
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。
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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
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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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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_acct_sec.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iad_dhcp_svr_cfg.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_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_rly_agt.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_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_sod_apm.html
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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
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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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