にするウイルスおよびワーム

ウイルスやワームはコンピュータやネットワーク機器を攻撃するために設計された悪意のあるプログラ

ムです。ウイルスは通常、個々のアプリケーションに埋め込まれていて、実行されたときにのみ動作し

ますが、ワームは自己増殖し、自力ですばやく伝染していくことができます。特定のウイルスやワーム

が明示的に NAT をターゲットにできない可能性がありますが、NAT リソースを使用して、自身を増殖

させる可能性はあります。NAT 変換のレート制限機能は、特定のホストやアクセス コントロール リス

ト、VPN Routing and Forwarding（VRF; VPN ルーティングおよび転送）インスタンスを発生源とす

るウイルスやワームの影響を制限するために使用できます。

ステップ 3 ip nat pool name start-ip end-ip prefix-length 
[accounting] method-list-name [arp-ping]

例：
Router(config)# ip nat pool net-208 
172.16.233.208 172.16.233.223 prefix-length 28 
accounting radius1 arp-ping

NAT で使用される IP アドレス プールを定義します。

ステップ 4 ip nat translation arp-ping-timeout 
[timeout-value]

例：
Router(config)# ip nat translation 
arp-ping-timeout 600

ネットワーク アドレス変換が終わるたびに、時間を変更し

ます。

コマンドまたはアクション 目的
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前提条件

• 現在の NAT の使用状況を分類し、NAT への要求元を判断します。特定のホスト、アクセス コント

ロール リスト、または VRF インスタンスが 予想外に大量の NAT 要求を生成している場合、それ

が悪意のあるウイルスやワーム攻撃の元凶である可能性があります。

• 過度の NAT 要求の源が明らかになったら、特定のホスト、アクセス コントロール リスト、または 
VRF インスタンスを阻止する NAT レート制限を設定するか、または要求元に関係なく、すべての

ケースについて、要求できる NAT の 大数の上限を設定します。

手順の概要

1. enable

2. show ip nat translations

3. configure terminal

4. ip nat translation max-entries {number | all-vrf number | host ip-address number | list listname 
number | vrf name number}

5. end

6. show ip nat statistics

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 show ip nat translations

例：
Router# show ip nat translations

（任意）アクティブな NAT を表示します。

• 特定のホスト、アクセス コントロール リスト、または 
VRF インスタンスが 予想外に大量の NAT 要求を生成

している場合、それが悪意のあるウイルスやワーム攻

撃の元凶である可能性があります。

ステップ 3 configure terminal

例：
Router# 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。
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IP アドレス節約のための NAT 設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

• 「例：内部送信元アドレスのスタティック変換の設定」（P.43）

• 「例：内部送信元アドレスのダイナミック変換の設定」（P.43）

• 「例：内部グローバル アドレスのオーバーロード」（P.44）

• 「例：オーバーラップするアドレスの変換」（P.44）

• 「例：NAT 仮想インターフェイスのイネーブル化」（P.45）

• 「例：ロード バランシングを使用したサーバのオーバーロードの回避」（P.45）

• 「例：NAT ルート マッピングのイネーブル化」（P.45）

• 「例：NAT Route Maps Outside-to-Inside サポートのイネーブル化」（P.46）

• 「例：外部 IP アドレスのみの NAT 変換を設定する利点」（P.47）

• 「NAT スタティック IP サポートの設定例」（P.47）

• 「レートを制限した NAT 変換の設定例」（P.48）

ステップ 4 ip nat translation max-entries {number | 
all-vrf number | host ip-address number | list 
listname number | vrf name number}

例：
Router(config)# ip nat translation max-entries 
300

指定された送信元に許容される NAT エントリの 大数を

設定します。

• 許容される NAT エントリの 大数は 2147483647 です

が、通常の NAT レート制限の範囲は 100 ～ 300 エン

トリです。

• すべての VRF インスタンスに対する NAT レート制限

を設定すると、各 VRF インスタンスは、指定した 
NAT エントリの 大数に制限されます。

• 特定の VRF インスタンスに対する NAT レート制限を

設定する場合、すべての VRF インスタンスに許容さ

れる NAT エントリの 大数よりも大きい、または小

さい値を、指定した VRF インスタンスに対する 大

数に指定します。

ステップ 5 end

例：
Router(config)# end

グローバル コンフィギュレーション モードを終了して、

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show ip nat statistics

例：
Router# show ip nat statistics

（任意）NAT レート制限の設定値を含む、現在の NAT 使用

に関する情報を表示します。

• NAT レート制限の設定後、show ip nat statistics コマ

ンドを使用して、現在の NAT レート制限の設定を検

証します。

コマンドまたはアクション 目的
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例：内部送信元アドレスのスタティック変換の設定

次に、10.114.11.0 ネットワークからグローバルに一意な 172.31.233.208/28 ネットワークにアドレス

指定される複数の内部ホスト間での変換例を示します。その後、10.114.11.0 ネットワーク（本物の 
10.114.11.0 ネットワーク）の外部ホストからやってきたパケットは、変換後、10.0.1.0/24 ネットワー

クからのもののように見えます。

ip nat pool net-208 172.31.233.208 172.31.233.223 prefix-length 28
ip nat pool net-10 10.0.1.0 10.0.1.255 prefix-length 24
ip nat inside source list 1 pool net-208
ip nat outside source list 1 pool net-10
!
interface ethernet 0
 ip address 172.31.232.182 255.255.255.240
 ip nat outside
!
interface ethernet 1
 ip address 10.114.11.39 255.255.255.0
 ip nat inside
!
access-list 1 permit 10.114.11.0 0.0.0.255

次に、ゴールドおよびシルバー VPN について、共有サービスへのスタティック ルートを持つ Provider 
Edge（PE; プロバイダー エッジ）ルータで設定された NAT の例を示します。NAT は、内部送信元ス

タティック 1 対 1 変換として設定されます。

ip nat pool outside 10.4.4.1 10.4.4.254 netmask 255.255.255.0
ip nat outside source list 1 pool mypool
access-list 1 permit 172.16.18.0 0.0.0.255
ip nat inside source static 192.168.121.33 10.2.2.1 vrf gold
ip nat inside source static 192.169.121.33.10.2.2.2 vrf silver

例：内部送信元アドレスのダイナミック変換の設定

次に、192.168.1.0 または 192.168.2.0 ネットワークからグローバルに一意な 172.31.233.208/28 ネット

ワークにアドレス指定される複数の内部ホスト間での変換例を示します。

ip nat pool net-208 172.31.233.208 172.31.233.223 prefix-length 28
ip nat inside source list 1 pool net-208
!
interface ethernet 0
 ip address 172.31.232.182 255.255.255.240
 ip nat outside
!
interface ethernet 1
 ip address 192.168.1.94 255.255.255.0
 ip nat inside
!
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 192.168.2.0 0.0.0.255

次の例では、NAT が実行されているプロバイダー エッジ デバイス（NAT-PE）に対してローカルなト

ラフィックのみが変換されます。

ip nat inside source list 1 interface e 0 vrf shop overload
ip nat inside source list 1 interface e 0 vrf bank overload
!
ip route vrf shop 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1
ip route vrf bank 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1
!
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access-list 1 permit 10.1.1.1.0 0.0.0.255
!
ip nat inside source list 1 interface e 1 vrf shop overload
ip nat inside source list 1 interface e 1 vrf bank overload
!
ip route vrf shop 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.1 global
ip route vrf bank 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.1 global
access-list 1 permit 10.1.1.0 0.0.0.255

例：内部グローバル アドレスのオーバーロード

次に、net-208 というアドレスのプールを作成する例を示します。このプールには、172.31.233.208 ～ 
172.31.233.233 のアドレスが含まれます。アクセス リスト 1 には、SA が 192.168.1.0 ～ 
192.168.1.255 の範囲に含まれるパケットが許可されます。変換が存在しない場合、アクセス リスト 1 
に一致するパケットは、このプールに含まれるアドレスに変換されます。ルータは複数のローカル ア
ドレス（192.168.1.0 ～ 192.168.1.255）に、同じグローバル アドレスの使用を許可します。ルータは

接続を区別するためにポート番号を保持します。

ip nat pool net-208 172.31.233.208 172.31.233.233 netmask 255.255.255.240
ip nat inside source list 1 pool net-208 overload
!
interface serial0
 ip address 172.31.232.182 255.255.255.240
 ip nat outside
!
interface ethernet0
 ip address 192.168.1.94 255.255.255.0
 ip nat inside
!
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

例：オーバーラップするアドレスの変換

次に、ローカル ネットワークのアドレスが、インターネット上の他のユーザにより、正当に使用され

ている例を示します。この外部ネットワークにアクセスするには、さらに変換が必要です。プール 
net-10 は、外部ローカル IP アドレスのプールです。ip nat outside source list 1 pool net-10 文により、

ホストのアドレスは外部オーバーラップ ネットワークからこのプールに含まれるアドレスに変換され

ます。

ip nat pool net-208 172.31.233.208 172.31.233.223 prefix-length 28
ip nat pool net-10 10.0.1.0 10.0.1.255 prefix-length 24
ip nat inside source list 1 pool net-208
ip nat outside source list 1 pool net-10
!
interface serial 0
 ip address 172.31.232.192 255.255.255.240
 ip nat outside
!
interface ethernet0
 ip address 192.168.1.94 255.255.255.0
 ip nat inside
!
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
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例：NAT 仮想インターフェイスのイネーブル化

次の例は、内部または外部送信元アドレスを使用せずに NAT 仮想インターフェイスを設定する方法を

示しています。

interface Ethernet0/0
ip vrf forwarding bank
ip address 192.168.122.1 255.255.255.0
ip nat enable

!
interface Ethernet1/0
ip vrf forwarding park
ip address 192.168.122.1 255.255.255.0
ip nat enable

!
interface Serial2/0
ip vrf forwarding services
ip address 192.168.123.2 255.255.255.0

ip nat enable
!
ip nat pool NAT 192.168.25.20 192.168.25.30 netmask 255.255.255.0 add-route
ip nat source list 1 pool NAT vrf bank overload
ip nat source list 1 pool NAT vrf park overload
ip nat source static 192.168.123.1 192.168.125.10 vrf services
! 
access-list 1 permit 192.168.122.20
access-list 1 permit 192.168.122.0 0.0.0.255
!

例：ロード バランシングを使用したサーバのオーバーロードの回避

 次の例の目的は、一連の実ホストの間で接続が分散される仮想アドレスを定義することです。この

プールは実ホストのアドレスを定義します。アクセス リストは仮想アドレスを定義します。変換がま

だ存在しない場合、シリアル インターフェイス 0（外部インターフェイス）からの TCP パケットのう

ち、アクセス リストと一致する宛先を持つものは、このプールに含まれるアドレスに変換されます。

ip nat pool real-hosts 192.168.15.2 192.168.15.15 prefix-length 28 type rotary
ip nat inside destination list 2 pool real-hosts
!
interface serial 0
 ip address 192.168.15.129 255.255.255.240
 ip nat outside
!
interface ethernet 0
 ip address 192.168.15.17 255.255.255.240
 ip nat inside
!
access-list 2 permit 192.168.15.1

例：NAT ルート マッピングのイネーブル化

次に、スタティック NAT を使ったルート マッピングの使用例を示します。

interface Ethernet3
ip address 172.18.1.100 255.255.255.0
ip nat outside
media-type 10BaseT

!
interface Ethernet4
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ip address 192.168.1.100 255.255.255.0
ip nat outside
media-type 10BaseT

!
interface Ethernet5
ip address 110.1.1.100 255.255.255.0
ip nat inside
ip policy route-map isp1
media-type 10BaseT

!
router rip
network 172.18.0.0
network 192.168.1.0

!
ip nat inside source static 10.1.1.2 192.168.1.21 route-map isp2
ip nat inside source static 10.1.1.2 172.18.1.21 route-map isp1
ip nat inside source static 10.1.1.1 192.168.1.11 route-map isp2
ip nat inside source static 10.1.1.1 172.18.1.11 route-map isp1

access-list 101 permit ip 10.1.1.0 0.0.0.255 172.16.0.0 0.255.255.255
access-list 102 permit ip 10.1.1.0 0.0.0.255 192.168.0.0 0.255.255.255

!
route-map isp2 permit 10
match ip address 102
set ip next-hop 192.168.1.1

!
route-map isp1 permit 10
match ip address 101
set ip next-hop 172.18.1.1

例：NAT Route Maps Outside-to-Inside サポートのイネーブル化

次の例では、宛先ベースの NAT に対する Outside-to-Inside 変換を許可するようにルート マップ A お
よびルート マップ B を設定する方法を示します。

ip nat pool POOL-A 10.1.10.1 10.1.10.126 netmask 255.255.255.128
ip nat pool POOL-B 10.1.20.1 10.1.20.126 netmask 255.255.255.128
ip nat inside source route-map MAP-A pool POOL-A reversible
ip nat inside source route-map MAP-B pool POOL-B reversible
!
ip access-list extended ACL-A
permit ip any 10.1.10.128 0.0.0.127

ip access-list extended ACL-B
permit ip any 10.1.20.128 0.0.0.127

!
route-map MAP-A permit 10
match ip address ACL-A

!
route-map MAP-B permit 10
match ip address ACL-B

次の例では、スタティック NAT に対する Outside-to-Inside 変換を許可するようにルート マップ R1 を
設定する方法を示します。

ip nat inside source static 10.1.1.1 10.2.2.2 route-map R1 reversible
!
ip access-list extended ACL-A
permit ip any 10.1.10.128 0.0.0.127

route-map R1 permit 10
match ip address ACL-A
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例：外部 IP アドレスのみの NAT 変換を設定する利点

次の例は、内部ネットワーク内でルーティングできるアドレスにパケットを変換する方法を示しています。 

interface ethernet 3 
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0 
ip nat outside 
no ip mroute-cache 
media-type 10BaseT 
! 
interface Ethernet4 
ip address 192.168.15.1 255.255.255.0 
ip nat inside 
no ip mroute-cache 
media-type 10BaseT 
! 
router rip 
network 10.0.0.0 
Network 192.168.15.0 
! 
ip nat outside source static network 10.1.1.0 192.168.251.0/24 no-payload 
!
ip route 10.1.1.0 255.255.255.0 Ethernet4 
ip route 10.1.1.0 255.255.255.0 Ethernet3 

NAT スタティック IP サポートの設定例

ここでは、次の設定例について説明します。

• 「例：NAT スタティック IP サポートの設定」（P.47）

• 「例：NAT スタティック IP サポートに使用される RADIUS プロファイルの作成」（P.47）

例：NAT スタティック IP サポートの設定

次の例では、192.168.196.51 にあるルータに対するスタティック IP アドレス サポートをイネーブルに

する方法を示します。

interface ethernet 1
 ip nat inside
ip nat allow-static-host
ip nat pool xyz 172.16.1.1 172.16.1.10 netmask 255.255.255.0 accounting WLAN-ACCT
ip nat inside source list 1 pool net-208
access-list 1 deny ip 192.168.196.51

例：NAT スタティック IP サポートに使用される RADIUS プロファイルの作成

次の例では、NAT スタティック IP サポート機能で使用される RADIUS プロファイルの作成方法を示

します。

aaa new-model
!
aaa group server radius WLAN-RADIUS
 server 172.16.88.1 auth-port 1645 acct-port 1645
 server 172.16.88.1 auth-port 1645 acct-port 1646
!
aaa accounting network WLAN-ACCT start-stop group WLAN-RADIUS
aaa session-id common
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ip radius source-interface Ethernet3/0
radius-server host 172.31.88.1 auth-port 1645 acct-port 1646
radius-server key cisco

レートを制限した NAT 変換の設定例

ここでは、次の設定例について説明します。

• 「例：グローバル NAT レート制限の設定」（P.48）

• 「例：特定の VRF インスタンスで使用される NAT レート制限の設定」（P.48）

• 「例：すべての VRF インスタンスで使用される NAT レート制限の設定」（P.48）

• 「例：アクセス コントロール リストで使用される NAT レート制限の設定」（P.48）

• 「例：IP アドレスで使用される NAT レート制限の設定」（P.48）

例：グローバル NAT レート制限の設定

次の例では、許容される NAT エントリの 大数を 300 に制限する方法を示します。

ip nat translation max-entries 300

例：特定の VRF インスタンスで使用される NAT レート制限の設定

次の例では、VRF インスタンス「vrf1」の NAT エントリ数を 150 に制限する方法を示します。

ip nat translation max-entries vrf vrf1 150

例：すべての VRF インスタンスで使用される NAT レート制限の設定

次の例では、各 VRF インスタンスの NAT エントリ数を 200 に制限する方法を示します。

ip nat translation max-entries all-vrf 200

次の例では、VRF インスタンス「vrf2」の NAT エントリ数を 225 に、その他すべての VRF インスタ

ンスの NAT エントリ数をそれぞれ 100 に制限する方法を示します。

ip nat translation max-entries all-vrf 100
ip nat translation max-entries vrf vrf2 225

例：アクセス コントロール リストで使用される NAT レート制限の設定

次の例では、アクセス コントロール リスト「vrf3」の NAT エントリ数を 100 に制限する方法を示します。

ip nat translation max-entries list vrf3 100

例：IP アドレスで使用される NAT レート制限の設定 

次の例では、IP アドレス 10.0.0.1 にあるホストの NAT エントリ数を 300 に制限する方法を示します。

ip nat translation max-entries host 10.0.0.1 300
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次の作業
• アプリケーション レベル ゲートウェイで使用するための NAT の設定については、「Using 

Application Level Gateways with NAT」モジュールを参照してください。

• NAT の検証、モニタリング、およびメンテナンスについては、「Monitoring and Maintaining NAT」
モジュールを参照してください。

• NAT と MPLS VPN の統合については、「Integrating NAT with MPLS VPNs」モジュールを参照し

てください。

• ハイ アベイラビリティを得るための NAT の設定については、「Configuring NAT for High Availability」
モジュールを参照してください。

参考資料

関連資料

規格

MIB

関連項目 参照先

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

NAT コマンド：コマンド構文の詳細、コマンド モー

ド、コマンド履歴、デフォルト、使用上の注意事項、

および例

『Cisco IOS IP Addressing Services Command Reference』

MPLS VPN での NAT の使用 「Integrating NAT with MPLS VPNs」モジュール

ハイ アベイラビリティを得るための HSRP および 
SNAT の使用方法

「Configuring NAT for High Availability」モジュール

NAT メンテナンス 「Monitoring and Maintaining NAT」モジュール

規格 タイトル

なし —

MIB MIB リンク

なし 選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリース、および機能セッ

トの MIB の場所を検索しダウンロードするには、次の URL にある 
Cisco MIB Locator を使用します。

http://www.cisco.com/go/mibs 
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  参考資料
RFC

シスコのテクニカル サポート

RFC タイトル

RFC 1597 『Internet Assigned Numbers Authority』

RFC 1631 『The IP Network Address Translation (NAT)』

RFC 1918 『Address Allocation for Private Internets』

RFC 2663 『IP Network Address Translation (NAT) Terminology and 
Considerations』

RFC 3022 『Traditional IP Network Address Translation (Traditional NAT)』

説明 リンク

シスコのテクニカル サポートおよびドキュメンテー

ション Web サイトでは、オンライン リソースを提供

しており、マニュアル、ソフトウェア、およびツール

をダウンロードできます。これらのリソースは、ソフ

トウェアのインストールと設定や、シスコ製品とテク

ノロジーに関する技術上の問題のトラブルシューティ

ングおよび解決に使用してください。この Web サイ

ト上のツールにアクセスする際は、Cisco.com のログ

イン ID およびパスワードが必要です。

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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IP アドレス節約のための NAT 設定に関する機能情報
表 1 に、この機能のリリース履歴を示します。

表 1 に、このモジュールで説明した機能をリストし、特定の設定情報へのリンクを示します。

プラットフォームのサポートおよびソフトウェア イメージのサポートに関する情報を検索するには、

Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator を使用すると、特定のソフトウェア リ
リース、機能セット、またはプラットフォームをサポートするソフトウェア イメージを判別できます。

Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスしてください。Cisco.com の
アカウントは必要ありません。

（注） 表 1 には、一連のソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入されたソフトウェア リリー

スだけが記載されています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リ
リースでもサポートされます。

表 1 IP アドレス節約のための NAT 設定に関する機能情報

機能名 リリース 機能の設定情報

パブリック ワイヤレス LAN での ARP ping 
のサポートを設定するには

12.4(6)T ARP ping 機能を使用すると、スタティック IP クライアン

トが認証以降 IP アドレスの変更されていないネットワーク

内に存在する場合に、NAT エントリとセキュアな ARP エ
ントリが削除されないようにすることが可能です。

次のセクションで、この機能に関する情報を参照できます。

• 「パブリック ワイヤレス LAN での ARP ping のサポー

トを設定するには」（P.39）

スタティック変換でルート マップを使用す

るための NAT 機能 
12.2.(4)T この機能は、アクセス リストの代わりに、処理されるルー

ト マップを指定するためのダイナミック変換コマンドを提

供します。ルート マップを使用すると、アクセス リスト、

ネクスト ホップ IP アドレス、出力インターフェイスを自

由に組み合わせて照合し、使用するプールを判断できるよ

うになります。スタティック変換でルート マップを使用で

きるため、スタティック アドレス変換で NAT のマルチ

ホーミング機能を使用できます。

次のセクションで、この機能に関する情報を参照できます。

• 「アドレス変換を判断するためにルート マップを使用

するには」（P.28）

NAT デフォルト内部サーバ 12.3(13)T NAT Default Inside Server 機能は、外部から、指定された

内部ローカル アドレスにパケットを転送する場合に使用し

ます。

次のセクションで、この機能に関する情報を参照できます。

• 「デフォルト内部サーバに対する NAT の設定」（P.34）
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NAT Route Maps Outside-to-Inside サポート 12.3(14)T
12.2(33)SXI5

NAT Route Maps Outside-to-Inside サポート機能により、

外部から内部に向けて IP セッションを開始できるようにす

る NAT ルート マップ コンフィギュレーションの実装が可

能になります。

次のセクションで、この機能に関する情報を参照できます。

• 「NAT Route Maps Outside-to-Inside サポートのイネー

ブル化」（P.30）

• 「例：NAT Route Maps Outside-to-Inside サポートのイ

ネーブル化」（P.46）

NBAR を使用した NAT RTSP サポート 12.3(7)T Real Time Streaming Protocol（RTSP）は、クライアント /
サーバ マルチメディア プレゼンテーション制御プロトコ

ルの一種で、マルチメディア アプリケーションの配信をサ

ポートしています。RTSP を使用するアプリケーションに

は、Microsoft の Windows Media Services（WMS）、
Apple Computer の QuickTime、RealNetworks の 
RealSystem G2 などがあります。

次のセクションで、この機能に関する情報を参照できます。

• 「NBAR を使用した NAT RTSP サポートの設定」

（P.35）

NAT スタティックおよびダイナミック ルー

ト マップ名の共有

15.0(1)M NAT スタティックおよびダイナミック ルート マップ名を

共有する機能により、強制的にダイナミック NAT よりも

スタティック NAT を優先しながら、同じルート マップ名

を共有するようなスタティックおよびダイナミック NAT 
を設定できます。

次のセクションで、この機能に関する情報を参照できます。

• 「アドレス変換を判断するためにルート マップを使用

するには」（P.28）

NAT スタティック IP サポート 12.3(7)T NAT スタティック IP サポート機能は、スタティック IP ア
ドレスを持つユーザがパブリック ワイヤレス LAN 環境で 
IP セッションを確立できるようにサポートします。

次のセクションで、この機能に関する情報を参照できます。

• 「スタティック IP アドレスを持つユーザのサポートの

設定」（P.36）

• 「NAT スタティック IP サポートの設定例」（P.47）

外部 IP アドレスのみの NAT 変換 12.2(4)T
12.2(4)T2
15.0(1)S

外部 IP アドレスのみの NAT 変換機能を使用して、あらゆ

るアプリケーションおよびトラフィック タイプの埋め込み 
IP アドレスをすべて無視するように NAT を設定すること

ができます。

次のセクションで、この機能に関する情報を参照できます。

• 「外部 IP アドレスのみの NAT の設定」（P.32）

表 1 IP アドレス節約のための NAT 設定に関する機能情報 （続き）

機能名 リリース 機能の設定情報
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NAT Virtual Interface（NVI; NAT 仮想イン

ターフェイス）

12.3(14)T NAT Virtual Interface（NVI; NAT 仮想インターフェイス）

機能により、Network Address Translation（NAT; ネット

ワーク アドレス変換）内部または NAT 外部としてイン

ターフェイスを設定する必要性がなくなります。インター

フェイスは、NAT を使用するように、または NAT を使用

しないように設定できます。

次のセクションで、この機能に関する情報を参照できます。

• 「NAT 仮想インターフェイスの設定」（P.21）

• 「例：NAT 仮想インターフェイスのイネーブル化」

（P.45）

NAT 変換のレート制限 12.3(4)T
15.0(1)S

NAT 変換のレート制限機能により、ルータ上での Network 
Address Translation（NAT; ネットワーク アドレス変換）

動作の同時実行 大数を制限できるようになりました。こ

れにより、ユーザが NAT アドレスの使用方法をより詳細

に管理できるようになるだけでなく、NAT 変換のレート制

限機能を使用して、ウイルスやワーム、サービス拒絶攻撃

の影響を制限できるようになります。

次のセクションで、この機能に関する情報を参照できます。

• 「同時 NAT 操作の数の制限」（P.40）

• 「レートを制限した NAT 変換の設定例」（P.48）

表 1 IP アドレス節約のための NAT 設定に関する機能情報 （続き）

機能名 リリース 機能の設定情報
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NAT でのアプリケーション レベル ゲート
ウェイの使用

このモジュールでは、Network Address Translation（NAT; ネットワーク アドレス変換）で使用される 
Application Level Gateway（ALG; アプリケーション レベル ゲートウェイ）を設定するための基本的

な作業について説明します。また、IP ヘッダー変換に ALG を使用するプロトコルについてもこのモ

ジュールで説明します。

NAT は、アプリケーション データ ストリームで送信元および宛先 IP アドレスを伝送しない TCP/UDP 
トラフィックにおいて変換サービスを実行します。このようなプロトコルには、HTTP、TFTP、
telnet、archie、finger、Network Time Protocol（NTP; ネットワーク タイム プロトコル）、Network 
File System（NFS; ネットワーク ファイル システム）、Remote Login（rlogin; リモート ログイン）、

Remote Shell（RSH; リモート シェル）プロトコル、および Remote Copy（RCP; リモート コピー）が

あります。ペイロードに IP アドレス情報を埋め込むプロトコルは、ALG のサポートを必要とします。

ALG を伴う NAT は、H.323 を使用していないアプリケーションがポート 1720 を使用している限り、

このアプリケーションからのパケットを変換します。

NAT を通じた IPsec ESP 機能のサポートにより、オーバーロード モード、または Port Address 
Translation（PAT; ポート アドレス変換）モードで設定された Cisco IOS NAT デバイス経由で、複数の同

時 IPsec Encapsulating Security Payload（ESP）トンネルまたは接続をサポートできるようになります。

機能情報の検索
ご使用のソフトウェア リリースが、このモジュールで説明している機能の一部をサポートしていない

場合があります。 新の機能情報および警告については、ご使用のプラットフォームおよびソフトウェ

ア リリースのリリースノートを参照してください。このモジュールに記載されている機能に関する情報

を検索したり、各機能がサポートされているリリースに関するリストを参照したりするには、「NAT でア

プリケーション レベル ゲートウェイを使用する場合の機能情報」（P.15）を参照してください。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォーム、およびシスコのソフトウェア イメージの

各サポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアク

セスしてください。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。

http://www.cisco.com/go/cfn
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NAT でアプリケーション レベル ゲートウェイを使用するた
めの要件

• このモジュールの作業を実行する前に、「Configuring NAT for IP Address Conservation」モジュー

ルで説明されている概念をよく理解しておく必要があります。

• このモジュールの作業で使用する必要のあるアクセス リストはすべて、設定作業を開始する前に

設定しておく必要があります。アクセス リストの設定方法については、次の URL にある『IP 
Access List Sequence Numbering』マニュアルを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_data_plane/configuration/guide/sec_ip_entry_numbrng.
html

• このモジュールの作業を実行する前に、Session Initiation Protocol（SIP; セッション開始プロトコ

ル）および H.323 がディセーブルにされていないことを確認する必要があります。SIP および 
H.323 はデフォルトでイネーブルです。

NAT でのアプリケーション レベル ゲートウェイの使用につ
いて

• 「アプリケーション レベル ゲートウェイ」（P.2）

アプリケーション レベル ゲートウェイ

アプリケーション レベル ゲートウェイは、アプリケーション パケットのペイロード内の IP アドレス

情報を変換するアプリケーションです。

NAT でのアプリケーション レベル ゲートウェイの設定方法
ここでは、次の手順について説明します。

• 「NAT を通じた IPsec の設定」（P.3）（必須）

• 「IP Phone と Cisco CallManager の間での NAT の設定」（P.10）（必須）
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NAT を通じた IPsec の設定

NAT とともにアプリケーション レベル ゲートウェイを設定するには、次の概念について理解する必要

があります。

• 「NAT ALG 設定の利点」（P.3）

• 「IP セキュリティ」（P.3）

• 「IP ネットワークを経由する音声およびマルチメディア」（P.4）

• 「H.323 v2 RAS に対する NAT サポート」（P.5）

• 「v2 互換モードでの H.323 v3 および v4 に対する NAT サポート」（P.5）

• 「NAT H.245 トンネリングのサポート」（P.5）

ここでは、NAT を通じた IPsec の設定に関連する次の作業について説明します。

• 「NAT を通じた IPsec ESP の設定」（P.5）（必須）

• 「保持ポートのイネーブル化」（P.6）（任意）

• 「NAT デバイスでの SPI マッチングのイネーブル化」（P.7）（必須）

• 「エンドポイントでの SPI マッチングのイネーブル化」（P.8）（必須）

• 「NAT に対する MultiPart SDP サポートのイネーブル化」（P.9）（任意）

NAT ALG 設定の利点

• SIP の NAT サポートによって、SIP ベースの VoIP ソリューション間に Cisco IOS NAT を導入で

きるようになりました。

• お客様は自分の IP アドレス方式を制御し、H.323 v2 ゲートキーパー設定のサポートをすべて取り

込むことができます。

• NAT により、お客様は自分のネットワークにプライベート IP アドレスを導入し、インターネット

への接続、または別の企業ネットワークとの内部接続を行うときに、パブリック IP アドレスに変

換することができるようになります。

• 通常、変換テーブルの ESP エントリの送信は、宛先から応答が届くまで、延期されます。予想可

能な Security Parameter Index（SPI; セキュリティ パラメータ インデックス）と SPI マッチングに

より、SPI エントリが照合されるため、この延期を回避することができます。一部サードパーティ

のコンセントレータでは、送信元ポートと受信ポートの両方でポート 500 を使用する必要がありま

す。ip nat service コマンドで preserve-port キーワードを使用することにより、ポートを変更す

るのではなく、標準 NAT で必要とされるポートを保持することができます。

IP セキュリティ 

IPsec は、オープン標準のフレームワークに含まれる IP プロトコル ファミリへの拡張セットで、イン

ターネット上でプライベートな会話をセキュアに行えるようにするためにあります。IETF により開発

された標準に基づいて、IPsec はパブリック ネットワーク上でのデータ通信の機密性、整合性、および

信頼性を保証し、暗号化によるセキュリティ サービスを提供します。

2 台のルータなど、2 つのピアの間にセキュリティ トンネルが提供され、どのパケットの機密性が高

く、これらのセキュアなトンネル経由で送信されるべきと見なされるか、また、これらのトンネルの特

徴を指定して、このような機密性の高いパケットを保護するにはどのパラメータを使用すべきかが判断

されます。IPsec ピアは機密性の高いパケットを受信すると、適切でセキュアなトンネルを設定し、こ

のトンネルを通じてパケットをリモート ピアに送信します。
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ESP を使用する IPsec は、Network Address Port Translation（NAPT）、またはアドレス オーバーロー

ドが設定されていない限り、特別なサポートなしに、NAT を実行しているルータを通過することがで

きます。

複数のプライベート内部 IP アドレスを 1 つのパブリック外部 IP アドレスとして表した NAPT デバイ

スを通過する IPsec VPN 接続を行うときに、考慮しなければならない要因がいくつかあります。この

ような要因には、VPN サーバおよびクライアントの能力、NAPT デバイスの能力、NAPT デバイス上

で同時に複数の接続が行われているかどうかが含まれます。

ルータに NAPT を使用する IPsec を設定する方法には、次の 2 通りがあります。

• TCP や UDP のようなレイヤ 4 プロトコルに IPsec をカプセル化する。この場合、IPsec は NAT を
忍び出ることができます。NAT デバイスはカプセル化に気づきません。

• IPsec 固有のサポートを NAPT に追加します。この場合、IPsec は、NAT を忍び出るのとは逆の働

きをします。IPSec ESP の NAT サポート：フェーズ II 機能は、Internet Key Exchange（IKE; イ
ンターネット キー エクスチェンジ）および ESP をサポートします。NAPT で設定された Cisco 
IOS ルータを通じたトンネル モードでカプセル化する必要は必要ありません。

NAPT デバイスを通過する IPsec セッションを実行するときに使用するプロトコルには、TCP と UDP 
が推奨されますが、すべての VPN サーバやクライアントが TCP または UDP をサポートしているわけ

ではありません。

SPI マッチング 
Security Parameter Index（SPI; セキュリティ パラメータ インデックス）マッチングは、複数の宛先ペ

アの間に VPN 接続を確立するために使用されます。NAT エントリはただちに設定済みのアクセス リ
ストとマッチするエンドポイントの変換テーブルに配置されます。SPI マッチングは、Cisco IOS 
Release 12.2(15)T に実装されている予測アルゴリズムに従って SPI を選択するエンドポイントでのみ

使用できます。

IP ネットワークを経由する音声およびマルチメディア

SIP は、IETF Multiparty Multimedia Session Control（MMUSIC）Working Group により開発された

プロトコルです。Cisco SIP 機能は Cisco ルータが IP ネットワーク経由した音声通話およびマルチメ

ディア通話のセットアップを通知できるようにします。SIP は、VoIP インターネットワーキング ソフ

トウェアの H.323 に代わるものです。

Session Description Protocol（SDP; セッション記述プロトコル）は、マルチメディア セッションを記

述するためのプロトコルです。SDP は、SIP メッセージの本文で、複数のユーザが参加するマルチメ

ディア セッションの作成および制御のために使用されるマルチメディア セッションを記述するために

使用できます。

SIP に対する NAT サポート機能により、NAT を使って設定されたルータを通過する SIP 埋め込みメッ

セージは、変換後、パケットに暗号化されます。SIP または SDP メッセージの変換には、NAT ととも

に ALG が使用されます。

（注） デフォルトでは、SIP のサポートはポート 5060 でイネーブルになっています。したがって、NAT 対応

デバイスはこのポートのパケットをすべて、SIP コール メッセージと解釈します。同じシステムにある

別のアプリケーションがポート 5060 を使用してパケットを送信している場合、NAT サービスはこのパ

ケットを SIP コール メッセージとして解釈しようとするため、このパケットが破損する可能性があり

ます。
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H.323 v2 RAS に対する NAT サポート

Cisco IOS NAT は、Registration, Admission, and Status（RAS）プロトコルで送信されたものを含め、

H.225 および H.245 メッセージ タイプをすべてサポートしています。RAS は、ソフトウェア クライア

ントや VoIP デバイスにより、場所の登録、通話のセットアップ サポートの要求、および帯域幅の制御

に使用される多数のメッセージを提供します。RAS メッセージは、H.323 ゲートキーパーに向けて送

信されます。

一部の RAS メッセージには、ペイロードに IP アドレス情報が含まれていますが、これは通常、ゲート

キーパーへのユーザの登録、または別の登録済みユーザに関する情報の取得を意図したものです。この

ようなメッセージが NAT に認識されない場合、誰にでも確認できる IP アドレスには変換されません。

Cisco IOS Release 12.2(2)T 以降のリリースでは、埋め込み IP アドレスがアドレス変換される可能性が

あるかどうかを検査できるようになりました。Cisco IOS Release 12.2(2)T 以前では、NAT で H.323 
v2 RAS メッセージはサポートされていませんでした。

v2 互換モードでの H.323 v3 および v4 に対する NAT サポート

H.323 は、パケット ネットワーク経由でのオーディオ、ビデオ、およびデータ送信に関する ITU-T 仕
様です。NAT は、4 バージョンの H.323 プロトコル、v1、v2、v3、および v4 をサポートします。v2 
互換モードでの H.323 v3 および v4 に対する NAT サポート機能により、Cisco NAT ルータは H.323 v3 
および v4 でコーディングされたメッセージに H.323 v2 互換のフィールドが含まれている場合に、これ

らのメッセージをサポートできるようになります。この機能により、アドレス変換を必要とする新しい

メッセージ タイプや新しいフィールドなど、v3 および v4 で導入された H.323 機能のサポートが追加

されるわけではありません。

NAT H.245 トンネリングのサポート

NAT H.245 トンネリングにより、H.323 ALG で H.245 トンネリングができるようになります。NAT 
H.245 トンネリングは、メディア チャネル セットアップを作成するために必要な H.245 トンネル メッ

セージをサポートするためのメカニズムを提供します。

H.323 コールを行うには、TCP ポート 1720 で H.225 接続を開く必要があります。H.225 接続が開かれ

ると、H.245 セッションが開始され、確立されます。この接続は H.225 とは異なるチャネルで行うこ

とができます。また、H.245 メッセージを H.225 メッセージに埋め込み、以前に確立された H.225 
チャネルに送信することにより、同じ H.225 チャンネル上で H.245 トンネリングを使用して行うこと

もできます。

H.245 トンネリングされたメッセージが認識されない場合、メディア アドレスまたはポートは Cisco 
IOS NAT によって変換されずに残され、この結果、メディア トラフィックでエラーが発生します。

H.245 FastConnect プロシージャは、H.245 トンネリングされたメッセージが送信されると同時に終了

するので役に立ちません。

制約事項 

NAT により変換されるのは、埋め込み IP バージョン 4 アドレスのみです。

NAT を通じた IPsec ESP の設定

NAT を通じた IPsec ESP により、オーバーロード モード、または PAT モードで設定された Cisco IOS 
NAT デバイス経由で、複数の同時 ESP トンネルまたは接続をサポートできるようになります。

NAT を通じた IPsec ESP を設定するには、次の作業を実行します。
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（注） IPsec はスタティック NAT 設定のみならず、どのような NAT 設定についても設定できます。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. ip nat [inside | outside] source static local-ip global-ip [vrf vrf-name]

4. exit 

5. show ip nat translations 

手順の詳細

保持ポートのイネーブル化

この作業は、送信元ポートにポート 500 を使用している IPsec トラフィックに対して使用します。送信

元ポートとしてポート 500 を保持できるようにするには、このタスクを実行します。

制約事項

これは、ある特定の VPN コンセントレータで必要とされる作業です。Cisco VPN デバイスでは、通

常、この機能は使用されません。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip nat [inside | outside] source static 
local-ip global-ip [vrf vrf-name]

例：
Router(config)# ip nat inside source static 
10.10.10.10 192.168.30.30

スタティック NAT をイネーブルにします。

ステップ 4 exit

例：
Router(config)# exit

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show ip nat translations

例：
Router# show ip nat translations

（任意）アクティブな NAT を表示します。
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手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. ip nat service list access-list-number IKE preserve-port 

手順の詳細

NAT デバイスでの SPI マッチングのイネーブル化

（注） SPI マッチングはデフォルトでディセーブルにされています。

Security Parameter Index（SPI; セキュリティ パラメータ インデックス）マッチングは、複数の宛先ペ

アの間に VPN 接続を確立するために使用されます。NAT エントリはただちに設定済みのアクセス リ
ストとマッチするエンドポイントの変換テーブルに配置されます。SPI マッチングは、Cisco IOS 
Release 12.2(15)T に実装されている予測アルゴリズムに従って SPI を選択するエンドポイントでのみ

使用できます。

予測可能で対称的な SPI の生成がイネーブル化されます。NAT デバイス全体で複数の ESP 接続が望ま

しい場合は、NAT デバイスとともに SPI マッチングを使用する必要があります。

前提条件 

送信元ルータと、並列処理をイネーブル化するリモート ゲートウェイの両方で、Cisco IOS ソフトウェ

アを実行する必要があります。

制約事項 

SPI マッチングは、NAT デバイス、および両方のエンドポイント デバイスで設定する必要があります。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip nat service list access-list-number IKE 
preserve-port

例：
Router(config)# ip nat service list 10 IKE 
preserve-port

ポートを保持するために、アクセス リストと一致する 
IPsec トラフィックを指定します。
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手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. ip nat service list access-list-number ESP spi-match

手順の詳細

エンドポイントでの SPI マッチングのイネーブル化

この作業は、両方のエンドポイントで SPI マッチングをイネーブルにするために実行します。

前提条件 

送信元ルータと、並列処理をイネーブル化するリモート ゲートウェイの両方で、Cisco IOS ソフトウェ

アを実行する必要があります。

制約事項 

SPI マッチングは、NAT デバイス、および両方のエンドポイント デバイスで設定する必要があります。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto ipsec nat-transparency spi-matching

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip nat service list access-list-number ESP 
spi-match

例：
Router(config)# ip nat service list 10 ESP 
spi-match

SPI マッチングをイネーブル化するアクセス リストを指定

します。

• 次の例では、デバイスが両方ともシスコ デバイスで、

マッチング可能な SPI を提供するように設定されてい

ると仮定して、ESP トラフィック マッチング リスト 
10 を NAT テーブルに入力します。
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手順の詳細

NAT に対する MultiPart SDP サポートのイネーブル化

NAT に対する MultiPart SDP サポート機能は、NAT の拡張ポートフォリオに対する SIP ALG で 
MultiPart SDP のサポートを提供します。NAT に対する MultiPart SDP サポートはデフォルトでディ

セーブルです。

NAT に対する MultiPart SDP サポートをイネーブルにするには、次のタスクを実行します。

制約事項 

NAT により変換されるのは、埋め込み IP バージョン 4 アドレスのみです。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. ip nat service allow-multipart

4. exit 

5. show ip nat translations 

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 crypto ipsec nat-transparency spi-matching 

例：
Router(config)# crypto ipsec nat-transparency 
spi-matching

両方のエンドポイントで SPI マッチングをイネーブル化し

ます。
9
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手順の詳細

IP Phone と Cisco CallManager の間での NAT の設定

ここでは、Cisco IP Phone における Cisco CallManager 通信のための Cisco Skinny Client Control 
Protocol（SCCP）の設定について説明します。このセクションで説明する作業では、IP Phone と 
Cisco CallManager の間に NAT を設定します。

Skinny Client Control Protocol に対する NAT サポート

Cisco IP Phone は、Cisco CallManager との接続、および登録に SCCP を使用します。

スケーラブルな環境で、IP Phone と Cisco CallManager の間に Cisco IOS NAT を設定できるようにす

るには、NAT は SCCP を検出し、メッセージで渡される情報を理解できなければなりません。電話で

の通話が可能な他の IP Phone ユーザの識別に使用される IP アドレスやポート情報を含むメッセージは

両方向に行き来します。

Cisco CallManager 通信を行う SCCP クライアントは通常、内部から外部へ向かって進みます。Cisco 
CallManager が内部（NAT デバイスの背後）にある場合、Cisco CallManager IP アドレス接続を解決

するには、Domain Name System（DNS; ドメイン ネーム システム）を使用する必要があります。それ

以外の場合は、内部にある Cisco CallManager にアクセスするようにスタティック NAT を設定する必

要があります。

Cisco CallManager への接続を試みた IP Phone が設定済み NAT 規則と一致する場合、NAT はもとも

との送信元 IP アドレスを変換して、設定済みプールにある IP アドレスで置き換えます。この新しいア

ドレスは Cisco CallManager に反映され、他の IP Phone ユーザから確認できるようになります。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip nat service allow-multipart

例：
Router(config)# ip nat service allow-multipart

Multipart SDP をイネーブルにします。

ステップ 4 exit

例：
Router(config)# exit

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show ip nat translations

例：
Router# show ip nat translations

（任意）アクティブな NAT を表示します。
10
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SCCP フラグメンテーションの NAT サポート 

スキニー制御メッセージは TCP 上でやりとりされます。IP Phone、または Cisco CallManager のいず

れかの TCP Maximum Segment Size（MSS; 大セグメント サイズ）がスキニー制御メッセージのペ

イロードを下回るように設定されている場合、スキニー制御メッセージは、複数の TCP セグメントに

分割されます。この機能以前、スキニー制御メッセージのやりとりは、NAT スキニー ALG はスキニー

制御メッセージを組み立てなおすことができなかったため、TCP セグメンテーション シナリオでエ

ラーとなっていました。NAT SCCP フラグメンテーション サポートは、NAT スキニー ALG の TCP セ
グメントに対するサポートを追加する機能です。IP やポートの変換を必要とする、分割されたペイ

ロードはドロップされなくなります。

また、スキニー制御メッセージを IP 分割することもできますが、このようなメッセージのサポートに

は、Virtual Fragmentation Reassembly（VFR）が使用されます。

Cisco IOS Release 15.1(3)T またはそれ以降のリリースでは、NAT はバージョン 17 以降の SCCP 電話

で機能します。

レイヤ 4 フォワーディングを使った NAT セグメンテーション

レイヤ 4 フォワーディングを使った NAT セグメンテーションは、H.323、SCCP、および TCP DNS プ
ロトコル用に実装された機能です。NAT は、複数のパケットに分割された H.323、SCCP、または 
TCP DNS メッセージの処理をサポートします。

レイヤ 4 フォワーディング、または TCP プロキシは、シーケンス番号の並べ替え、パケット内の番号

の確認、MSS を超える変換後パケットの再分割、パケット損失の場合の再送信などのセッションを処

理します。また、レイヤ 4 フォワーディングは順番に並んでいないパケットの処理も行います。このよ

うなパケットはバッファされます。ドロップされることはありません。

レイヤ 4 フォワーディングは受信したパケットをバッファし、順番に並んだパケットが使用できるよう

になったときに、NAT ALG に知らせます。また、受信したパケットについて、エンド ホストに確認応

答を送信します。レイヤ 4 フォワーディングは NAT ALG から受信した変換後パケットを、出力パケッ

ト パスへ送信する作業も行います。

制約事項 
レイヤ 4 フォワーディングを使った NAT セグメンテーションは、次の場合には機能しません。

• ip inspect name コマンドを使用するように Cisco IOS ファイアウォールが設定されている （ゾー

ンベースのファイアウォールがサポートされています）。

• H.323、SCCP、または TCP DNS メッセージのサイズが 18 KB を超える。

• Multiprotocol Label Switching（MPLS; マルチプロトコル ラベル スイッチング）が設定されてい

る。

• NAT と Cisco CallManager が同一のデバイス上に設定されている。この場合、Call Manager 
Express（CME）のコロケーション ソリューションが使用されます。

• NAT Virtual Interface（NVI; NAT 仮想インターフェイス）が設定されている。

• Stateful Network Address Translation（SNAT; ステートフル ネットワーク アドレス変換）がイ

ネーブル化されている。

• パケット変換のため、match-in-vrf キーワードが ip nat inside source コマンドとともに設定され

ている。

• パケットが IPv6 パケットである。

手順の概要

1. enable
11
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  NAT でアプリケーション レベル ゲートウェイを使用する場合の設定例
2. configure terminal

3. ip nat service skinny tcp port number

手順の詳細

NAT でアプリケーション レベル ゲートウェイを使用する場
合の設定例

ここでは、次の設定例について説明します。

• 「例：NAT を通じた IPsec ESP の設定」（P.12）

• 「例：保持ポートのイネーブル化」（P.13）

• 「例：SPI マッチングのイネーブル化」（P.13）

• 「例：エンドポイント ルータにおける SPI マッチングの設定」（P.13）

• 「例：NAT に対する MultiPart SDP サポートのイネーブル化」（P.13）

• 「例：IP Phone と Cisco CallManager の間での NAT の設定」（P.13）

例：NAT を通じた IPsec ESP の設定

次に、vrf1 および vrf2 VPN について、共有サービスへのスタティック ルートを持つ Provider Edge
（PE; プロバイダー エッジ）ルータで設定された NAT の例を示します。NAT は、内部送信元スタ

ティック 1 対 1 変換として設定されます。

ip nat pool outside 192.0.2.1 192.0.2.14 netmask 255.255.255.0
ip nat outside source list 1 pool mypool
access-list 1 permit 192.0.2.3 0.0.0.255
ip nat inside source static 192.0.2.23 192.0.2.22 vrf vrf1
ip nat inside source static 192.0.2.21 192.0.2.2 vrf vrf2

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip nat service skinny tcp port number

例：
Router(config)# ip nat service skinny tcp port 
20002

指定された TCP ポートにスキニー プロトコルを設定します。
12
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  次の作業
例：保持ポートのイネーブル化 
次の例では、サードパーティ コンセントレータの TCP ポート 500 の設定方法を示します。アクセス リ
スト 10 が設定されています。

ip nat service list 10 IKE preserve-port
access-list 10 permit 10.1.1.1

例：SPI マッチングのイネーブル化 
次の例に、SPI マッチングをイネーブルにする方法を示します。アクセス リスト 10 が設定されています。

ip nat service list 10 ESP spi-match
access-list 10 permit 10.1.1.1

例：エンドポイント ルータにおける SPI マッチングの設定

次の例に、エンドポイント ルータで SPI マッチングをイネーブルにする方法を示します。

crypto ipsec nat-transparency spi-matching

例：NAT に対する MultiPart SDP サポートのイネーブル化 
ここでは、NAT に対する Multipart SDP サポートをイネーブルにする例を示します。

ip nat service allow-multipart

例：IP Phone と Cisco CallManager の間での NAT の設定 
ここでは、Cisco CallManager を 20002 ポートに設定する例を示します。

ip nat service skinny tcp port 20002

次の作業
• NAT の概要、および IP アドレス通信向けに NAT を設定する方法については、「Configuring NAT 

for IP Address Conservation」モジュールを参照してください。

• NAT の検証、モニタリング、およびメンテナンスについては、「Monitoring and Maintaining 
NAT」モジュールを参照してください。

• NAT と MPLS VPN の統合については、「Integrating NAT with MPLS VPNs」モジュールを参照し

てください。

• ハイ アベイラビリティを得るための NAT の設定については、「Configuring NAT for High 
Availability」モジュールを参照してください。
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  参考資料
参考資料

関連資料

規格

MIB

シスコのテクニカル サポート

関連項目 参照先

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

NAT コマンド：コマンド構文の詳細、コマンド モー

ド、デフォルト、使用上の注意事項、および例

『Cisco IOS IP Addressing Services Command Reference』

IP アクセス リストへのシーケンス番号づけ 『IP Access List Sequence Numbering』マニュアル

規格 タイトル

なし —

MIB MIB リンク

なし 選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリース、および機能セッ

トの MIB の場所を検索しダウンロードするには、次の URL にある 
Cisco MIB Locator を使用します。

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

説明 リンク

シスコのテクニカル サポートおよびドキュメンテー

ション Web サイトでは、オンライン リソースを提供

しており、マニュアル、ソフトウェア、およびツール

をダウンロードできます。これらのリソースは、ソフ

トウェアのインストールと設定や、シスコ製品とテク

ノロジーに関する技術上の問題のトラブルシューティ

ングおよび解決に使用してください。この Web サイ

ト上のツールにアクセスする際は、Cisco.com のログ

イン ID およびパスワードが必要です。

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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NAT でアプリケーション レベル ゲートウェイを使用する場
合の機能情報

表 1 に、この機能のリリース履歴を示します。

表 1 に、このモジュールで説明した機能をリストし、特定の設定情報へのリンクを示します。

プラットフォームのサポートおよびソフトウェア イメージのサポートに関する情報を検索するには、

Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator を使用すると、特定のソフトウェア リ
リース、機能セット、またはプラットフォームをサポートするソフトウェア イメージを判別できます。

Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスしてください。Cisco.com の
アカウントは必要ありません。

（注） 表 1 には、一連のソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入されたソフトウェア リリー

スだけが記載されています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リ
リースでもサポートされます。

表 1 NAT でアプリケーション レベル ゲートウェイを使用する場合の機能情報

機能名 リリース 機能の設定情報

NAT に対する MultiPart SDP サポート 15.0(1)M NAT に対する MultiPart SDP サポート機能は、NAT の拡

張ポートフォリオに対する SIP ALG に MultiPart SDP のサ

ポートを追加します。この機能は、デフォルトではディ

セーブルに設定されています。

次のセクションで、この機能に関する情報を参照できます。

• 「NAT に対する MultiPart SDP サポートのイネーブル

化」（P.9）

この機能により、コマンド debug ip nat、ip nat service が
変更されました。

NAT H.245 トンネリングのサポート 12.3(11)T NAT H.245 トンネリングのサポート機能により、H.323 
Application Level Gateway（ALG; アプリケーション レベル 
ゲートウェイ）で H.245 トンネリングが可能になります。

次のセクションで、この機能に関する情報を参照できます。

• 「NAT H.245 トンネリングのサポート」（P.5）
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NAT SCCP フラグメンテーションのサポー

ト

12.4(6)T
15.1(3)T 

NAT SCCP フラグメンテーション サポートは、NAT スキ

ニー ALG の TCP セグメントに対するサポートを追加する

機能です。IP やポートの変換を必要とする、分割されたペ

イロードはドロップされなくなります。

Cisco IOS Release 15.1(3)T では、レイヤ 4 フォワーディ

ングを使った NAT セグメンテーション機能が導入されま

した。

次のセクションで、この機能に関する情報を参照できます。

• 「SCCP フラグメンテーションの NAT サポート」

（P.11）

• 「レイヤ 4 フォワーディングを使った NAT セグメン

テーション」（P.11） 

この機能により、コマンド debug ip nat が変更されました。

H.323 v2 RAS に対する NAT サポート機能 12.2(2)T
15.0(1)S

Cisco IOS NAT は、RAS プロトコルで送信されたものを含

め、H.225 および H.245 メッセージ タイプをすべてサポー

トしています。

次のセクションで、この機能に関する情報を参照できます。

• 「H.323 v2 RAS に対する NAT サポート」（P.5）

v2 互換モードでの H.323 v3 および v4 に対

する NAT サポート

12.3(2)T v2 互換モードでの H.323 v3 および v4 に対する NAT サ
ポート機能により、Cisco NAT ルータは H.323 v3 および 
v4 でコーディングされたメッセージに H.323 v2 互換の

フィールドが含まれている場合に、これらのメッセージを

サポートできるようになります。この機能により、アドレ

ス変換を必要とする新しいメッセージ タイプや新しい

フィールドなど、v3 および v4 で導入された H.323 機能の

サポートが追加されるわけではありません。

次のセクションで、この機能に関する情報を参照できます。

• 「v2 互換モードでの H.323 v3 および v4 に対する NAT 
サポート」（P.5）

IPsec セキュリティ チェックに対する NAT 
サポート：フェーズ II

12.2(15)T IPSec ESP の NAT サポート：フェーズ II 機能は、Internet 
Key Exchange（IKE; インターネット キー エクスチェン

ジ）および ESP をサポートします。NAPT で設定された 
Cisco IOS ルータを通じたトンネル モードでカプセル化す

る必要は必要ありません。

次のセクションで、この機能に関する情報を参照できます。

• 「NAT を通じた IPsec の設定」（P.3）

• 「例：NAT を通じた IPsec ESP の設定」（P.12）

SIP に対する NAT サポート 12.2(8)T SIP への NAT サポートにより、SIP に基づく VoIP ソ
リューションの間に Cisco IOS NAT を設定する機能が追加

されます。

次のセクションで、この機能に関する情報を参照できます。

• 「NAT を通じた IPsec の設定」（P.3）

表 1 NAT でアプリケーション レベル ゲートウェイを使用する場合の機能情報 （続き）

機能名 リリース 機能の設定情報
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H.323 を使用していないアプリケーション

に対するサポート

12.2(33)XNC ALG を伴う NAT は、H.323 を使用していないアプリケー

ションがポート 1720 を使用している限り、このアプリ

ケーションからのパケットを変換します。

NAT を介した IPsec ESP のサポート 12.2(13)T NAT を通じた IPsec ESP は、オーバーロード モード、ま

たは Port Address Translation（PAT; ポート アドレス変換）

モードで設定された Cisco IOS Network Address 
Translation（NAT; ネットワーク アドレス変換）デバイス

経由で、複数の同時 IPsec Encapsulating Security Payload
（ESP）トンネルまたは接続をサポートするための機能を提

供します。

次のセクションで、この機能に関する情報を参照できます。

• 「NAT を通じた IPsec ESP の設定」（P.5）

表 1 NAT でアプリケーション レベル ゲートウェイを使用する場合の機能情報 （続き）

機能名 リリース 機能の設定情報
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  NAT でアプリケーション レベル ゲートウェイを使用する場合の機能情報
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NAT のモニタリングおよびメンテナンス

このモジュールでは、次の内容について説明します。

• 変換情報と統計を使用した Network Address Translation（NAT; ネットワーク アドレス変換）のモ

ニタリング。

• タイムアウトの期限切れ前に NAT 変換をクリアすることによる、NAT のメンテナンス。

• システム エラー メッセージ、例外、他の情報の syslog によるログとトラッキングを利用した、

NAT 変換のロギングのイネーブル化。

機能情報の検索
ご使用のソフトウェア リリースが、このモジュールで説明している機能の一部をサポートしていない

場合があります。 新の機能情報および警告については、ご使用のプラットフォームおよびソフトウェ

ア リリースのリリースノートを参照してください。このモジュールに記載されている機能に関する情報

を検索したり、各機能がサポートされているリリースに関するリストを参照したりするには、「NAT のモ

ニタリングとメンテナンスの機能情報」（P.12）を参照してください。

プラットフォームのサポートと、Cisco IOS および Catalyst OS ソフトウェア イメージのサポートに関

する情報を検索するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、

http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスしてください。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

目次
• 「NAT のモニタリングおよびメンテナンスの前提条件」（P.2）

• 「NAT のモニタリングとメンテナンスについて」（P.2）

• 「NAT のモニタリング方法とメンテナンス方法」（P.4）

• 「NAT のモニタリングおよびメンテナンスの例」（P.8）

• 「次の作業」（P.9）

• 「参考資料」（P.9）

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


NAT のモニタリングおよびメンテナンス

  NAT のモニタリングおよびメンテナンスの前提条件
NAT のモニタリングおよびメンテナンスの前提条件
このモジュールの作業を実行する前に、「IP アドレス節約のための NAT 設定」モジュールに記載され

た概念を理解し、NAT を設定しておく必要があります。

NAT のモニタリングとメンテナンスについて
このモジュールに記載されている作業を実行する前に、次の概念について理解しておく必要があります。

• 「NAT の表示内容」（P.2）

• 「Syslog の使用方法」（P.3）

NAT の表示内容 
IP NAT 変換情報には、基本的に 2 つのタイプがあります。

• 「変換エントリ」（P.2）

• 「スタティック情報」（P.3）

変換エントリ

次の内容を含む、変換エントリ情報。

• アドレスを識別するポートのプロトコル。

• 1 つ以上の内部のローカル IP アドレスを外部に対して表すために使用できる合法的な IP アドレス。

• 内部ネットワーク上のホストに割り当てられた IP アドレス（多くの場合 NIC やサービス プロバイ

ダーにより割り当てられた合法的アドレスではない）。

• 外部ホストが内部ネットワークに出現するときの IP アドレス（多くの場合 NIC やサービス プロバ

イダーにより割り当てられた合法的アドレスではない）。

• 外部ネットワーク上のホストに、所有者が割り当てた IP アドレス。

• エントリが作成されてからの経過時間（「時間：分：秒」形式）。

• エントリが 後に使用されてからの経過時間（「時間：分：秒」形式）。

• 変換タイプを示すフラグ。次のようなフラグがあります。

– extended：拡張変換。

– static：スタティック変換。

– destination：循環式変換。

– outside：外部変換。

– timing out：TCP finish（FIN）または reset（RST）フラグにより、以後変換を使用しない。
2



NAT のモニタリングおよびメンテナンス

  NAT のモニタリングとメンテナンスについて
スタティック情報

スタティック情報には次のような内容が含まれます。

• システム内でアクティブな変換の総数。この数値は、変換が作成されるたびに増加し、変換がクリ

アまたはタイムアウトになるたびに減少します。

• ip nat outside コマンドで outside とマークされたインターフェイスのリスト。

• ip nat inside コマンドで inside とマークされたインターフェイスのリスト。

• ソフトウェアが変換テーブル参照を行ってエントリを発見した回数。

• ソフトウェアが変換テーブル参照を行ったが、エントリが見つからず、エントリ作成を試行する必

要があった回数。

• ルータが起動されてから、期限切れになった変換の累積数。

• ダイナミック マッピングについての情報。

• 内部送信元変換についての情報。  

• 変換に使用されているアクセス リスト番号。

• プールの名称。

• そのプールを使用している変換の数。

• プールで使用されている IP ネットワーク マスク。

• プール範囲の開始 IP アドレス。

• プール範囲の終了 IP アドレス。

• プールのタイプ。汎用タイプまたは循環タイプです。

• 変換に使用可能なプール内のアドレスの数。

• 使用されているアドレスの数。

• プールからの割り当てに失敗した数。

NAT はログ オプション付き ACL をサポートしていません。同様の機能は、次のオプションのいずれ

かを使用して実現できます。

• ロギング オプションを持つ物理インターフェイスまたは VLAN。

• NetFlow の使用。

• syslog 機能の使用。

Syslog の使用方法

Syslog 分析により、システム エラー メッセージ、例外、他の情報（デバイス コンフィギュレーション

の変更など）の集約的なログ作成とトラッキングが行えます。記録されたエラー メッセージ データを

使用して、ルータとネットワーク パフォーマンスの分析が行えます。業務に重要な情報とメッセージ

をまとめたレポートを作成するよう、Syslog 分析をカスタマイズすることが可能です。

詳しくは、『Resource Manager Essentials and Syslog Analysis: How-To document』を参照してください。

http://www.cisco.com/warp/public/477/RME/rme_syslog.html
3
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  NAT のモニタリング方法とメンテナンス方法
NAT のモニタリング方法とメンテナンス方法
ここでは、次の手順について説明します。

• 「NAT 変換情報の表示」（P.4）（任意）

• 「タイムアウト前の NAT エントリのクリア」（P.6）（任意）

• 「Syslog での NAT 変換ロギングのイネーブル化」（P.7）（任意）

NAT 変換情報の表示

変換データと統計情報を表示するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. enable

2. show ip nat translations [verbose]

3. show ip nat statistics

手順の詳細

NAT 変換情報の表示：例

ここでは、次の例について説明します。

• 「NAT 変換の表示」（P.5）

• 「NAT 統計情報の表示」（P.5）

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 show ip nat translations [verbose]

例：
Router# show ip nat translations

（任意）アクティブな NAT 変換を表示します。

ステップ 3 show ip nat statistics

例：
Router# show ip nat statistics

（任意）アクティブな NAT 変換の統計を表示します。
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  NAT のモニタリング方法とメンテナンス方法
NAT 変換の表示

次に、show ip nat translations コマンドの出力例を示します。オーバーロードなしで、内部ホスト 2 
台がパケットをいくつかの外部ホストと交換しています。

Router# show ip nat translations

Pro Inside global      Inside local       Outside local      Outside global

--- 192.168.2.1  192.168.2.12  ---                ---

--- 192.168.2.21  192.168.2.89  ---                --

オーバーロードが発生し、Domain Name Server（DNS; ドメイン ネーム サーバ）トランザクションは

依然アクティブです。また、2 つの Telnet セッション（2 つの異なるホストからのもの）もアクティブ

です。2 台の異なる内部ホストが、外部では単一の IP アドレスになることに注意してください。

Router# show ip nat translations

Pro Inside global        Inside local       Outside local      Outside global

udp 192.168.2.20:1220  192.168.2.95:1220 192.168.2.22:53 192.168.2.20:53

tcp 192.168.2.20:11012 192.168.2.209:11012 192.168.1.220:23 192.168.2.20:23

tcp 192.168.2.20:1067 192.168.2.20:1067 192.168.2.20:23 192.168.2.20:23

次に、verbose キーワードを含めた出力例を示します。

Router# show ip nat translations verbose

Pro Inside global        Inside local       Outside local      Outside global

udp 192.168.2.20:1220 192.168.2.23:1220 192.168.2.24:53 192.168.2.25:53

        create 00:00:02, use 00:00:00, flags: extended

tcp 192.168.2.23:11012 192.168.2.30:11012 192.168.2.20:23 192.168.2.28:23

        create 00:01:13, use 00:00:50, flags: extended

tcp 192.168.2.24:1067 192.168.2.29:1067 192.168.2.20:23 192.168.2.50:23

        create 00:00:02, use 00:00:00, flags: extended

NAT 統計情報の表示

次に、show ip nat statistic コマンドの出力例を示します。

Router# show ip nat statistics

Total translations: 2 (0 static, 2 dynamic; 0 extended)
Outside interfaces: Serial0
Inside interfaces: Ethernet1
Hits: 135  Misses: 5
Expired translations: 2
Dynamic mappings:
-- Inside Source
access-list 1 pool net-208 refcount 2
 pool net-208: netmask 255.255.255.240
        start 192.168.0.0 end 192.168.255.255
        type generic, total addresses 14, allocated 2 (14%), misses 0
5
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  NAT のモニタリング方法とメンテナンス方法
タイムアウト前の NAT エントリのクリア

デフォルトでは、ある時点でダイナミック アドレス変換は NAT 変換テーブルからタイムアウトになり

ます。タイムアウトの前にエントリをクリアするには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. enable

2. clear ip nat translation inside global-ip local-ip outside local-ip global-ip

3. clear ip nat translation outside global-ip local-ip

4. clear ip nat translation protocol inside global-ip global-port local-ip local-port outside local-ip 
local-port-global-ip global-port

5. clear ip nat translation {* | [forced] | [inside global-ip local-ip] [outside local-ip global-ip]} 

6. clear ip nat translation inside global-ip local-ip [forced] 

7. clear ip nat translation outside local-ip global-ip [forced] 

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 clear ip nat translation inside global-ip 
local-ip outside local-ip global-ip

例：
Router# clear ip nat translation inside 
192.168.2.209 1220 192.168.2.95 1220
outside 192.168.2.100 53 192.168.2.101 53

（任意）内部変換を含む単一のダイナミック ハーフエント

リ、またはダイナミック設定で作成された内部変換と外部

変換の両方をクリアします。

• ダイナミック ハーフエントリがクリアされるのは、子

変換を持たない場合だけです。

ステップ 3 clear ip nat translation outside global-ip 
local-ip

例：
Router# clear ip nat translation outside 
192.168.2.100 1220 192.168.2.80

（任意）ダイナミック設定で作成された外部変換を含む単

一のダイナミック ハーフエントリをクリアします。

• ダイナミック ハーフエントリがクリアされるのは、子

変換を持たない場合だけです。

ステップ 4 clear ip nat translation protocol inside 
global-ip global-port local-ip local-port 
outside local-ip local-port-global-ip 
global-port

例：
Router# clear ip nat translation udp inside 
192.168.2.209 1220 192.168.2.195 1220
outside 192.168.2.13 53 192.168.2.132 53

（任意）UDP 変換エントリだけをクリアします。
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  NAT のモニタリング方法とメンテナンス方法
Syslog での NAT 変換ロギングのイネーブル化

NAT 変換のロギングは、syslog コマンドを使用してイネーブルまたはディセーブルにできます。

Syslog 分析により、システム エラー メッセージ、例外、他の情報（NAT 変換など）の集約的なログ作

成とトラッキングが行えます。記録されたエラー メッセージ データを使用して、ルータとネットワー

ク パフォーマンスの分析が行えます。業務に重要な情報とメッセージをまとめたレポートを作成する

よう、Syslog 分析をカスタマイズすることが可能です。

前提条件

この作業の実行前に、ロギングのイネーブル化の確認、サーバの IP アドレスの設定、捕捉するメッ

セージのレベル確定など、必要な syslog コマンドを特定しておく必要があります。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. ip nat log translations syslog

4. no logging console 

ステップ 5 clear ip nat translation {* | [forced] | 
[inside global-ip local-ip] [outside local-ip 
global-ip]}

例：
Router# clear ip nat translation * 

（任意）ダイナミック変換すべて（* もしくは forced キー

ワードを使用）、内部変換を含む単一のダイナミック ハー

フエントリ、外部変換を含む単一のダイナミック ハーフエ

ントリのいずれかをクリアします。

• 単一のダイナミック ハーフエントリをクリアする場合、

子変換を持たない場合にだけクリアが実行されます。

ステップ 6 clear ip nat translation inside global-ip 
local-ip [forced] 

例：
Router# clear ip nat translation * 

（任意）対応する外部変換の有無にかかわらず、ダイナ

ミック設定で作成された内部変換を含む単一のダイナミッ

ク ハーフエントリおよびその子変換を、強制的にクリアし

ます。

• ダイナミック ハーフエントリは、子変換の有無にかか

わらず、必ずクリアされます。

ステップ 7 clear ip nat translation outside local-ip 
global-ip [forced] 

例：
Router# clear ip nat translation * 

（任意）ダイナミック設定で作成された外部変換を含む単

一のダイナミック ハーフエントリおよびその子変換を、強

制的にクリアします。

• ダイナミック ハーフエントリは、子変換の有無にかか

わらず、必ずクリアされます。

コマンドまたはアクション 目的
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  NAT のモニタリングおよびメンテナンスの例
手順の詳細

NAT のモニタリングおよびメンテナンスの例
ここでは、次の設定例について説明します。

• 「UDP NAT 変換のクリア：例」（P.8）

• 「Syslog のイネーブル化：例」（P.9）

UDP NAT 変換のクリア：例

次に、User Datagram Protocol（UDP; ユーザ データグラム プロトコル）エントリのクリア前後の 
NAT エントリの例を示します。

Router# show ip nat translation

Pro Inside global        Inside local       Outside local      Outside global

udp 192.168.2.20:1220  192.168.2.95:1220 192.168.2.22:53 192.168.2.20:53

tcp 192.168.2.20:11012 192.168.2.209:11012 171.69.1.220:23 192.168.2.20:23

tcp 192.168.2.20:1067 192.168.2.20:1067 192.168.2.20:23 192.168.2.20:23

Router# clear ip nat translation udp inside 192.168.2.20:1067 192.168.2.20:1067 outside 
192.168.2.20:23 192.168.2.20:23

Router# show ip nat translation
 
Pro Inside global      Inside local       Outside local      Outside global

udp 192.168.2.20:1220  192.168.2.95:1220 192.168.2.22:53 192.168.2.20:53

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 ip nat log translations syslog

例：
Router(config)# ip nat log translations syslog

syslog の NAT 変換のロギングをイネーブルにします。

ステップ 4 no logging console 

例：
Router(config)# no logging console 

（任意）ログのコンソールへの表示をディセーブルにします。

• コンソールへのロギングは、デフォルトでイネーブル

になっています。
8
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  次の作業
tcp 192.168.2.20:11012 192.168.2.209:11012 171.69.1.220:23 192.168.2.20:23

Syslog のイネーブル化：例 
次の例に、NAT エントリを syslog に記録する方法を示します。

Router(config)# logging on
Router(config)# logging 1.1.1.1
Router(config)# logging trap informational
Router(Config)# ip nat log translations syslog

NAT 情報の記録フォーマット（ICMP ping には NAT オーバーロード コンフィギュレーションを介す

るなど）は、次のとおりです。

Apr 25 11:51:29 [10.0.19.182.204.28] 1: 00:01:13: NAT:Created icmp
135.135.5.2:7 171 12.106.151.30:7171 54.45.54.45:7171
54.45.54.45:7171
Apr 25 11:52:31 [10.0.19.182.204.28] 8: 00:02:15: NAT:Deleted icmp
135.135.5.2:7 172 12.106.151.30:7172 54.45.54.45:7172
54.45.54.45:7172

次の作業
• アプリケーション レベル ゲートウェイで使用するよう NAT を設定するには、「NAT でのアプリ

ケーション レベル ゲートウェイの使用」モジュールを参照してください。

• NAT を MPLS VPN と統合するには、「Integrating NAT with MPLS VPNs」モジュールを参照して

ください。

• ハイ アベイラビリティに NAT を設定するには、「Configuring NAT for High Availability」モ

ジュールを参照してください。

参考資料
ここでは、NAT のモニタリングとメンテナンスに関する関連資料について説明します。

関連資料

規格

関連項目 参照先

NAT コマンド：コマンド構文、コマンド モード、コ

マンド履歴、デフォルト、使用に関する注意事項、お

よび例

『Cisco IOS IP Command Reference, Volume 1 of 3: Addressing and 
Services, Release 12.3 』の「IP Addressing Commands」の章

規格 タイトル

なし
9
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  参考資料
MIB

RFC

シスコのテクニカル サポート

MIB MIB リンク

なし 選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリース、および機能セッ

トの MIB の場所を検索しダウンロードするには、次の URL にある 
Cisco MIB Locator を使用します。

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

RFC タイトル

なし

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを 大限に活用してください。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立

ちます。

• テクニカル サポートを受ける

• ソフトウェアをダウンロードする

• セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ

製品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

• ツールおよびリソースへアクセスする

– Product Alert の受信登録

– Field Notice の受信登録

– Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

• Networking Professionals（NetPro）コミュニ

ティで、技術関連のディスカッションに参加する

• トレーニング リソースへアクセスする

• TAC Case Collection ツールを使用して、ハード

ウェアや設定、パフォーマンスに関する一般的な

問題をインタラクティブに特定および解決する

この Web サイト上のツールにアクセスする際は、

Cisco.com のログイン ID およびパスワードが必要です。

http://www.cisco.com/en/US/support/index.html 
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  コマンド リファレンス
コマンド リファレンス
このモジュールに記載されている 1 つ以上の機能で、次のコマンドが追加または変更されています。こ

れらのコマンドの詳細については、『Cisco IOS <Technology> Command Reference』
（http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/command/reference/iad_cr_book.html）を参照してくだ

さい。すべての Cisco IOS コマンドの詳細については、http://tools.cisco.com/Support/CLILookup で
コマンド検索ツールを使用するか、

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html で『Cisco IOS Master 
Command List, All Releases』を参照してください。

この機能で使用される新しいコマンドまたは変更されたコマンドはありません。
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NAT のモニタリングとメンテナンスの機能情報
表 1 に、このモジュールで説明した機能をリストし、特定の設定情報へのリンクを示します。この

テーブルには、Cisco IOS Release 12.2(1)、Cisco IOS Release 12.2(1)、12.0(3) またはそれ以降のリ

リースで導入または変更された新しい機能だけが記載されています。

ご使用の Cisco IOS ソフトウェア リリースでは、一部のコマンドが使用できない場合があります。特

定のコマンドのリリース情報については、コマンド リファレンス マニュアルを参照してください。

プラットフォームのサポートおよびソフトウェア イメージのサポートに関する情報を検索するには、

Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator を使用すると、特定のソフトウェア リ
リース、機能セット、またはプラットフォームをサポートする Cisco IOS と Catalyst OS のソフトウェ

ア イメージを判別できます。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアクセ

スしてください。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

（注） 表 1 に、特定の Cisco IOS ソフトウェア リリース群で特定の機能をサポートする Cisco IOS ソフト

ウェア リリースだけを示します。特に明記されていない限り、Cisco IOS ソフトウェア リリース群の

後続のリリースでもこの機能をサポートします。

Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's 
trademarks can be found at 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. (1005R)

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび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。

© 2009 Cisco Systems, Inc. 
All rights reserved.

Copyright © 2009–2011, シスコシステムズ合同会社 .
All rights reserved.

表 1 NAT のモニタリングとメンテナンスの機能情報

機能名 リリース 機能情報

NAT：ダイナミック NAT ハーフエントリの強

制的クリア 
Cisco IOS 
12.2 (33) 
XND

2 つめの forced キーワードが clear ip nat translation コマ

ンドに追加され、子変換の有無にかかわらずハーフエント

リを削除できるようになりました。
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ファイアウォールおよび NAT 対応の Sun 
RPC ALG サポート

ファイアウォールおよび NAT 対応の Sun RPC ALG サポート機能により、ファイアウォールにおける 
Sun Microsystems（Sun）Remote Procedure Call（RPC; リモート プロシージャ コール）Application 
Layer Gateway（ALG; アプリケーション レイヤ ゲートウェイ）のサポート、および Network Address 
Translation（NAT; ネットワーク アドレス変換）のサポートが追加されます。Sun RPC は、リモート 
サーバ プログラム内の関数をクライアント プログラムが呼び出すことができるようにするアプリケー

ション レイヤ プロトコルです。

機能情報の検索
ご使用のソフトウェア リリースが、このモジュールで説明している機能の一部をサポートしていない

場合があります。 新の機能情報および警告については、ご使用のプラットフォームおよびソフトウェ

ア リリースのリリースノートを参照してください。このモジュールに記載されている機能に関する情報

を検索したり、各機能がサポートされているリリースに関するリストを参照したりするには、「ファイア

ウォールおよび NAT 対応の Sun RPC ALG サポートの機能情報」（P.13）を参照してください。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォーム、およびシスコのソフトウェア イメージの

各サポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアク

セスしてください。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。

目次
• 「ファイアウォールおよび NAT 対応の Sun RPC ALG サポートに関する制約事項」（P.2）

• 「ファイアウォールおよび NAT 対応の Sun RPC ALG サポートについて」（P.2）

• 「ファイアウォールおよび NAT 対応の Sun RPC ALG サポートの設定方法」（P.2）

• 「ファイアウォールおよび NAT 対応の Sun RPC ALG サポートの設定例」（P.11）

• 「参考資料」（P.12）

• 「ファイアウォールおよび NAT 対応の Sun RPC ALG サポートの機能情報」（P.13）

http://www.cisco.com/go/cfn
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  ファイアウォールおよび NAT 対応の Sun RPC ALG サポートに関する制約事項
ファイアウォールおよび NAT 対応の Sun RPC ALG サポー
トに関する制約事項

• ポートマッパー バージョン 2 のみサポートされます。

• RPC バージョン 2 のみサポートされます。

ファイアウォールおよび NAT 対応の Sun RPC ALG サポー
トについて

• 「Sun RPC」（P.2）

Sun RPC

Sun RPC ALG は、Sun RPC プロトコルのディープ パケット インスペクションを提供します。Sun 
RPC ALG は、管理者が一致フィルタを設定できるプロビジョニング システムと連動します。一致フィ

ルタは、Sun RPC パケット内の検索で使用される一致基準を定義し、それにより、基準に一致するパ

ケットのみ許可されます。

RPC では、クライアント プログラムは、サーバ プログラム内の関数を呼び出します。RPC ライブラリ

は、プロシージャ引数をネットワーク メッセージ内にパッケージ化し、それをサーバに送信します。

次にサーバは、RPC ライブラリを使用して、ネットワーク メッセージから引数を取り出し、指定され

たサーバ プロシージャを呼び出します。サーバ関数が戻り値を返すと、その戻り値がネットワーク 
メッセージ内にパッケージ化され、クライアントに送り返されます。

Sun RPC プロトコルの詳細については、RFC 1057、『RPC: Remote Procedure Call Protocol 
Specification Version 2』を参照してください。

ファイアウォールおよび NAT 対応の Sun RPC ALG サポー
トの設定方法

ファイアウォールおよび NAT がイネーブルの場合に Sun RPC を動作させるには、ALG で Sun RPC パ
ケットを検査する必要があります。また ALG で、ダイナミック ファイアウォール セッションの確立、

NAT 変換後のパケット コンテンツの修正など、Sun RPC 固有の問題を処理する必要もあります。

ここでは、次の作業について説明します。

• 「Sun RPC ALG 対応のファイアウォールの設定」（P.3）

• 「Sun RPC ALG 対応の NAT の設定」（P.11）
2
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  ファイアウォールおよび NAT 対応の Sun RPC ALG サポートの設定方法
Sun RPC ALG 対応のファイアウォールの設定

Sun RPC は、ポリシーおよびクラス マップを使用して作成するゾーンベースのファイアウォールを使

用して設定します。レイヤ 7 クラス マップを使用することで、管理者は、一致フィルタを設定できま

す。このフィルタでは、Sun RPC パケット内で検索するプログラム番号を指定します。Sun RPC レイ

ヤ 7 ポリシー マップは、service-policy コマンドを使用するレイヤ 4 ポリシー マップの子ポリシーと

して設定します。

Sun RPC レイヤ 4 クラス マップが設定され、一方でレイヤ 7 ファイアウォール ポリシーが設定されて

いない場合、Sun RPC により戻されるトラフィックはファイアウォールを通過できますが、レイヤ 7 
レベルではセッションは検査されません。この結果、後続の RPC 呼び出しはファイアウォールにより

ブロックされます。Sun RPC レイヤ 4 クラス マップおよびレイヤ 7 ポリシーを設定すると、レイヤ 7 
インスペクションが使用できるようになります。空のレイヤ 7 ファイアウォール ポリシー、つまり、

一致フィルタが設定されていないレイヤ 7 ファイアウォール ポリシーを設定できます。

ファイアウォールの設定には、次の作業が含まれます。

• 「レイヤ 7 ファイアウォール ポリシー対応のクラス マップの設定」（P.3）

• 「レイヤ 3 およびレイヤ 4 ファイアウォール ポリシー対応のクラス マップの設定」（P.4）

• 「Sun RPC ファイアウォール ポリシー マップの設定」（P.5）

• 「レイヤ 4 クラスとレイヤ 7 ポリシー マップの関連付け」（P.6）

• 「セキュリティ ゾーンとゾーン ペアの作成、およびポリシー マップのゾーン ペアへのアタッチ」（P.8）

制約事項

• シスコは、同じインターフェイスに対してセキュリティ ゾーンと検査ルールの両方を設定するこ

とを推奨していません。

• Sun RPC プロトコルを検査する場合（つまり、レイヤ 4 クラス マップで match protocol sunrpc 
コマンドを指定した場合）、レイヤ 7 Sun RPC ポリシー マップが必要になります。

ゾーンベースのファイアウォール ポリシーの詳細については、『Cisco IOS Security Configuration 
Guide: Securing the Data Plane』の「Zone-Based Firewall Policy」モジュールを参照してください。

レイヤ 7 ファイアウォール ポリシー対応のクラス マップの設定

ネットワーク トラフィックを分類するためのクラス マップを設定するには、この作業を実行します。

この設定により、Sun RPC を使用する mount（100005）、Network File System（NFS; ネットワーク 
ファイル システム）（100003）などのプログラムが使用できるようになります。100005 および 
100003 は Sun RPC プログラムの番号です。デフォルトでは、Sun RPC ALG はすべてのプログラムを

ブロックします。

Sun RPC プログラムおよびプログラム番号の詳細については、RFC 1057、『RPC: Remote Procedure 
Call Protocol Specification Version 2』を参照してください。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. class-map type inspect protocol-name {match-any | match-all} class-map-name

4. match program-number program-number

5. exit
3
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  ファイアウォールおよび NAT 対応の Sun RPC ALG サポートの設定方法
手順の詳細

レイヤ 3 およびレイヤ 4 ファイアウォール ポリシー対応のクラス マップの設定

ネットワーク トラフィックを分類するためのクラス マップを設定するには、この作業を実行します。

完全一致基準を指定すると、Sun RPC トラフィックは、クラスのすべての Sun RPC レイヤ 7 フィルタ

（プログラム番号として指定）に従います。部分一致基準を指定すると、Sun RPC トラフィックは、ク

ラスの Sun RPC レイヤ 7 フィルタ（プログラム番号として指定）の少なくとも 1 つに従います。

手順の概要

1. class-map type inspect {match-any | match-all} class-map-name

2. match protocol protocol-name

3. exit 

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# 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。

ステップ 3 class-map type inspect protocol-name 
{match-any | match-all} class-map-name

例：
Router(config)# class-map type inspect sunrpc 
match-any sunrpc-l7-cmap

レイヤ 7（アプリケーション固有）検査タイプ クラス マッ

プを作成し、クラス マップ コンフィギュレーション モー

ドを開始します。

ステップ 4 match program-number program-number

例：
Router(config-cmap)# match program-number 
100005

許可する RPC プロトコル プログラム番号を一致基準とし

て指定します。

ステップ 5 exit

例：
Router(config-cmap)# exit

クラス マップ コンフィギュレーション モードを終了し、

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
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  ファイアウォールおよび NAT 対応の Sun RPC ALG サポートの設定方法
手順の詳細

Sun RPC ファイアウォール ポリシー マップの設定

Sun RPC ファイアウォール ポリシー マップを設定するには、この作業を実行します。ポリシー マップ

を使用して、レイヤ 7 ファイアウォール ポリシーのクラス マップで定義する Sun RPC レイヤ 7 クラス

ごとにパケット転送を許可します。

手順の概要

1. policy-map type inspect protocol-name policy-map-name

2. class type inspect protocol-name class-map-name

3. allow

4. exit

5. exit

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 class-map type inspect {match-any | match-all} 
class-map-name

例：
Router(config)# class-map type inspect 
match-any sunrpc-l4-cmap

レイヤ 3 およびレイヤ 4 検査タイプ クラス マップを作成

し、クラス マップ タイプ コンフィギュレーション モード

を開始します。

ステップ 2 match protocol protocol-name

例：
Router(config-cmap)# match protocol sunrpc

指定したプロトコルに基づいてクラス マップの一致基準を

設定します。

ステップ 3 exit

例：
Router(config-cmap)# exit

クラス マップ コンフィギュレーション モードを終了し、

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
5
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  ファイアウォールおよび NAT 対応の Sun RPC ALG サポートの設定方法
手順の詳細

レイヤ 4 クラスとレイヤ 7 ポリシー マップの関連付け

レイヤ 4 クラスおよびレイヤ 7 ポリシー マップを割り当てるには、この作業を実行します。

手順の概要

1. policy-map type inspect policy-map-name

2. class type inspect class-map-name

3. inspect [parameter-map-name]

4. service-policy protocol-name policy-map-name

5. exit

6. class class-default

7. drop

8. exit

9. exit

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 policy-map type inspect protocol-name 
policy-map-name

例：
Router(config)# policy-map type inspect sunrpc 
sunrpc-l7-pmap

レイヤ 7（プロトコル固有）検査タイプ ポリシー マップを

作成し、ポリシー マップ コンフィギュレーション モード

を開始します。

ステップ 2 class type inspect protocol-name 
class-map-name

例：
Router(config-pmap)# class type inspect sunrpc 
sunrpc-l7-cmap

アクションを実行する対象のトラフィック（クラス）を指

定し、ポリシー マップ クラス コンフィギュレーションを

開始します。

ステップ 3 allow

例：
Router(config-pmap-c)# allow

パケット転送を許可します。

ステップ 4 exit

例：
Router(config-pmap-c)# exit

ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モードを

終了し、ポリシー マップ コンフィギュレーション モード

に戻ります。

ステップ 5 exit

例：
Router(config-pmap)# exit

ポリシー マップ コンフィギュレーション モードを終了し、

グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。
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  ファイアウォールおよび NAT 対応の Sun RPC ALG サポートの設定方法
手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 policy-map type inspect policy-map-name

例：
Router(config)# policy-map type inspect 
sunrpc-l4-pmap

レイヤ 3 およびレイヤ 4 検査タイプ ポリシー マップを作成

し、ポリシー マップ コンフィギュレーションを開始します。

ステップ 2 class type inspect class-map-name

例：
Router(config-pmap)# class type inspect 
sunrpc-l4-cmap

アクションを実行する対象のトラフィック（クラス）を指

定し、ポリシー マップ クラス コンフィギュレーションを

開始します。

ステップ 3 inspect [parameter-map-name]

例：
Router(config-pmap-c)# inspect

Cisco IOS ステートフル パケット インスペクションをイ

ネーブルにします。

ステップ 4 service-policy protocol-name policy-map-name

例：
Router(config-pmap-c)# service-policy sunrpc 
sunrpc-l7-pmap

レイヤ 7 ポリシー マップをトップレベルのレイヤ 3 または

レイヤ 4 ポリシー マップにアタッチします。

ステップ 5 exit

例：
Router(config-pmap-c)# exit

ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モードを

終了し、ポリシー マップ コンフィギュレーション モード

に戻ります。

ステップ 6 class class-default

例：
Router(config-pmap)# class class-default

ポリシーを設定する前にデフォルト クラス（一般的にクラス

デフォルト クラスと呼ばれます）を指定し、ポリシー マッ

プ クラス コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 7 drop

例：
Router(config-pmap-c)# drop

特定のクラスに属するパケットを廃棄するトラフィック ク
ラスを設定します。

ステップ 8 exit

例：
Router(config-pmap-c)# exit

ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モードを

終了し、ポリシー マップ コンフィギュレーション モード

に戻ります。

ステップ 9 exit

例：
Router(config-pmap)# exit

ポリシー マップ コンフィギュレーション モードを終了し、

グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。
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セキュリティ ゾーンとゾーン ペアの作成、およびポリシー マップのゾーン ペアへのアタッチ

ゾーン ペアを作成するには、2 つのセキュリティ ゾーンが必要です。ただし、1 つのセキュリティ 
ゾーンのみ作成でき、もう 1 つのセキュリティ ゾーンはシステム定義のセキュリティ ゾーンにするこ

とができます。システム定義のセキュリティ ゾーンを作成するには、self キーワードを指定した 
zone-pair security コマンドを設定します。

（注） セルフ ゾーンを選択する場合、検査ポリシングは設定できません。

次の作業を順番どおりに完了します。

• 少なくとも 1 つのセキュリティ ゾーンを作成します。

• ゾーン ペアを定義します。

• インターフェイスをセキュリティ ゾーンに割り当てます。

• ポリシー マップをゾーン ペアにアタッチします。

セキュリティ ゾーンの制約事項

• インターフェイスをゾーンとレガシー検査ポリシーの両方に同時に所属させることはできません。

• インターフェイスは、1 つのセキュリティ ゾーンのみにメンバとして所属させることができます。

• インターフェイスがセキュリティ ゾーンのメンバである場合、そのインターフェイスへのトラ

フィックおよびそのインターフェイスからのトラフィックはすべてブロックされます。ただし、そ

のゾーンを含むゾーン ペアに対して明示的なゾーン間ポリシーを設定した場合は、この限りでは

ありません。

• セキュリティ ゾーンのメンバであるインターフェイスと、セキュリティ ゾーンのメンバでないイ

ンターフェイスの間でトラフィックを流すことはできません。これは、2 つのゾーン間でしかポリ

シーを適用できないためです。

• ルータのすべてのインターフェイス間でトラフィックが流れるようにするには、インターフェイス

を少なくとも 1 つのセキュリティ ゾーンのメンバにする必要があります。インターフェイスをセ

キュリティ ゾーンのメンバにした後、ポリシー アクション（検査、通過など）でパケット転送を

明示的に許可する必要があるため、これは特に重要です。これを行わないと、パケットはドロップ

されます。

• ルータのインターフェイスをセキュリティ ゾーンまたはファイアウォール ポリシーに所属させる

ことができない場合、そのインターフェイスをセキュリティ ゾーンに追加し、そのゾーンとトラ

フィック フローの対象となる他のゾーンとの間に、すべて通過ポリシー（つまり、ダミー ポリ

シー）を設定する必要があります。

• セキュリティ ゾーンとゾーン ペアの間で Access Control List（ACL; アクセス コントロール リス

ト）は適用できません。トラフィックをドロップするには、ACL 設定をクラス マップに含め、ポ

リシー マップを使用します。

• セキュリティ ゾーン内のすべてのインターフェイスは、同じ Virtual Routing and Forwarding
（VRF; 仮想ルーティングおよび転送）インスタンスに属している必要があります。

• メンバ インターフェイスが個別の VRF にあるセキュリティ ゾーン間でポリシーを設定できます。

ただし、設定で許可されていない場合、これらの VRF 間をトラフィックは流れません。トラ

フィックが VRF 間を流れない場合（VRF 間のルートリークが設定されていないため）、VRF 間の

ポリシーは実行されません。これは、ポリシー側ではなく、ルーティング側の設定の問題です。

• 同じセキュリティ ゾーン内のインターフェイス間のトラフィックはポリシーには従わず、自由に

通過します。
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• ゾーン ペアの送信元ゾーンおよび宛先ゾーンは、タイプ セキュリティのゾーンである必要があり

ます。

• 同じゾーンを送信元ゾーンと宛先ゾーンの両方として定義することはできません。

手順の概要

1. zone security {zone-name | default}

2. exit

3. zone security {zone-name | default}

4. exit

5. zone-pair security zone-pair-name source {source-zone-name | self | default} destination 
{destination-zone-name | self | default}

6. service-policy type inspect policy-map-name

7. exit

8. interface type number

9. ip address ip-address mask [secondary [vrf vrf-name]]

10. zone-member security zone-name

11. exit

12. interface type number

13. ip address ip-address mask [secondary [vrf vrf-name]]

14. zone-member security zone-name

15. end

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 zone security {zone-name | default}

例：
Router(config)# zone security z-client

セキュリティ ゾーンを作成し、セキュリティ ゾーン コン

フィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 exit

例：
Router(config-sec-zone)# exit

セキュリティ ゾーン コンフィギュレーション モードを終

了し、グローバル コンフィギュレーション モードに戻り

ます。

ステップ 3 zone security {zone-name | default}

例：
Router(config)# zone security z-server

セキュリティ ゾーンを作成し、セキュリティ ゾーン コン

フィギュレーション モードを開始します。

ステップ 4 exit

例：
Router(config-sec-zone)# exit

セキュリティ ゾーン コンフィギュレーション モードを終

了し、グローバル コンフィギュレーション モードに戻り

ます。
9
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ステップ 5 zone-pair security zone-pair-name source 
{source-zone-name | self | default} 
destination {destination-zone-name | self | 
default} 

例：
Router(config)# zone-pair security clt2srv 
source z-client destination z-server

ゾーン ペアを作成し、ゾーンペア コンフィギュレーショ

ン モードを開始します。

ステップ 6 service-policy type inspect policy-map-name

例：
Router(config-sec-zone-pair)# service-policy 
type inspect sunrpc-l4-pmap

ファイアウォール ポリシー マップをゾーン ペアにアタッ

チします。

ステップ 7 exit

例：
Router(config-sec-zone-pair)# exit

ゾーンペア コンフィギュレーション モードを終了し、グ

ローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 8 interface type number

例：
Router(config)# interface Serial2/0

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

ステップ 9 ip address ip-address mask [secondary [vrf 
vrf-name]]

例：
Router(config-if)# ip address 192.168.6.5 
255.255.255.0

インターフェイスに対するプライマリ IP アドレスまたは

セカンダリ IP アドレスを設定します。

ステップ 10 zone-member security zone-name

例：
Router(config-if)# zone-member security 
z-client

インターフェイスをセキュリティ ゾーンにアタッチします。

ステップ 11 exit

例：
Router(config-if)# exit

インターフェイス コンフィギュレーション モードを終了し、

グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 12 interface type number

例：
Router(config)# interface Serial2/1

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

ステップ 13 ip address ip-address mask [secondary [vrf 
vrf-name]] 

例：
Router(config-if)# ip address 192.168.6.5 
255.255.255.0

インターフェイスに対するプライマリ IP アドレスまたは

セカンダリ IP アドレスを設定します。
10



ファイアウォールおよび NAT 対応の Sun RPC ALG サポート

  ファイアウォールおよび NAT 対応の Sun RPC ALG サポートの設定例
Sun RPC ALG 対応の NAT の設定

デフォルトでは、NAT をイネーブルにすると、Sun RPC ALG は自動的にイネーブルになります。

NAT のみの設定では Sun RPC ALG を明示的にイネーブルにする必要はありません。NAT において 
Sun RPC ALG をディセーブルにするには、no ip nat service alg コマンドを使用します。

ファイアウォールおよび NAT 対応の Sun RPC ALG サポー
トの設定例

ここでは、次の設定例について説明します。

• 「例：Sun RPC ALG 対応のファイアウォールの設定」（P.11）

例：Sun RPC ALG 対応のファイアウォールの設定

以下は、Sun RPC ALG サポート対応のファイアウォールの設定例です。

class-map type inspect sunrpc match-any sunrpc-l7-cmap
 match program-number 100005
class-map type inspect match-any sunrpc-l4-cmap
 match protocol sunrpc
!
!
policy-map type inspect sunrpc sunrpc-l7-pmap
 class type inspect sunrpc sunrpc-l7-cmap
  allow
policy-map type inspect sunrpc-l4-pmap
 class type inspect sunrpc-l4-cmap
  inspect
  service-policy sunrpc sunrpc-l7-pmap
 class class-default
  drop
!
zone security z-client
zone security z-server
zone-pair security clt2srv source z-client destination z-server
 service-policy type inspect sunrpc-l4-pmap
!
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 zone-member security z-client
!

ステップ 14 zone-member security zone-name 

例：
Router(config-if)# zone-member security 
z-server

インターフェイスをセキュリティ ゾーンにアタッチします。

ステップ 15 end

例：
Router(config-if)# end

インターフェイス コンフィギュレーション モードを終了

し、特権 EXEC モードに戻ります。
11



ファイアウォールおよび NAT 対応の Sun RPC ALG サポート

  参考資料
interface GigabitEthernet0/2
 ip address 192.168.23.1 255.255.255.0
 zone-member security z-server

参考資料

関連資料

規格

MIB

RFC

関連項目 参照先

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

IP アドレッシング コマンド 『Cisco IOS IP Addressing Command Reference』

セキュリティ コマンド 『Cisco IOS Security Command Reference』

ファイアウォール 『Cisco IOS Security Configuration Guide: Securing the Data Plane』
の「Zone-Based Firewall Policy」モジュール

NAT 『Cisco IOS IP Addressing Configuration Guide』の「Configuring 
NAT」モジュール

規格 タイトル

この機能がサポートする新しい規格または変更された

規格はありません。また、この機能で変更された既存

規格のサポートはありません。

—

MIB MIB リンク

なし 選択したプラットフォーム、シスコのソフトウェア リリース、お

よび機能セットの MIB の場所を検索しダウンロードするには、次

の URL にある Cisco MIB Locator を使用します。

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

RFC タイトル

RFC 1057 『RPC: Remote Procedure Call Protocol Specification Version 2』
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シスコのテクニカル サポート

ファイアウォールおよび NAT 対応の Sun RPC ALG サポー
トの機能情報

表 1 に、この機能のリリース履歴を示します。

プラットフォームのサポートおよびソフトウェア イメージのサポートに関する情報を検索するには、

Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator を使用すると、特定のソフトウェア リ
リース、機能セット、またはプラットフォームをサポートするソフトウェア イメージを判別できます。

Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスしてください。Cisco.com の
アカウントは必要ありません。

（注） 表 1 には、一連のソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入されたソフトウェア リリー

スだけが記載されています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リ
リースでもサポートされます。

Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's trademarks 
can be found at 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. (1005R)

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび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。

Copyright © 2010 Cisco Systems, Inc. 
All rights reserved.

Copyright © 2010–2011, シスコシステムズ合同会社 .
All rights reserved.

説明 リンク

シスコのテクニカル サポートおよびドキュメンテー

ション Web サイトでは、オンライン リソースを提供

しており、マニュアル、ソフトウェア、およびツール

をダウンロードできます。これらのリソースは、ソフ

トウェアのインストールと設定や、シスコ製品とテク

ノロジーに関する技術上の問題のトラブルシューティ

ングおよび解決に使用してください。この Web サイ

ト上のツールにアクセスする際は、Cisco.com のログ

イン ID およびパスワードが必要です。

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html

表 1 ファイアウォールおよび NAT 対応の Sun RPC ALG サポートの機能情報

機能名 リリース 機能情報

ファイアウォールおよび NAT 対応の Sun RPC 
ALG サポート

15.1(1)S ファイアウォールおよび NAT 対応の Sun RPC ALG サポー

ト機能は、ファイアウォールおよび NAT における Sun 
RPC ALG のサポートを追加します。
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