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• wireless security dot1x radius mac-authentication call-station-id（368ページ）
• wireless security dot1x radius mac-authentication mac-delimiter（370ページ）
• wireless security web-auth retries（371ページ）
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• wireless wps ap-authentication（374ページ）
• wireless wps client-exclusion（375ページ）
• wireless wps mfp（377ページ）
• wireless wps rogue（378ページ）
• wireless wps rogue ap rldp alarm-only（379ページ）
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gas-ap-rate-limit
特定の期間にアクセスポイント（AP）によってコントローラに送信されるGenericAdvertisement
Service（GAS）またはAccessNetworkQuery Protocol（ANQP）の要求アクションフレームの数
を設定するには、gas-ap-rate-limit コマンドを使用します。

gas-ap-rate-limit number-of-requests request-limit-interval

構文の説明 特定の間隔で許可される GASまたは ANQP要求の数。有効な範囲は 1
～ 100です。

number-of-requests

最大数の要求が適用される間隔。有効な範囲は100～1000ミリ秒です。request-limit-interval

コマンドデフォルト 制限は有効になっていません。

コマンドモード APプロファイルコンフィギュレーション（config-ap-profile）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.12.1

例

次に、特定の期間にAPによってコントローラに送信されるGASまたはANQP要求の
アクションフレームの数を設定する例を示します。

Device(config)# ap profile hotspot
Device(config-ap-profile)# gas-ap-rate-limit 12 120
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group
施設および施設タイプのグループを設定するには、groupコマンドを使用します。グループを
削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

group venue-group venue-type

構文の説明 施設グループ。オプション：assembly、business、educational、industrial、
institutional、mercantile、outdoor、residential、storage、unspecified、utility、
vehicular。

venue-group

場所のタイプ。オプションは venue-groupによって異なります。venue-type

コマンドデフォルト なし

コマンドモード ワイヤレス ANQPサーバコンフィギュレーション（config-wireless-anqp-server）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.12.1

使用上のガイドライン

例

次に、施設および施設タイプのグループを設定する例を示します。

Device(config)#wireless hotspot anqp-server my-server
Device(config-wireless-anqp-server)# group business bank
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gtk-randomize
ホール 196緩和のためにランダム GTKを設定するには、gtk-randomize コマンドを使用しま
す。アイコンを削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

gtk-randomize

構文の説明 このコマンドにはキーワードまたは引数はありません。

コマンドデフォルト なし

コマンドモード WLANの設定（config-wlan）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.12.1

使用上のガイドライン 各モバイルデバイスに使用されるGTKは、BSSに関連付けられている他のモバイルデバイス
に使用されるすべての GTKとは異なる必要があります。

例

次に、ホール 196緩和のためにランダム GTKを設定する例を示します。
Device(config-wlan)# security wpa wpa2 gtk-randomize
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hessid
同種の拡張サービスセットを設定するには、hessid コマンドを使用します。サービスセット
を削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

hessid HESSID-value

構文の説明 HESSID
値。

HESSID-value

コマンドデフォルト なし

コマンドモード ワイヤレス ANQPサーバコンフィギュレーション（config-wireless-anqp-server）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.12.1

使用上のガイドライン

例

次に、同種の拡張サービスセットを設定する例を示します。

Device(config)#wireless hotspot anqp-server my-server
Device(config-wireless-anqp-server)# hessid 00:40:96:b4:82:55
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hotspot anqp-server
ホットスポットサーバをポリシープロファイルと関連付けるには、hotspot anqp-server コマ
ンドを使用します。Hotspot 2.0機能を無効にするには、このコマンドのno形式を使用します。

hotspot anqp-server server-name

構文の説明 Hotspot 2.0ANQPサーバの名前。server-name

コマンドデフォルト なし

コマンドモード ワイヤレスポリシーの設定（config-wireless-policy）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.12.1

使用上のガイドライン

例

次に、Hotspot 2.0 ANQPサーバを設定する例を示します。
Device(config)# wireless profile policy hs-policy
Device(config-wireless-policy)# hotspot anqp-server test
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hyperlocation
APグループのハイパーロケーションと関連するパラメータを設定するには、WLANAPグルー
プコンフィギュレーション（Device(config-apgroup)#）モードで hyperlocationコマンドを使
用します。APグループのハイパーロケーションと関連するパラメータを無効にするには、こ
のコマンドの no形式を使用します。

[no] hyperlocation [threshold {detection value-in-dBm | reset value-btwn-0-99 | trigger
value-btwn-1-100}]

構文の説明 APグループのハイパーロケーションを有効または無効にします。[no] hyperlocation

低い RSSIを持つパケットを除外するためのしきい値を設定しま
す。このコマンドの [no]形式を使用すると、しきい値がデフォル
ト値にリセットされます。

threshold detection
value-in-dBm

トリガー後のスキャンサイクルの値をリセットします。このコマ

ンドの [no]形式を使用すると、しきい値がデフォルト値にリセッ
トされます。

threshold reset
value-btwn-0-99

BARをクライアントに送信する前のスキャンサイクルの数を設定
します。このコマンドの [no]形式を使用すると、しきい値がデ
フォルト値にリセットされます。

ハイパーロケーションしきい値のリセット値は、必ず、

しきい値のトリガー値より小さくします。

（注）

threshold trigger
value-btwn-1-100

コマンドモード WLAN APグループコンフィギュレーション

コマンド履歴 •次に、パケットをフィルタするためのしきい値を低いRSSIに設定する例を示しま
す。

Device(config-apgroup)# [no] hyperlocation threshold detection -100

•次に、トリガー後にスキャンサイクルの値をリセットする例を示します。
Device(config-apgroup)# [no] hyperlocation threshold reset 8

•次に、BARをクライアントに送信する前にスキャンサイクルの数を設定する例を
示します。

Device(config-apgroup)# [no] hyperlocation threshold trigger 10
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icon
オンラインサインアップ（OSU）プロバイダーのアイコンを設定するには、icon コマンドを
使用します。アイコンを削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

icon file-name

構文の説明 アイコンのファイル

名。

file-name

コマンドデフォルト なし

コマンドモード ANQP OSUプロバイダーの設定（config-anqp-osu-provider）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.12.1

使用上のガイドライン アイコンは、ホットスポット ANQPサーバで設定する必要があります。

例

次に、OSUプロバイダーのアイコンを設定する例を示します。
Device(config-wireless-anqp-server)# osu-provider my-osu
Device(config-anqp-osu-provider)# icon test
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idle-timeout
ワイヤレスプロファイルポリシーの idle-timeout値を秒単位で設定するには、 idle-timeout コ
マンドを使用します。

idle-timeout value

構文の説明 idle-timeout値を設定します。有効な範囲は 15～ 100000秒です。value

コマンドデフォルト なし

コマンドモード config-wireless-policy

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、ワイヤレスプロファイルポリシーの idle-timeoutを設定する例を示します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wireless profile policy policy-profile-name
Device(config-wireless-policy)# idle-timeout 100
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ids（メッシュ）
屋外メッシュ APの IDS（不正/シグネチャ検出）レポートを設定するには、idsコマンドを使
用します。

ids

構文の説明 このコマンドにはキーワードまたは引数はありません。

コマンドデフォルト IDSは無効になっています。

コマンドモード config-wireless-mesh-profile

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、屋外メッシュ APの IDS（不正/シグニチャ検出）レポートを設定する例を示し
ます。

Device # configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device (config)# wireless profile mesh mesh-profile
Device (config-wireless-mesh-profile)# ids
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inactive-timeout
in-activeタイマーを有効にするには、inactive-timeoutコマンドを使用します。

inactive-timeout timeout-in-seconds

構文の説明 非アクティブなフロータイムアウト値を指定します。値の範囲は1～604800
です。

timeout-in-seconds

コマンドデフォルト なし

コマンドモード ET-Analyticsコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

次に、ET-Analyticsコンフィギュレーションモードで非アクティブタイマーを有効に
する例を示します。

Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# et-analytics
Device(config-et-analytics)# inactive-timeout 15
Device(config-et-analytics)# end
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install abort
進行中のプレダウンロードまたはローリングアクセスポイント（AP）のアップグレード操作
を中止するには、install abort コマンドを使用します。

install abort

構文の説明 このコマンドにはキーワードまたは引数はありません。

コマンドデフォルト なし

コマンドモード 特権 EXEC（#）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.11.1

例

次に、現在のプレダウンロードまたはインストール操作を中止する例を示しています。

Device# install abort

コンフィギュレーションコマンド：g～ z
19

コンフィギュレーションコマンド：g～ z
install abort



install add file activate commit
インストール済みSMUパッケージをアクティブ化し、ロードパスの変更をコミットするには、
install add file activate commit コマンドを使用します。

install add file activate commit

構文の説明 プロンプトレベルを設定します。prompt-level

プロンプトは実行されません。none

コマンドデフォルト なし

コマンドモード 特権 EXEC（#）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.11.1

例

次に、インストール済みパッケージをアクティブ化し、変更をコミットする例を示し

ます。

Device# install add file vwlc_apsp_16.11.1.0_74.bin activate commit
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install add file flash activate issu commit
issu技術を使用してインストールされたパッケージをアクティブ化し、ロードパスの変更をコ
ミットするには、install add file flash activate issu commit コマンドを使用します。

install add file flash activate issu commit

構文の説明 このコマンドにはキーワードまたは引数はありません。

コマンドデフォルト なし

コマンドモード 特権 EXEC（#）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.11.1

例

次に、issu技術を使用してインストールされたパッケージをアクティブ化し、ロード
パスの変更をコミットする例を示します。

Device# install add file flash activate issu commit
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install add profile
APイメージ事前ダウンロードサポートを使用して APイメージをロールバックするためのプ
ロファイルを選択するには、install add profile コマンドを使用します。

install add profile profile-name[activate]

構文の説明 プロファイル名。プロファイル名は最大15文字です。profile-name

インストール済みパッケージをアクティブ化します。activate

コマンドデフォルト なし

コマンドモード 特権 EXEC（#）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.12.1

例

次に、APイメージをロールバックするためのプロファイルを選択する例を示します。
Device# install add profile profile1
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install activate
インストール済みパッケージをアクティブ化するには、install activate file コマンドを使用し
ます。

install activate file file-name

構文の説明 パッケージ名を指定します。オプションは、bootflash:、flash:、およびwebui:です。file-name

コマンドデフォルト なし

コマンドモード 特権 EXEC（#）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.11.1

例

次に、スタンバイロケーションでインストールパッケージをアクティブ化していると

きに自動中止タイマーを使用する例を示します。

Device# install activate file vwlc_apsp_16.11.1.0_74.bin
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install commit
ロードパスの変更をコミットするには、install commit コマンドを使用します。

install commit

構文の説明 このコマンドにはキーワードまたは引数はありません。

コマンドデフォルト なし

コマンドモード 特権 EXEC（#）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.11.1

例

次に、ロードパスの変更をコミットする例を示します。

Device# install commit
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install deactivate
非アクティブ化するインストールパッケージを指定するには、install deactivate file コマンド
を使用します。

install deactivate file file-name

構文の説明 パッケージ名を指定します。オプションは、bootflash:、flash:、およびwebui:です。file-name

コマンドデフォルト なし

コマンドモード 特権 EXEC（#）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.11.1

例

次に、インストールパッケージを非アクティブ化しているときに自動中止タイマーを

使用する例を示します。

Device# install deactivate file vwlc_apsp_16.11.1.0_74.bin
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install prepare
操作の中止、アクティブ化、または非アクティブ化のためにSMUパッケージを準備するには、
install prepare コマンドを使用します。

install prepare {abort |activate file file-name |deactivate file file-name }

構文の説明 中止用の SMUパッケージを準備します。abort

アクティベーション用のSMUパッケージを準備します。activate file

パッケージ名。file-name

非アクティブ化用の SMUパッケージを準備します。deactivate file

コマンドデフォルト なし

コマンドモード 特権 EXEC（#）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.11.1

例

次に、操作の中止、アクティブ化、または非アクティブ化のためのパッケージを準備

する例を示します。

Device# install prepare abort

Device# install prepare activate file vwlc_apsp_16.11.1.0_74.bin

Device# install prepare deactivate file vwlc_apsp_16.11.1.0_74.bin
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install prepare rollback
ロールバック操作用の SMUパッケージを準備するには、install prepare rollback コマンドを使
用します。

install prepare rollback to{base |committed |id id|label label}

構文の説明 ベースイメージへのロールバックを準備します。base

最後にコミットされたインストレーションポイントへのロールバックを準備し

ます。

committed

最後にコミットされたインストレーションポイントへのロールバックを準備し

ます。

id

ロールバック先のインストールポイントの識別子。id

特定のインストールポイントラベルへのロールバックを準備します。label

最大 15文字のラベル名。label

コマンドデフォルト なし

コマンドモード 特権 EXEC（#）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.11.1

例

次に、特定の idにロールバックするためのパッケージを準備する例を示します。
Device# install prepare rollback to id 2
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install rollback
特定のインストールポイントにロールバックするには、install rollback コマンドを使用しま
す。

install rollback to {base |committed |id id |label label}[prompt-level none]

構文の説明 ベースイメージにロールバックします。base

プロンプトレベルをなしに設定します。prompt-level none

最後にコミットされたインストレーションポイントにロールバックしま

す。

committed

特定のインストールポイント IDにロールバックします。id

特定のインストールポイントラベルにロールバックします。label

コマンドデフォルト なし

コマンドモード 特権 EXEC（#）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.11.1

例

次に、ロールバック先のインストールポイントの IDを指定する例を示します。
Device# install rollback to id 1
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interface vlan
ダイナミックスイッチ仮想インターフェイス（SVI）を作成するか、既存のダイナミック SVI
にアクセスし、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するには、グローバ

ルコンフィギュレーションモードで interface vlanコマンドを使用します。SVIを削除するに
は、このコマンドの no形式を使用します。

interface vlan vlan-id
no interface vlan vlan-id

構文の説明 VLAN番号。指定できる範囲は 1～ 4094です。vlan-id

コマンドデフォルト デフォルトの VLANインターフェイスは VLAN 1です。

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン SVIは、特定の VLANに対して最初に interface vlan vlan-idコマンドを入力したときに作成さ
れます。vlan-idは、IEEE 802.1Qカプセル化トランク上のデータフレームに対応するVLANタ
グ、またはアクセスポート用に設定された VLAN IDに対応します。

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

no interface vlan vlan-idコマンドを使用して削除した SVIは、show interfaces特権 EXECコマ
ンドの出力に表示されなくなります。

VLAN 1インターフェイスを削除することはできません。（注）

削除されたインターフェイスに対して interface vlan vlan-idコマンドを入力すると、削除され
たSVIを元に戻すことができます。インターフェイスはバックアップとなりますが、それまで
の設定は削除されます。

スイッチまたはスイッチスタック上で設定された SVIの数と、設定された他の機能の数の相
互関係によっては、ハードウェア制限により、CPU使用率に影響が出る可能性があります。
sdm prefer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、システムのハードウェ
アリソースを、テンプレートおよび機能テーブルに基づいて再度割り当てることができます。
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設定を確認するには、show interfacesおよび show interfaces vlan vlan-id特権 EXECコマンドを
入力します。

次の例では、VLANID23の新しいSVIを作成し、インターフェイスコンフィギュレー
ションモードを開始する方法を示します。

Device(config)# interface vlan 23
Device(config-if)#
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ip access-group
WLANアクセスコントロールグループ（ACL）を設定するには、 ip access-group コマンドを
使用します。WLAN ACLグループを削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

ip access-group [web] acl-name
no ip access-group [web]

構文の説明 （任意）IPv4 Web ACLを設定します。web

セキュリティタイプ値をwebauthとして、WLANに使用する preauth ACLを指定し
ます。

acl-name

コマンドデフォルト なし

コマンドモード WLANの設定

使用上のガイドライン このコマンドを使用する前に、WLANをディセーブルにする必要があります。WLANをディ
セーブルにする方法の詳細については、「関連コマンド」の項を参照してください。

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

次に、WLAN ACLを設定する例を示します。
Device#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)#wlan wlan1
Device(config-wlan)#ip access-group test-acl

次に、IPv4 WLAN Web ACLを設定する例を示します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wlan wlan1
Device(config-wlan)# ip access-group web test
Device(config-wlan)#
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ip access-list extended
拡張アクセスリストを設定するには、ip access-list extended コマンドを使用します。

ip access-list extended {<100-199> | <2000-2699> access-list-name}

構文の説明 拡張 IPアクセスリスト番号。<100-199>

拡張 IPアクセスリスト番号（拡張範囲）。<2000-2699>

コマンドデフォルト なし

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、拡張アクセスリストを作成する例を示します。

Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# ip access-list extended access-list-name
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ip address
インターフェイスのプライマリまたはセカンダリ IPアドレスを設定するには、インターフェ
イスコンフィギュレーションモードで ip addressコマンドを使用します。IPアドレスを削除
するか、IP処理を無効にするには、このコマンドの no形式を使用します。

ip address ip-address mask [secondary [vrf vrf-name ]]
no ip address ip-address mask [secondary [vrf vrf-name ]]

構文の説明 IPアドレス。ip-address

関連する IPサブネットのマスク。mask

（任意）設定されたアドレスをセカンダリ IPアドレスに指定します。このキー
ワードが省略された場合、設定されたアドレスはプライマリ IPアドレスになり
ます。

セカンダリアドレスが vrfのキーワードでの VRFテーブルの設定に使
用される場合には、vrfキーワードも指定する必要があります。

（注）

secondary

（任意）VRFテーブルの名前vrf-name引数は、入力インターフェイスの VRF名
を指定します。

vrf

コマンドデフォルト IPアドレスはインターフェイスに定義されません。

コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション（config-if）

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン インターフェイスには、1つのプライマリ IPアドレスと複数のセカンダリ IPアドレスを設定
できます。Cisco IOSソフトウェアにより生成されるパケットは、必ずプライマリ IPアドレス
を使用します。そのため、セグメントのすべてのデバイスとアクセスサーバは、同じプライマ

リネットワーク番号を共有する必要があります。

ホストは、Internet Control Message Protocol（ICMP）マスク要求メッセージを使用して、サブ
ネットマスクを判別できます。デバイスは、ICMPマスク応答メッセージでこの要求に応答で
きます。

no ip addressコマンドを使用して IPアドレスを削除することにより、特定のインターフェイ
ス上の IP処理を無効にできます。ソフトウェアが、その IPアドレスのいずれかを使用する別
のホストを検出すると、コンソールにエラーメッセージを出力します。
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オプションの secondaryキーワードを使用すると、セカンダリアドレスを無制限に指定できま
す。システムがセカンダリの送信元アドレスのルーティングの更新以外にデータグラムを生成

しないということを除けば、セカンダリアドレスはプライマリアドレスのように処理されま

す。IPブロードキャストおよび Address Resolution Protocol（ARP）要求は、IPルーティング
テーブルのインターフェイスルートのように、正しく処理されます。

セカンダリ IPアドレスは、さまざまな状況で使用できます。次に、一般的な使用状況を示し
ます。

•特定のネットワークセグメントに十分なホストアドレスがない場合。たとえば、サブネッ
ト化により、論理サブネットあたり最大 254のホストを使用できますが、1つの物理サブ
ネットでは、300のホストアドレスが必要になります。デバイスまたはアクセスサーバで
セカンダリ IPアドレスを使用すると、2つの論理サブネットで 1つの物理サブネットを使
用できます。

•レベル2ブリッジを使用して構築された旧式ネットワークがたくさんある場合。セカンダ
リアドレスは、慎重に使用することで、サブネット化されたデバイスベースネットワー

クへの移行に役立ちます。旧式のブリッジセグメントのデバイスでは、そのセグメントに

複数のサブネットがあることを簡単に認識させることができます。

• 1つのネットワークの 2つのサブネットは、別の方法で、別のネットワークにより分離で
きる場合があります。サブネットが使用中の場合、この状況は許可されません。このよう

な場合、最初のネットワークは、セカンダリアドレスを使用している2番目のネットワー
クの上に拡張されます。つまり、上の階層となります。

ネットワークセグメント上のすべてのデバイスがセカンダリアドレスを使用した場合、同一

のセグメント上にある他のデバイスも、同一のネットワークまたはサブネットからセカンダリ

アドレスを使用しなければなりません。ネットワークセグメント上のセカンダリアドレスの

使用に矛盾があると、ただちにルーティングループが引き起こされる可能性があります。

（注）

Open Shortest Path First（OSPF）アルゴリズムを使用してルーティングする場合は、インター
フェイスのすべてのセカンダリアドレスがプライマリアドレスと同じ OSPFエリアにあるこ
とを確認してください。

（注）

インターフェイスで IPを透過的にブリッジする前に、次の手順を実行する必要があります。

• IPルーティングを無効にします（no ip routingコマンドを指定します）。

•インターフェイスをブリッジグループに追加して、bridge-groupコマンドを参照してくだ
さい。

インターフェイスで IPのルーティングと透過的なブリッジングを同時に実行するには、bridge
crbコマンドを参照してください。
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例 次の例では、192.108.1.27がプライマリアドレスで、192.31.7.17が GigabitEthernetイ
ンターフェイス 1/0/1のセカンダリアドレスです。

interface GigabitEthernet 1/0/1
ip address 192.108.1.27 255.255.255.0
ip address 192.31.7.17 255.255.255.0 secondary

関連コマンド DescriptionCommand

送信元 IPアドレスを、VRFで接続されたルートに基づいて設定され
た必要なルートマップに一致するように指定します。

match ip route-source

1つのルーティングプロトコルから他のルーティングプロトコルへの
ルートを再配布するか、またはポリシールーティングを有効にするた

めの条件を定義します。

route-map

ポリシーベースルーティングVRFの選択のために、ルートマップ内
で VPN VRF選択を有効にします。

set vrf

SLIPアドレスが固定 ARPテーブルエントリとして表示される ARP
キャッシュを表示します。

show ip arp

IP用に設定されたインターフェイスが使用可能かどうかのステータス
を表示します。

show ip interface

静的ルートマップとダイナミックルートマップを表示します。show route-map
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ip admission
Web認証を有効にするには、インターフェイスコンフィギュレーションモードで ip admission
コマンドを使用します。このコマンドは、フォールバックプロファイルコンフィギュレーショ

ンモードでも使用できます。Web認証をディセーブルにするには、このコマンドの no形式を
使用します。

ip admission rule
no ip admission rule

構文の説明 IPアドミッションルールの名前。rule

コマンドデフォルト Web認証はディセーブルです。

コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

フォールバックプロファイルコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されまし

た。

使用上のガイドライン ip admissionコマンドはスイッチポートに web認証ルールを適用します。

次の例では、スイッチポートにWeb認証ルールを適用する方法を示します。

Device# configure terminal
Device(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Device(config-if)# ip admission rule1

次の例では、IEEE 802.1x対応のスイッチポートで使用するフォールバックプロファ
イルにWeb認証ルールを適用する方法を示します。

Device# configure terminal
Device(config)# fallback profile profile1
Device(config-fallback-profile)# ip admission rule1
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ip dhcp pool
DHCPサーバでDynamic Host Configuration Protocol（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するには、グローバルコンフィギュレーション

モードで ip dhcp poolコマンドを使用します。アドレスプールを削除するには、このコマンド
の no形式を使用します。

ip dhcp pool name
no ip dhcp pool name

構文の説明 プールの名前象徴的な文字列（engineeringなど）または整数（0など）を使用できま
す。

name

コマンドデフォルト DHCPアドレスプールは設定されていません。

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。12.0(1)T

このコマンドが、Cisco IOS Release 12.2(33)SRAに統合されました。12.2(33)SRA

このコマンドは、Cisco IOS Release 12.2SXトレインでサポートされます。このト
レインの特定の 12.2SXリリースにおけるサポートは、フィーチャセット、プ
ラットフォーム、およびプラットフォームハードウェアによって異なります。

12.2SX

使用上のガイドライン 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プールコンフィギュレーショ
ンモードに変わります。これは (config-dhcp)#プロンプトで識別されます。このモードでは、
管理者は IPサブネット番号やデフォルトルータリストなどのプールパラメータを設定できま
す。

例 次の例では、DHCPアドレスプールとして pool1を設定しています。

ip dhcp pool pool1

関連コマンド DescriptionCommand

DHCPクライアントに手動でバインドするための IPアドレスおよ
びネットワークマスクを指定します。

host

Cisco IOS DHCPサーバが DHCPクライアントに割り当ててはいけ
ない IPアドレスを指定します。

ip dhcp excluded-address
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DescriptionCommand

Cisco IOSDHCP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。

network (DHCP)
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ip dhcp-relay information option server-override
Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）サーバに転送された BOOTREQUESTメッセージ
のDHCPリレーエージェント情報オプションに、サーバ IDオーバーライドとリンク選択のサ
ブオプションをシステムがグローバルに挿入できるようにするには、グローバルコンフィギュ

レーションモードで ip dhcp-relay information option server-overrideコマンドを使用します。
DHCPリレーエージェント情報オプションへのサーバ IDオーバーライドとリンク選択のサブ
オプションの挿入を無効にするには、このコマンドの no形式を使用します。

ip dhcp-relay information option server-override
no ip dhcp-relay information option server-override

構文の説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドデフォルト サーバ IDオーバーライドとリンク選択のサブオプションは、DHCPリレーエージェント情報
オプションには挿入されません。

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが、Cisco ASR 1000シリーズアグリゲーションサービ
スルータに導入されました。

Cisco IOSXERelease 2.1

このコマンドが、Cisco IOS Release 12.2(33)SREに統合されました。12.2(33)SRE

このコマンドが、Cisco IOS Release 15.1(1)SYに統合されました。15.1(1)SY

使用上のガイドライン ip dhcp-relay information option server-overrideコマンドは、DHCPブロードキャストがクライ
アントから DHCPサーバにリレーエージェントによって転送された場合、リレーエージェン
ト情報オプションに次のサブオプションを追加します。

•サーバ IDオーバーライドサブオプション

•リンク選択サブオプション

このコマンドが設定されている場合、ゲートウェイアドレス（giaddr）はDHCPサーバから到
達可能なインターフェイスである発信インターフェイスの IPアドレスに設定されます。

ip dhcp relay information option server-id-overrideコマンドがインターフェイスで設定されてい
る場合、このインターフェイスのグローバル設定のみが上書きされます。

例 次の例では、DHCPリレーによって、DHCPパケットのリレー情報オプションに、サー
バ IDのオーバーライドとリンク選択サブオプションが挿入されます。ループバック
インターフェイスの IPアドレスが、中継されたメッセージの送信元 IPアドレスにな
るように設定されます。
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Device(config)# ip dhcp-relay information option server-override
Device(config)# ip dhcp-relay source-interface loopback 0
Device(config)# interface Loopback 0
Device(config-if)# ip address 10.2.2.1 255.255.255.0

関連コマンド 説明コマンド

DHCPサーバに転送されるBOOTREQUESTメッセージのDHCP
リレーエージェント情報オプションに、サーバ IDオーバーラ
イドとリンク選択のサブオプションをシステムが特定のイン

ターフェイスで挿入できるようにします。

ip dhcp relay information
option server-id-override
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ip dhcp-relay source-interface
中継されたメッセージの送信元 IPアドレスを使用するようにリレーエージェントの送信元イ
ンターフェイスをグローバルに設定するには、グローバルコンフィギュレーションモードで

ip dhcp-relay source-interfaceコマンドを使用します。送信元インターフェイス設定を削除する
には、このコマンドの no形式を使用します。

ip dhcp-relay source-interface type number
no ip dhcp-relay source-interface type number

構文の説明 インターフェイスタイプ。詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を
使用します。

type

インターフェイスまたはサブインターフェイスの番号。ネットワーキングデバイス

に対する番号付けシステムの詳細については、疑問符（?）のオンラインヘルプ機能
を使用してください。

number

コマンドデフォルト 送信元インターフェイスは設定されていません。

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが、Cisco ASR 1000シリーズアグリゲーションサービ
スルータに導入されました。

Cisco IOSXERelease 2.1

このコマンドが、Cisco IOS Release 12.2(33)SREに統合されました。12.2(33)SRE

このコマンドが、Cisco IOS Release 15.1(1)SYに統合されました。15.1(1)SY

使用上のガイドライン ip dhcp-relay source-interfaceコマンドにより、ネットワーク管理者は中継されたメッセージの
安定した、ハードウェアに依存しない IPアドレス（ループバックインターフェイスなど）を
指定し、送信元 IPアドレスとしてリレーエージェントを使用することができます。

ip dhcp-relay source-interfaceグローバルコンフィギュレーションコマンドは設定され、ip dhcp
relay source-interfaceコマンドも設定されている場合、ip dhcp relay source-interfaceコマンド
はグローバルコンフィギュレーションモードよりも優先されます。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。

例 次の例では、ループバックインターフェイスの IPアドレスが、中継されたメッセージ
の送信元 IPアドレスになるように設定されています。

Device(config)# ip dhcp-relay source-interface loopback 0
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Device(config)# interface loopback 0
Device(config-if)# ip address 10.2.2.1 255.255.255.0

関連コマンド 説明コマンド

中継されたメッセージの送信元 IPアドレスとして使用するよ
うに、リレーエージェントの送信元インターフェイスを設定

します。

ip dhcp relay source-interface
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ip domain-name
デバイスでホストドメインを設定するには、ip domain-name コマンドを使用します。

ip domain-name domain-name[vrf vrf-name ]

構文の説明 デフォルトドメイン名。domain-name

ドメイン名の解決に使用されるVRFを指定します。vrf-name

コマンドデフォルト なし

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、デバイスでホストドメインを設定する例を示します。

Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# ip domain-name domain-name
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ip flow monitor
IP NetFlowモニタリングを設定するには、 ip flow monitor コマンドを使用します。IP NetFlow
モニタリングを削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

ip flow monitor ip-monitor-name {input | output}
no ip flow monitor ip-monitor-name {input | output}

構文の説明 フローモニタ名。ip-monitor-name

入力トラフィックのフローモニタを有効にします。input

出力トラフィックのフローモニタを有効にします。output

コマンドデフォルト なし

コマンドモード WLANの設定

使用上のガイドライン このコマンドを使用する前に、WLANをディセーブルにする必要があります。

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

次に、入力トラフィックに IPフローモニタを設定する例を示します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wlan wlan1
Device(config-wlan)# ip flow monitor test input

次に、IPフローモニタを無効にする例を示します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wlan wlan1
Device(config-wlan)# no ip flow monitor test input
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ip flow-export destination
ETAフローエクスポートの宛先を設定するには、ip flow-export destinationコマンドを使用し
ます。

ip flow-export destination ip_address port_number

構文の説明 ポート番号。有効な範囲は1～65535です。port_number

コマンドデフォルト なし

コマンドモード ET-Analyticsコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

次に、ET分析コンフィギュレーションモードで ETAフローエクスポートの宛先を設
定する例を示します。

Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# et-analytics
Device(config-et-analytics)# ip flow-export
destination 120.0.0.1 2055
Device(config-et-analytics)# end
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ip helper-address
インターフェイスで受信したユーザデータグラムプロトコル（UDP）ブロードキャスト（ブー
ツストラッププロトコル（BOOTP）を含む）の転送を有効にするには、インターフェイスコ
ンフィギュレーションモードで ip helper-addressコマンドを使用します。特定のアドレスへの
ブロードキャストパケットの転送を無効にするには、このコマンドの no形式を使用します。

ip helper-address[{vrf name | global}] address {[redundancy vrg-name]}
no ip helper-address [{vrf name | global}] address {[redundancy vrg-name]}

構文の説明 （任意）VPNルーティング、フォワーディング（VRF）インスタン
ス、および VRF名を有効にします。

vrf name

（任意）グローバルルーティングテーブルを設定します。global

UDPブロードキャストの転送時に使用される宛先ブロードキャスト
またはホストアドレス。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。

address

（任意）仮想ルータグループ（VRG）の名前を定義します。redundancy vrg-name

コマンドデフォルト UDPブロードキャストは転送されません。

コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション（config-if）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。10.0

このコマンドが変更されました。vrf nameキーワードと引数のペアおよび global
キーワードが追加されました。

12.2(4)B

このコマンドが変更されました。redundancy vrg-nameキーワードと引数のペア
が追加されました。

12.2(15)T

このコマンドが、Cisco IOS Release 12.2(28)SBに統合されました。12.2(28)SB

このコマンドが、Cisco IOS Release 12.2(33)SRAに統合されました。12.2(33)SRA

このコマンドは、Cisco IOSRelease 12.2SXトレインでサポートされます。このト
レインの特定の 12.2SXリリースにおけるサポートは、フィーチャセット、プ
ラットフォーム、およびプラットフォームハードウェアによって異なります。

12.2SX

使用上のガイドライン ip forward-protocolコマンドと ip helper-addressコマンドを使用すると、転送されたブロード
キャストパケットおよびプロトコルを制御できます。
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ヘルパーアドレスを必要とする 1つのコモンアプリケーションは、RFC 1531で定義されてい
る DHCPです。クライアントセットで BOOTPまたは DHCPブロードキャスト転送を有効に
するには、クライアントに接続されたルータインターフェイスでヘルパーアドレスを設定し

ます。ヘルパーアドレスは、BOOTPまたはDHCPサーバのアドレスを指定する必要がありま
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します。

UDPまたは IPパケットで ip helper-addressコマンドを使用できるようにするには、次の条件
を満たす必要があります。

•受信したフレームのMACアドレスは、すべてが 1のブロードキャストアドレス
（ffff.ffff.ffff）である必要があります。

• IPの宛先アドレスは、すべてが 1のブロードキャスト（255.255.255.255）または受信イン
ターフェイスのサブネットブロードキャストであるか、あるいは no ip classlessコマンド
も設定されている場合には受信インターフェイスのメジャーネットブロードキャストであ

る必要があります。

• IPの存続可能時間（TTL）値は 2以上である必要があります。

• IPプロトコルは UDP（17）である必要があります。

• UDP宛先ポートは、TFTP、ドメインネームシステム（DNS）、時間、NetBIOS、ND、
BOOTPや DHCPパケット、またはグローバルコンフィギュレーションモードで ip
forward-protocol udpコマンドによって指定されたUDPポート用である必要があります。

DHCPサーバが VPNまたは VPNとは異なるグローバル空間に存在する場合は、vrf nameまた
は globalオプションを使用すると、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。

ip helper-addressvrfname addressオプションは、着信インターフェイスの VRFに関係なく、
VRF名に関連付けられているアドレスを使用します。ip helper-addressvrfname addressコマン
ドが設定された後に、VRFが設定から削除されると、この VRFに関連付けられたすべての IP
ヘルパーアドレスがインターフェイスコンフィギュレーションから削除されます。

ip helper-addressaddressコマンドが、VRF名が設定されていないインターフェイスですでに設
定され、このインターフェイスが ip helper-address vrf name addressコマンドを使用して設定さ
れている場合、以前に設定した ip helper-address addressコマンドはグローバルと見なされま
す。

ルータはパケットが物理ブロードキャストなのかを判断できないため、ip helper-addressコマ
ンドは宛先ルータの X.25インターフェイスでは機能しません。

（注）

IPヘルパーステートメントが DHCPと連携できるようにするには、ルータで service dhcpコ
マンドを設定する必要があります。このコマンドが設定されていない場合、DHCPパケットは
IPヘルパーステートメントを介してリレーされません。service dhcpコマンドはデフォルトで
設定されます。
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例 次に、ヘルパーアドレスとして機能するアドレスを定義する例を示します。

Router(config)# interface ethernet 1
Router(config-if)# ip helper-address 10.24.43.2

次に、ヘルパーアドレスとして機能するアドレスを定義し、host1という名前の VRF
と関連付ける例を示します。

Router(config)# interface ethernet 1/0
Router(config-if)# ip helper-address vrf host1 10.25.44.2

次に、ヘルパーアドレスとして機能するアドレスを定義し、group1という名前のVRG
と関連付ける例を示します。

Router(config)# interface ethernet 1/0
Router(config-if)# ip helper-address 10.25.45.2 redundancy group1

関連コマンド DescriptionCommand

ブロードキャストパケットを転送するとき、ルータによって転送され

るプロトコルおよびポートを指定します。

ip forward-protocol

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有効に
します。

service dhcp
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ip http secure-server
セキュアHTTP（HTTPS）サーバを有効にするには、グローバルコンフィギュレーションモー
ドで ip http secure-serverコマンドを入力します。HTTPSサーバを無効にするには、このコマ
ンドの no形式を使用します。

ip http secure-server
no ip http secure-server

構文の説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドデフォルト HTTPSサーバはディセーブルです。

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン HTTPSサーバは、セキュアソケットレイヤ（SSL）バージョン3.0プロトコルを使用します。

HTTPSサーバをイネーブルにする場合は、同じサービスに対するセキュリティ保護されてい
ない接続を防ぐため、常に標準HTTPサーバをディセーブルに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モードで no ip http serverコマンドを使用して標準HTTPサーバを
無効にします（この手順は予防手段であり、通常、HTTPサーバはデフォルトで無効になって
います）。

注意

認証に認証局（CA）が使用されている場合は、HTTPSサーバをイネーブルにする前にルーティ
ングデバイスで CAトラストポイントを宣言する必要があります。

HTTP/TCPポート 8090を閉じるには、HTTPと HTTPSの両方のサーバを無効にする必要があ
ります。no http serverと no http secure-serverコマンドをそれぞれ入力します。

例 次の例では、HTTPSサーバが有効で、（以前に設定された）CAトラストポイント
CA-trust-localが指定されています。

Device#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)#ip http secure-server
Device(config)#ip http secure-trustpoint CA-trust-local
Device(config)#end

Device#show ip http server secure status
HTTP secure server status: Enabled
HTTP secure server port: 443
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HTTP secure server ciphersuite: 3des-ede-cbc-sha des-cbc-sha rc4-128-md5 rc4-12a
HTTP secure server client authentication: Disabled
HTTP secure server trustpoint: CA-trust-local

関連コマンド 説明コマンド

HTTPSサーバの署名付き証明書を取得するために使用する
CAトラストポイントを指定します。

ip http secure-trustpoint

シスコのWebブラウザユーザインターフェイスを含む IP
または IPv6システムで HTTPサーバを有効にします。

ip http server

HTTPSサーバの設定ステータスを表示します。show ip http server secure status

コンフィギュレーションコマンド：g～ z
50

コンフィギュレーションコマンド：g～ z
ip http secure-server



ip http server
CiscoWebブラウザのユーザインターフェイスを含む、IPまたは IPv6システム上でHTTPサー
バを有効にするには、グローバルコンフィギュレーションモードで ip http serverコマンドを
入力します。HTTPサーバを無効にするには、このコマンドの no形式を使用します。

ip http server
no ip http server

構文の説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドデフォルト HTTPサーバは、デフォルトにより標準のポート 80を使用します。

HTTP/TCPポート 8090はデフォルトにより開いています。

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン このコマンドは、HTTPサーバへの IPv4と IPv6の両方のアクセスを有効にします。ただし、
ip http access-classコマンドで設定されたアクセスリストは、IPv4トラフィックにのみ適用さ
れます。IPv6トラフィックフィルタリングはサポートされていません。

標準 HTTPサーバとセキュア HTTP（HTTPS）サーバは、同時にシステム上で実行できます。
ip http secure-serverコマンドを使用して HTTPSサーバを有効にする場合は、no ip http server
コマンドを使用して標準HTTPサーバを無効にし、標準HTTP接続を介してセキュアデータに
アクセスできないようにします。

注意

HTTP/TCPポート 8090を閉じるには、HTTPと HTTPSの両方のサーバを無効にする必要があ
ります。no http serverと no http secure-serverコマンドをそれぞれ入力します。

例 次に、IPv4と IPV6の両方のシステムで HTTPサーバをイネーブルにする例を示しま
す。

HTTPサーバを有効にした後は、使用する HTMLファイルの場所を指定して基本パス
を設定できます。通常、HTTP Webサーバで使用される HTMLファイルは、システム
のフラッシュメモリに格納されます。リモート URLはこのコマンドを使用して指定
できますが、リモートパス名（たとえば、HTMLファイルがリモート TFTPサーバ上
にある場合など）の使用は推奨されません。
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Device(config)#ip http server
Device(config)#ip http path flash:

関連コマンド 説明コマンド

HTTPサーバへのアクセスを制限する際に使用するアクセスリストを
指定します。

ip http access-class

HTTPサーバが使用するファイルを見つけるために使用する基本パスを
指定します。

ip http path

HTTPSサーバをイネーブルにします。ip http secure-server

コンフィギュレーションコマンド：g～ z
52

コンフィギュレーションコマンド：g～ z
ip http server



ip igmp snooping
deviceで InternetGroupManagement Protocol（IGMP;インターネットグループ管理プロトコル）
スヌーピングをグローバルにイネーブルにするか、または VLAN単位でイネーブルにするに
は、deviceスタックまたはスタンドアロン deviceで ip igmp snoopingグローバルコンフィギュ
レーションコマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no形式を使
用します。

ip igmp snooping [vlan vlan-id]
no ip igmp snooping [vlan vlan-id]

構文の説明 （任意）指定された VLANで IGMPスヌーピングをイネーブルにします。範囲
は 1～ 1001および 1006～ 4094です。

vlan vlan-id

コマンドデフォルト device上で、IGMPスヌーピングはグローバルに有効になっています。

VLANインターフェイス上で、IGMPスヌーピングはイネーブルです。

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン IGMPスヌーピングがグローバルにイネーブルである場合は、すべての既存 VLANインター
フェイスでイネーブルになります。IGMPスヌーピングがグローバルにディセーブルである場
合、すべての既存VLANインターフェイスで IGMPスヌーピングがディセーブルになります。

VLAN ID 1002～ 1005は、トークンリングおよび FDDI VLANに予約されていて、IGMPス
ヌーピングでは使用できません。

例

次の例では、IGMPスヌーピングをグローバルにイネーブルにする方法を示します。
Device(config)# ip igmp snooping

次の例では、IGMPスヌーピングを VLAN 1でイネーブルにする方法を示します。
Device(config)# ip igmp snooping vlan 1

設定を確認するには、特権 EXECモードで show ip igmp snoopingコマンドを入力しま
す。
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ip multicast vlan
単一のVLANに IPマルチキャストを設定するには、グローバルコンフィギュレーションモー
ドで ip multicast vlan コマンドを使用します。WLANから VLANを削除するには、このコマ
ンドの no形式を使用します。

ip multicast vlan {vlan-name vlan-id}
no ip multicast vlan{vlan-name vlan-id}

構文の説明 VLAN名を指定します。vlan-name

VLANIDを指定します。vlan-id

コマンドデフォルト ディセーブル

コマンドモード WLANの設定

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン なし

次に、vlan_id01をマルチキャスト VLANとして設定する例を示します。

Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wireless multicast
Device(config)# wlan test-wlan 1
Device(config-wlan)# ip multicast vlan vlan_id01
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ip nbar protocol-discovery
NBAR2エンジンを有効にする際にワイヤレスポリシーでアプリケーション認識を設定するに
は、 ip nbar protocol-discovery コマンドを使用します。

ip nbar protocol-discovery

コマンドデフォルト なし

コマンドモード config-wireless-policy

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、ワイヤレスポリシーでアプリケーション認識を設定する例を示します。

Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wireless profile policy profile-policy-name
Device(config-wireless-policy)# ip nbar protocol-discovery
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ip nbar protocol-pack
ブートフラッシュからプロトコルパックをロードするには、 ip nbar protocol-pack コマンド
を使用します。

ip nbar protocol-pack bootflash:[{force}]

構文の説明 ブートフラッシュからプロトコルパックをロードします。bootflash:

選択したソースからロードプロトコルパックを強制的にロードします。force

コマンドデフォルト なし

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、ブートフラッシュから NBAR2プロトコルパックをロードする例を示します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# ip nbar protocol-pack bootflash:
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ip ssh
ルータでセキュアシェル（SSH）制御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 ip sshコマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマンドの
no形式を使用します。

ip ssh [{timeout seconds | authentication-retries integer}]
no ip ssh [{timeout seconds | authentication-retries integer}]

構文の説明 （任意）ルータが SSHクライアントの応答を待つ時間間隔。

この設定は、SSHネゴシエーションフェーズに適用されます。EXEC
セッションが開始すると、vtyに設定された標準のタイムアウトが適用さ
れます。デフォルトで、5個の vty（0～ 4）が定義されているため、5個
のターミナルセッションが可能です。SSHでシェルが実行されると、vty
タイムアウトが始動します。vtyタイムアウトのデフォルトは10分です。

timeout

（任意）タイムアウトが切断されるまでの秒数（最大 120秒）。デフォ
ルトは 120秒です。

seconds

（任意）インターフェイスがリセットされるまでの試行回数。authentication-
retries

（任意）認証の再試行回数（最大 5回）。デフォルトは 3です。integer

コマンドデフォルト SSH制御パラメータはデフォルトのルータ値に設定されます。

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。12.0(5)S

このコマンドが Cisco IOS Release 12.1(1) Tに統合されました。12.1(1)T

このコマンドはCisco IOSリリース 12.2(17a)SXに統合されました。12.2(17a)SX

このコマンドが、Cisco IOSリリース12(33)SRAに統合されました。12.2(33)SRA

このコマンドが、Cisco ASR 1000シリーズルータで実装されまし
た。

Cisco IOS XEリリース
2.4

使用上のガイドライン ルータで SSHを設定するには、 crypto key generate rsaコマンドを使用して SSHサーバを有効
にする必要があります。

例 次に、ルータで SSHコントロールパラメータを設定する例を示します。
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ip ssh timeout 120
ip ssh authentication-retries 3
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ip ssh version
ルータ上で実行するセキュアシェル（SSH）のバージョンを指定するには、グローバルコン
フィギュレーションモードで ip ssh versionコマンドを使用します。設定されている SSHの
バージョンを無効にして互換モードに戻るには、このコマンドの no形式を使用します。

ip ssh version [{1 | 2}]
no ip ssh version [{1 | 2}]

構文の説明 （任意）ルータはSSHバージョン1のみを実行します。1

（任意）ルータはSSHバージョン2のみを実行します。2

コマンドデフォルト このコマンドが設定されていない場合、SSHは互換性モードで動作します。つまり、バージョ
ン 1とバージョン 2の両方がサポートされます。

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。12.3(4)T

このコマンドが、Cisco IOS Release 12.3(2)XEに統合されました。12.3(2)XE

このコマンドが、Cisco IOS Release 12.2(25)Sに統合されました。12.2(25)S

このコマンドが Cisco IOS Release 12.3(7)JAに統合されました。12.3(7)JA

このコマンドが、Cisco IOS Release 12.0(32)SYに統合されました。12.0(32)SY

このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)Tに統合されました。12.4(20)T

このコマンドが Cisco ME 2600Xシリーズイーサネットアクセススイッチに実装
されました。

15.2(2)SA2

使用上のガイドライン このコマンドを 2キーワードとともに使用すると、ルータが誤って脆弱な SSHバージョン 1
接続を確立しないようにすることができます。

例 次の例では、SSHバージョン 1のサポートのみが設定されていることを示します。

Router (config)# ip ssh version 1

次の例では、SSHバージョン 2のみが設定されていることを示します。

Router (config)# ip ssh version 2

次の例では、SSHバージョン 1および 2が設定されていることを示します。
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Router (config)# no ip ssh version

関連コマンド 説明コマンド

SSHのデバッグメッセージを表示します。debug ip ssh

ルータ上で SSH接続を終了します。disconnect ssh

ルータで SSHコントロールパラメータを設定します。ip ssh

SSH接続を使用する際に使用するRSAキーペアを指定します。ip ssh rsa
keypair-name

ルータの SSH接続を表示します。show ip ssh
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ip tftp blocksize
TFTPクライアントのブロックサイズを指定するには、ip tftp blocksize コマンドを使用しま
す。

ip tftp blocksize blocksize-value

構文の説明 ブロックサイズ値。有効な範囲は512～8192Kbpsです。blocksize-value

コマンドデフォルト TFTPクライアントのブロックサイズが設定されていません。

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

使用上のガイドライン このコマンドを使用すると、デフォルトのブロックサイズを変更し、イメージのダウンロード

時間を短縮します。

例

次に、TFTPクライアントのブロックサイズを指定する例を示します。
Device(config)# ip tftp blocksize 512
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ip verify source
インターフェイス上の IPソースガードを有効にするには、インターフェイスコンフィギュ
レーションモードで ip verify sourceコマンドを使用します。IPソースガードを無効にするに
は、このコマンドの no形式を使用します。

ip verify source
no ip verify source

コマンドデフォルト IP送信元ガードはディセーブルです。

コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されまし

た。

使用上のガイドライン 送信元 IPアドレスフィルタリングによる IPソースガードをイネーブルにするには、ip verify
sourceインターフェイスコンフィギュレーションコマンドを使用します。

例 次の例では、送信元 IPアドレスフィルタリングによる IPソースガードをインター
フェイス上でイネーブルにする方法を示します。

Device(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Device(config-if)# ip verify source

設定を確認するには、show ip verify source特権 EXECコマンドを入力します。
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ipv4-address-type
802.11u IPv4アドレスタイプを設定するには、ipv4-address-type コマンドを使用します。アド
レスタイプを削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

ipv4-address-type { double-nated-private| not-available| not-known| port-restricted|
port-restricted-double-nated| port-restricted-single-nated| public| single-nated-private}

構文の説明 二重 NATedプライベート IPv4アドレス。double-nated-private

IPv4アドレスタイプが使用できません。not-available

IPv4アドレスタイプの使用可否は不明です。not-known

ポート制限付き IPv4アドレス。port-restricted

ポート制限付き IPv4アドレスの二重NATed IPv4アドレス。port-restricted-double-nated

ポート制限付き IPv4アドレスの単一NATed IPv4アドレス。port-restricted-single-nated

パブリック IPv4アドレス。public

単一の NATedプライベート IPv4アドレス。single-nated-private

コマンドデフォルト なし

コマンドモード ワイヤレス ANQPサーバコンフィギュレーション（config-wireless-anqp-server）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.12.1

使用上のガイドライン

例

次に、802.11u IPv4アドレスタイプを設定する例を示します。
Device(config)#wireless hotspot anqp-server my-server
Device(config-wireless-anqp-server)# ipv4-address-type public
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ipv4 dhcp
WLANの DHCPパラメータを設定するには、ipv4 dhcp コマンドを使用します。

ipv4 dhcp {opt82 | {ascii | rid | format | {ap_ethmac | ap_location | apmac | apname | policy_tag
| ssid | vlan_id }} | required | server dhcp-ip-addr}

構文の説明 このWLANのワイヤレスクライアントに DHCPオプション 82を設定しま
す

opt82

DHCPアドレス割り当てが必要かどうかを指定しますrequired

WLANの IPv4 DHCPサーバを設定しますserver

DHCPオプション 82の ASCIIをサポートしますascii

DHCPオプション 82への Cisco 2バイト RIDの追加をサポートしますrid

RemoteID形式を設定しますformat

DHCP APイーサネットMACアドレスを有効にしますap_ethmac

APロケーションを有効にしますap_location

APのMACアドレスを有効にしますapmac

AP名を有効にしますapname

ポリシータグを有効にしますpolicy_tag

SSIDを有効にしますssid

VLAN IDを有効にしますvlan_id

オーバーライド DHCPサーバの IPアドレスを入力します。dhcp-ip-addr

コマンドデフォルト なし

コマンドモード config-wireless-policy

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、DHCPアドレス割り当てを要件として設定する例を示します。
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Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wireless profile policy demo-profile-name
Device(config-wireless-policy)# ipv4 dhcp required
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ipv4 flow monitor
WLANプロファイルポリシーの IPv4トラフィック入力フローモニタを設定するには、 ipv4
flow monitor inputコマンドを使用します。

ipv4 flow monitor monitor-name input

構文の説明 フローモニタ名。monitor-name

入力トラフィックのフローモニタを有効にします。input

コマンドデフォルト なし

コマンドモード config-wireless-policy

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、WLANプロファイルポリシーの IPv4トラフィック入力フローモニタを設定す
る例を示します。

Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wireless profile policy policy-profile-name
Device(config-wireless-policy)# ipv4 flow monitor flow-monitor-name input
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ipv6 access-list
IPv6アクセスリストを定義してデバイスを IPv6アクセスリストコンフィギュレーションモー
ドに設定するには、グローバルコンフィギュレーションモードで ipv6 access-listコマンドを
使用します。アクセスリストを削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

ipv6 access-list access-list-name | match-local-traffic | log-update threshold threshold-in-msgs
| role-based list-name
noipv6 access-list access-list-name | client permit-control-packets| log-update threshold |
role-based list-name

構文の説明 名前付き IPv6 ACL（最長 64文字）を作成し、IPv6 ACLコン
フィギュレーションモードを開始します。

access-list-name：IPv6アクセスリストの名前。名前は、スペー
ス、疑問符を含むことができず、また、数字で始めることはで

きません。

ipv6 access-list-name

ローカルで生成されたトラフィックに対する照合を有効にしま

す。

match-local-traffic

最初のパケットの一致後に、syslogメッセージを生成する方法
を決定します。

threshold-in-msgs：生成されるパケット数。

log-update threshold
threshold-in-msgs

ロールベースの IPv6 ACLを作成します。role-based list-name

コマンドデフォルト IPv6アクセスリストは定義されていません。

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが再度導入されました。このコマンドは および ではサポートされま

せん。

使用上のガイドライン IPv6 ACLは、グローバルコンフィギュレーションモードで ipv6 access-listコマンドを使用す
ることで定義され、その許可と拒否の条件は IPv6アクセスリストコンフィギュレーション
モードでdenyコマンドおよびpermitコマンドを使用することで設定されます。ipv6 access-list
コマンドを設定すると、デバイスは IPv6アクセスリストコンフィギュレーションモードにな
り、デバイスプロンプトは Device(config-ipv6-acl)#に変わります。IPv6アクセスリストコン
フィギュレーションモードから、定義済みの IPv6 ACLに許可および拒否の条件を設定できま
す。
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IPv6 ACLは一意な名前によって定義されます（IPv6は番号付けされたACLをサポートしませ
ん）。IPv4 ACLと IPv6 ACLは同じ名前を共有できません。

（注）

IPv6は、グローバルコンフィギュレーションモードから IPv6アクセスリストコンフィギュ
レーションモードに変換される permit any anyステートメントおよび deny any anyステート
メントでプロトコルタイプとして自動的に設定されます。

IPv6ACLにはそれぞれ、最後に一致した条件として、暗黙のpermit icmpany anynd-naステー
トメント、permit icmp any any nd-nsステートメント、および deny ipv6 any anyステートメン
トがあります（前の 2つの一致条件は、ICMPv6ネイバー探索を許可します）。1つの IPv6
ACLには、暗黙の deny ipv6 any anyステートメントを有効にするために少なくとも 1つのエ
ントリが含まれている必要があります。IPv6ネイバー探索プロセスでは、IPv6ネットワーク
層サービスを利用するため、デフォルトで、インターフェイス上での IPv6ネイバー探索パケッ
トの送受信が IPv6 ACLによって暗黙的に許可されます。IPv4の場合、IPv6ネイバー探索プロ
セスに相当するアドレス解決プロトコル（ARP）では、個別のデータリンク層プロトコルを利
用するため、デフォルトで、インターフェイス上での ARPパケットの送受信が IPv4 ACLに
よって暗黙的に許可されます。

IPv6 ACLを IPv6インターフェイスに適用するには、access-list-name引数を指定して ipv6
traffic-filterインターフェイスコンフィギュレーションコマンドを使用します。IPv6ACLをデ
バイスとの着信および発信 IPv6仮想端末接続に適用するには、access-list-name引数を指定し
て、ipv6 access-classラインコンフィギュレーションコマンドを使用します。

ipv6 traffic-filterコマンドでインターフェイスに適用される IPv6 ACLは、デバイスによって発
信されたトラフィックではなく、転送されたトラフィックをフィルタ処理します。

例 次に、list1という名前の IPv6 ACLを設定し、デバイスを IPv6アクセスリストコン
フィギュレーションモードにする例を示します。

Device(config)# ipv6 access-list list1
Device(config-ipv6-acl)#

次に、list2という名前の IPv6 ACLを設定し、その ACLをイーサネットインターフェ
イス 0上の発信トラフィックに適用する例を示します。特に、最初の ACLエントリ
は、ネットワークFEC0:0:0:2::/64（送信元 IPv6アドレスの最初の 64ビットとしてサイ
トローカルプレフィックスFEC0:0:0:2を持つパケット）がイーサネットインターフェ
イス 0から出て行くことを拒否します。2番目の ACLエントリは、その他のすべての
トラフィックがイーサネットインターフェイス 0から出て行くことを許可します。2
番めのエントリは、各 IPv6 ACLの末尾に暗黙的な deny all条件があるため、必要とな
ります。

Device(config)# ipv6 access-list list2 deny FEC0:0:0:2::/64 any
Device(config)# ipv6 access-list list2 permit any any
Device(config)# interface ethernet 0
Device(config-if)# ipv6 traffic-filter list2 out
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ipv6-address-type
802.11u IPv6アドレスタイプを設定するには、ipv6-address-type コマンドを使用します。アド
レスタイプを削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

ipv6-address-type {available|not-available|not-known}

構文の説明 IPv6アドレスタイプが使用できます。available

IPv6アドレスタイプは使用できません。not-available

IPv6アドレスタイプの使用可否は不明です。not-known

コマンドデフォルト なし

コマンドモード ワイヤレス ANQPサーバコンフィギュレーション（config-wireless-anqp-server）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.12.1

使用上のガイドライン

例

次に、802.11u IPv6アドレスタイプを設定する例を示します。
Device(config)#wireless hotspot anqp-server my-server
Device(config-wireless-anqp-server)# ipv4-address-type available
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ipv6 address
IPv6汎用プレフィックスに基づいて IPv6アドレスを設定し、インターフェイスの IPv6処理を
イネーブルにするには、インターフェイスコンフィギュレーションモードで ipv6 addressコ
マンドを使用します。インターフェイスからアドレスを削除するには、このコマンドの no形
式を使用します。

ipv6 address {ipv6-prefix/prefix-length | prefix-name sub-bits/prefix-length}
no ipv6 address {ipv6-address/prefix-length | prefix-name sub-bits/prefix-length}

構文の説明 使用する IPv6アドレス。ipv6-address

IPv6プレフィックスの長さ。プレフィックス（アドレスのネットワーク部分）
を構成するアドレスの上位連続ビット数を示す 10進値です。10進数値の前
にスラッシュ記号が必要です。

/ prefix-length

インターフェイスに設定するネットワークを表す上位ビットを指定する汎用

プレフィックスです。

prefix-name

prefix-name引数で指定された汎用プレフィックスによって提供されるプレ
フィックスに連結する、アドレスのサブプレフィックスビットおよびホスト

ビットです。

sub-bits引数は、RFC 2373に記載された形式で指定する必要があります。こ
の形式では、アドレスは、16進数値を 16ビット単位でコロンで区切って指
定します。

sub-bits

コマンドデフォルト IPv6アドレスはインターフェイスに定義されません。

コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。12.2(2)T

このコマンドが、Cisco IOS Release 12.2(28)SBに統合されまし
た。

12.2(28)SB

このコマンドが、Cisco IOS Release 12.2(25)SGに統合されまし
た。

12.2(25)SG

このコマンドが、Cisco IOS Release 12.2(33)SRAに統合されまし
た。

12.2(33)SRA

このコマンドが、Cisco IOS Release 12.2(33)SXHに統合されまし
た。

12.2(33)SXH
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変更内容リリース

このコマンドが、Cisco ASR 1000シリーズデバイスに統合され
ました。

Cisco IOS XE Release 2.1

このコマンドが、Cisco IOS Release 15.2(4)Sに統合されました。15.2(4)S

このコマンドが、CiscoASR901シリーズアグリゲーションサー
ビスデバイスに実装されました。

15.2(2)SNG

このコマンドが、Cisco IOS XEリリース 3.2SEに統合されまし
た。

Cisco IOSXEリリース 3.2SE

使用上のガイドライン ipv6 addressコマンドを使用すると、複数の IPv6アドレスをさまざまな方法でインターフェイ
スに設定できます。さまざまなオプションがあります。最も一般的な方法は、プレフィックス

長を使用して IPv6アドレスを指定することです。

アドレスは、集約された IPv6プレフィックスビットをサブプレフィックスビットおよびホス
トビットから分離する汎用プレフィックスのメカニズムを使用して定義することもできます。

この場合、アドレスの先頭ビットは、グローバルに設定または（たとえば、Dynamic Host
Configuration Protocol-PrefixDelegation（DHCP-PD）を使用して）学習される汎用プレフィック
スで定義され、prefix-name引数を使用して適用されます。サブプレフィックスビットとホス
トビットは、sub-bits引数を使用して定義されます。

引数を指定せずに no ipv6 address autoconfigコマンドを使用すると、手動で設定したすべての
IPv6アドレスがインターフェイスから削除されます。

IPv6リンクローカルアドレスを設定する必要があります。また、ipv6 address link-localコマン
ドを使用して、インターフェイスで IPv6処理をイネーブルにする必要があります。

例 次に、インターフェイスで IPv6処理をイネーブルにして、my-prefixという汎用プレ
フィックスおよび直接指定されたビットに基づいてアドレスを設定する例を示します。

Device(config-if) ipv6 address my-prefix 0:0:0:7272::72/64

my-prefixという汎用プレフィックスの値が 2001:DB8:2222::/48である場合、インター
フェイスは、グローバルアドレス2001:DB8:2222:7272::72/64を使用して設定されます。

関連コマンド 説明コマンド

IPv6エニーキャストアドレスを設定し、インターフェイスで IPv6
処理をイネーブルにします。

ipv6 address anycast

IPv6アドレスを設定して、そのアドレスの下位64ビットのEUI-64
インターフェイス IDを使用して、インターフェイスでの IPv6処
理をイネーブルにします。

ipv6 address eui-64

インターフェイスの IPv6リンクローカルアドレスを設定し、そ
のインターフェイスでの IPv6処理をイネーブルにします。

ipv6 address link-local
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説明コマンド

インターフェイスに明示的な IPv6アドレスを割り当てなくても、
インターフェイスで IPv6処理をイネーブルにします。

ipv6 unnumbered

インターフェイスからすべての IPv6アドレスを削除します。no ipv6 address autoconfig

IPv6向けに設定されたインターフェイスの使用状況を表示しま
す。

show ipv6 interface
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ipv6 dhcp pool
DynamicHost Configuration Protocol（DHCP）for IPv6のサーバ設定情報プールを設定してDHCP
for IPv6プールコンフィギュレーションモードを開始するには、グローバルコンフィギュレー
ションモードで ipv6 dhcppoolコマンドを使用します。DHCP for IPv6プールを削除するには、
このコマンドの no形式を使用します。

ipv6 dhcp pool poolname
no ipv6 dhcp pool poolname

構文の説明 ローカルなプレフィックスプールのユーザ定義名。プール名には象徴的な文字列

（「Engineering」など）または整数（0など）を使用できます。
poolname

コマンドデフォルト DHCP for IPv6プールは設定されません。

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。12.3(4)T

このコマンドが、Cisco IOS Release 12.2(18)SXEに統合されました。12.2(18)SXE

このコマンドが、Cisco IOS Release 12.4(24)Tに統合されました。12.4(24)T

このコマンドが、Cisco IOS XE Release 2.1に統合されました。Cisco IOS XE Release
2.1

このコマンドが変更されました。Cisco IOS Release 12.2(33)SREに統
合されました。

12.2(33)SRE

このコマンドが変更されました。Cisco IOSリリース 12.2(33)XNEに
統合されました。

12.2(33)XNE

使用上のガイドライン IPv6用 DHCPサーバ設定情報プールを作成するには、ipv6 dhcp poolコマンドを使用します。
ipv6 dhcp poolコマンドがイネーブルの場合、コンフィギュレーションモードが IPv6用DHCP
プールコンフィギュレーションモードに変更されます。このモードでは、次のコマンドを使

用して、管理者はプレフィックスが委任されるようにプールパラメータを設定し、ドメイン

ネームシステム（DNS）サーバを設定できます。

• address prefix IPv6-prefix [lifetime {valid-lifetime preferred-lifetime | infinite}]はアドレス割
り当てにアドレスプレフィックスを設定します。このアドレスは、16ビット値をコロン
で区切った 16進数で指定する必要があります。

• link-address IPv6-prefix はリンクアドレス IPv6プレフィックスを設定します。着信イン
ターフェイスのアドレスまたはパケット内のリンクアドレスが指定した IPv6プレフィッ
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クスと一致する場合、サーバは設定情報プールを使用します。このアドレスは、16ビット
値をコロンで区切った 16進数で指定する必要があります。

• vendor-specific vendor-id はDHCPv6ベンダー固有のコンフィギュレーションモードを有
効にします。ベンダーの識別番号を指定します。この番号は、ベンダーの IANAプライ
ベートエンタープライズ番号です。指定できる範囲は1～4294967295です。次のコンフィ
ギュレーションコマンドが利用できます。

• suboption numberはベンダー固有のサブオプション番号を設定します。指定できる範
囲は 1～ 65535です。IPv6アドレス、ASCIIテキスト、または 16進文字列をサブオ
プションパラメータで定義されている東リに入力できます。

suboptionキーワードの下に hex値を使用すると、入力できるのは 16進数（0～ f）のみとな
ります。無効な hex値を入力しても以前の設定は削除されません。

（注）

IPv6用 DHCP設定情報プールが作成されたら、ipv6 dhcp serverコマンドを使用して、プール
とインターフェイス上のサーバを関連付けます。情報プールを設定しない場合は、ipv6 dhcp
server interfaceコンフィギュレーションコマンドを使用して DHCPv6サーバ関数をインター
フェイス上で有効にする必要があります。

DHCPv6プールとインターフェイスを関連付けると、関連付けられているインターフェイス上
の要求を処理するのはそのプールだけとなります。プールは、他のインターフェイスについて

も処理を行います。DHCPv6プールとインターフェイスを関連付けない場合は、すべてのイン
ターフェイスに対する要求を処理できます。

IPv6アドレスプレフィックスを使用しない場合、プールは設定済みのオプションのみを返し
ます。

link-addressコマンドでは、必ずしもアドレスを割り当てなくてもリンクアドレスの照合を行
うことができます。プール内の複数のリンクアドレスコンフィギュレーションコマンドを使

用して、複数のリレーのプールを照合できます。

アドレスプール情報またはリンク情報のいずれかについて最長一致が行われるため、あるプー

ルについてはアドレスを割り当てるように設定して、サブプレフィックスの別のプールについ

ては設定されたオプションだけを返すように設定できます。

例 次に、cisco1というDHCP for IPv6設定情報プールを指定して、ルータをDHCP for IPv6
プールコンフィギュレーションモードにする例を示します。

Router(config)# ipv6 dhcp pool cisco1
Router(config-dhcpv6)#

次に、IPv6コンフィギュレーションプール cisco1に IPv6アドレスプレフィックスを
設定する例を示します。

Router(config-dhcpv6)# address prefix 2001:1000::0/64
Router(config-dhcpv6)# end
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次に、3つのリンクアドレスプレフィックスと IPv6アドレスプレフィックスを含む
engineeringという名前のプールを設定する例を示します。

Router# configure terminal
Router(config)# ipv6 dhcp pool engineering
Router(config-dhcpv6)# link-address 2001:1001::0/64
Router(config-dhcpv6)# link-address 2001:1002::0/64
Router(config-dhcpv6)# link-address 2001:2000::0/48
Router(config-dhcpv6)# address prefix 2001:1003::0/64
Router(config-dhcpv6)# end

次に、ベンダー固有オプションを含む 350という名前のプールを設定する例を示しま
す。

Router# configure terminal
Router(config)# ipv6 dhcp pool 350
Router(config-dhcpv6)# vendor-specific 9
Router(config-dhcpv6-vs)# suboption 1 address 1000:235D::1
Router(config-dhcpv6-vs)# suboption 2 ascii "IP-Phone"
Router(config-dhcpv6-vs)# end

関連コマンド DescriptionCommand

インターフェイス上で DHCP for IPv6サービスを有効にします。ipv6 dhcp server

DHCPfor IPv6コンフィギュレーションプール情報を表示します。show ipv6 dhcp pool
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ipv6 enable
明示的な IPv6アドレスが設定されていないインターフェイス上で IPv6処理をイネーブルにす
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 ipv6 enableコマンドを使用しま
す。明示的な IPv6アドレスでまだ設定されていないインターフェイスで IPv6処理をディセー
ブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

ipv6 enable
no ipv6 enable

構文の説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドデフォルト IPv6はディセーブルです。

コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション（config-if）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。12.2(2)T

このコマンドがCisco IOS Release 12.0(21)STに統合されました。12.0(21)ST

このコマンドが、Cisco IOSRelease 12.0(22)Sに統合されました。12.0(22)S

このコマンドが、Cisco IOSRelease 12.2(14)Sに統合されました。12.2(14)S

このコマンドが、Cisco IOS Release 12.2(28)SBに統合されまし
た。

12.2(28)SB

このコマンドが、Cisco IOS Release 12.2(25)SGに統合されまし
た。

12.2(25)SG

このコマンドが、Cisco IOS Release 12.2(33)SRAに統合されまし
た。

12.2(33)SRA

このコマンドが、Cisco IOS Release 12.2(33)SXHに統合されまし
た。

12.2(33)SXH

このコマンドが、Cisco IOS XE Release 2.1に統合されました。Cisco IOS XE Release 2.1

このコマンドが、CiscoASR901シリーズアグリゲーションサー
ビスデバイスに実装されました。

15.2(2)SNG

このコマンドが、Cisco IOS XEリリース 3.2SEに統合されまし
た。

Cisco IOSXEリリース 3.2SE

このコマンドがCiscoME2600Xシリーズイーサネットアクセス
スイッチに実装されました。

15.2(2)SA2
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使用上のガイドライン ipv6 enableコマンドを実行すると、インターフェイスで IPv6リンクローカルユニキャストア
ドレスが自動的に設定され、IPv6処理のインターフェイスもイネーブルになります。明示的な
IPv6アドレスで設定されているインターフェイスで ipv6 enableコマンドを実行しても、IPv6
処理はディセーブルになりません。

例 次に、イーサネットインターフェイス 0/0で IPv6処理をイネーブルにする例を示しま
す。

Device(config)# interface ethernet 0/0
Device(config-if)# ipv6 enable

関連コマンド 説明コマンド

インターフェイスの IPv6リンクローカルアドレスを設定し、そのイ
ンターフェイスでの IPv6処理をイネーブルにします。

ipv6 address link-local

IPv6アドレスを設定して、そのアドレスの下位 64ビットの EUI-64
インターフェイス IDを使用して、インターフェイスでの IPv6処理を
イネーブルにします。

ipv6 address eui-64

インターフェイスに明示的な IPv6アドレスを割り当てなくても、イ
ンターフェイスで IPv6処理をイネーブルにします。

ipv6 unnumbered

IPv6向けに設定されたインターフェイスの使用状況を表示します。show ipv6 interface
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ipv6 mld snooping
マルチキャストリスナー検出バージョン 2（MLDv2）プロトコルスヌーピングをグローバル
に有効にするには、グローバルコンフィギュレーションモードで ipv6 mld snoopingコマンド
を使用します。MLDv2スヌーピングをグローバルに無効にするには、このコマンドのno形式
を使用します。

ipv6 mld snooping
no ipv6 mld snooping

構文の説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドデフォルト このコマンドは有効です。

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが Supervisor Engine 720に導入されました。12.2(18)SXE

このコマンドが、Cisco IOS Release 12.2(33)SRAに統合されました。12.2(33)SRA

このコマンドが、Cisco ASR 901シリーズアグリゲーションサービスルータに
実装されました。

15.4(2)S

使用上のガイドライン MLDv2スヌーピングは、ポリシーフィーチャカード 3（PFC3）の何らかのバージョンが搭載
された Supervisor Engine 720でサポートされています。

MLDv2スヌーピングを使用するには、IPv6マルチキャストルーティング用のサブネットでレ
イヤ 3インターフェイスを設定するか、またはサブネットでMLDv2スヌーピングクエリアを
有効にします。

例 次に、MLDv2スヌーピングをグローバルにイネーブルにする例を示します。

Router(config)# ipv6 mld snooping

関連コマンド 説明コマンド

MLDv2スヌーピング情報を表示します。show ipv6 mld snooping
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ipv6 nd managed-config-flag
IPv6ルータアドバタイズメントに managed address configurationフラグを設定するには、適切
なコンフィギュレーションモードで ipv6 ndmanaged-config-flag コマンドを使用します。IPv6
ルータアドバタイズメントからこのフラグをクリアするには、このコマンドの no形式を使用
します。

ipv6 nd managed-config-flag
no ipv6 nd managed-config-flag

構文の説明 このコマンドにはキーワードまたは引数はありません。

コマンドデフォルト managed address configurationフラグは、IPv6ルータアドバタイズメントで設定されていませ
ん。

コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

使用上のガイドライン managed address configurationフラグを IPv6ルータアドバタイズメントで設定すると、アドレ
スの取得にステートフルオートコンフィギュレーションを使用するかどうかを、接続ホストに

示すことができます。このフラグが設定されている場合、接続ホストは、アドレスの取得にス

テートフルオートコンフィギュレーションを使用します。このフラグが設定されていない場

合、接続ホストは、アドレスの取得にステートフルオートコンフィギュレーションを使用しま

せん。

ホストは、ステートフルおよびステートレスオートコンフィギュレーションを同時に使用でき

ます。

例 次に、IPv6ルータアドバタイズメントにmanaged address configurationフラグを設定す
る例を示します。

Device(config)# interface
Device(config-if)# ipv6 nd managed-config-flag
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ipv6 nd other-config-flag
IPv6ルータアドバタイズメントに other stateful configurationフラグを設定するには、適切なコ
ンフィギュレーションモードで ipv6 nd other-config-flag コマンドを使用します。IPv6ルータ
アドバタイズメントからこのフラグをクリアするには、このコマンドの no形式を使用しま
す。

ipv6 nd other-config-flag

構文の説明 このコマンドにはキーワードまたは引数はありません。

コマンドデフォルト other stateful configurationフラグは、IPv6ルータアドバタイズメントで設定されていません。

コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

ダイナミックテンプレートコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

使用上のガイドライン other stateful configurationフラグを IPv6ルータアドバタイズメントで設定すると、アドレス以
外のオートコンフィギュレーション情報を取得できるかどうかを、接続ホストに示すことがで

きます。このフラグが設定されている場合、接続ホストは、その他（アドレス以外）の情報の

取得にステートフルオートコンフィギュレーションを使用します。

ipv6 nd managed-config-flagコマンドを使用して managed address configurationフラグを設定す
ると、接続ホストは、other stateful configurationフラグの設定に関係なく、ステートフルオー
トコンフィギュレーションを使用してその他の情報（アドレス以外の情報）を取得できます。

（注）

例 次の例（BNG以外に該当）は、IPv6ルータアドバタイズメントに「other stateful
configuration」フラグを設定します。
Device(config)# interface
Device(config-if)# ipv6 nd other-config-flag
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ipv6 nd ra throttler attach-policy
フィーチャ RAスロットラの IPv6ポリシーを設定するには、ipv6 nd ra-throttler attach-policy
コマンドを使用します。

ipv6 nd ra-throttler attach-policy policy-name

構文の説明 IPv6ルートチェーン。ipv6

VLANで RAスロットラを設定します。ra-throttler

フィーチャRAスロットラのポリシーを適用します。attach-policy

フィーチャ RAスロットラのポリシー名policy-name

コマンドデフォルト なし

コマンドモード config-vlan

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、フィーチャ RAスロットラの IPv6ポリシーを設定する例を示します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# vlan configuration vlan-id
Device(config-vlan-config)# ipv6 nd ra-throttler attach-policy
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ipv6 nd raguard policy
ルータアドバタイズメント（RA）ガードポリシー名を定義し、RAガードポリシーコンフィ
ギュレーションモードを開始するには、グローバルコンフィギュレーションモードで ipv6 nd
raguard policyコマンドを使用します。

ipv6 nd raguardpolicy policy-name

構文の説明 IPv6RAガードポリシー名。policy-name

コマンドデフォルト RAガードポリシーは設定されていません。

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）#

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。12.2(50)SY

このコマンドが、Cisco IOS Release 15.2(4)Sに統合されました。15.2(4)S

このコマンドが Cisco IOS Release 15.0(2)SEに統合されました。15.0(2)SE

このコマンドが、Cisco IOS XEリリース 3.2SEに統合されまし
た。

Cisco IOSXEリリース 3.2SE

使用上のガイドライン ルータ上でグローバルに RAガードを設定するには、ipv6 nd raguard policyコマンドを使用し
ます。デバイスがNDインスペクションポリシーコンフィギュレーションモードになったら、
次のいずれかのコマンドを使用できます。

• device-role

• drop-unsecure

• limit address-count

• sec-level minimum

• trusted-port

• validate source-mac

IPv6 RAガードがグローバルに設定されると、ipv6 nd raguard attach-policyコマンドを使用し
て、特定のインターフェイスで IPv6 RAガードをイネーブルにできます。

例 次に、RAガードポリシー名を policy1と定義し、デバイスをポリシーコンフィギュ
レーションモードにする例を示します。
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Device(config)# ipv6 nd raguard policy policy1
Device(config-ra-guard)#

関連コマンド 説明コマンド

ポートに接続されているデバイスのロールを指定します。device-role

オプションが指定されていないか無効なオプションが指定さ

れているか、またはシグニチャが無効なメッセージをドロッ

プします。

drop-unsecure

指定したインターフェイスに IPv6 RAガード機能を適用しま
す。

ipv6 nd raguard attach-policy

ポートで使用できる IPv6アドレスの数を制限します。limit address-count

CGAオプションを使用する場合の最小のセキュリティレベル
パラメータ値を指定します。

sec-level minimum

信頼できるポートにするポートを設定します。trusted-port

送信元MACアドレスをリンク層アドレスと照合します。validate source-mac
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ipv6 snooping policy

すべての既存の IPv6スヌーピングコマンド（より前）には、対応する SISFベースのデバイ
ストラッキングコマンドが用意され、IPv4と IPv6の両方のアドレスファミリに設定を適用
できるようになりました。詳細については、「デバイストラッキングポリシー」を参照して

ください。

（注）

IPv6スヌーピングポリシーを設定し、IPv6スヌーピングコンフィギュレーションモードを開
始するには、グローバルコンフィギュレーションモードで ipv6 snooping policyコマンドを使
用します。IPv6スヌーピングポリシーを削除するには、このコマンドの no形式を使用しま
す。

ipv6 snooping policy snooping-policy
no ipv6 snooping policy snooping-policy

構文の説明 スヌーピングポリシーのユーザ定義名。ポリシー名には象徴的な文字列

（Engineeringなど）または整数（0など）を使用できます。
snooping-policy

コマンドデフォルト IPv6スヌーピングポリシーは設定されていません。

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されまし

た。

使用上のガイドライン IPv6スヌーピングポリシーを作成するには、ipv6 snooping policyコマンドを使用します。ipv6
snooping policyコマンドがイネーブルの場合、コンフィギュレーションモードが IPv6スヌー
ピングコンフィギュレーションモードに変更されます。このモードでは、管理者が次の IPv6
ファーストホップセキュリティコマンドを設定できます。

• device-roleコマンドは、ポートに接続されているデバイスのロールを指定します。

• limit address-count maximumコマンドは、ポートで使用できる IPv6アドレスの数を制限
します。

• protocolコマンドは、アドレスを Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）または
Neighbor Discovery Protocol（NDP）で収集する必要があることを指定します。

• security-levelコマンドは、適用されるセキュリティのレベルを指定します。

• trackingコマンドは、ポートのデフォルトのトラッキングポリシーを上書きします。
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• trusted-portコマンドは、ポートを信頼できるポートとして設定します。つまり、メッセー
ジを受信したときに検証が限定的に実行されるか、まったく実行されません。

次に、IPv6スヌーピングポリシーを設定する例を示します。

Device(config)# ipv6 snooping policy policy1
Device(config-ipv6-snooping)#
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ipv6 traffic-filter
このコマンドは、IPv6トラフィックフィルタを有効にします。

インターフェイスでの IPv6トラフィックのフィルタリングを有効にするには、 ipv6 traffic-filter
コマンドを使用します。インターフェイスでの IPv6トラフィックのフィルタリングを無効に
するには、このコマンドの no 形式を使用します。

インターフェイス上で IPv6トラフィックをフィルタ処理するには、スイッチスタックまたは
スタンドアロンスイッチ上で ipv6 traffic-filterインターフェイスコンフィギュレーションコ
マンドを使用します。フィルタリングできるトラフィックのタイプと方向は、スイッチスタッ

クで稼働するフィーチャセットによって異なります。インターフェイスでの IPv6トラフィッ
クのフィルタリングを無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。

ipv6 traffic-filter [web] acl-name
no ipv6 traffic-filter [web]

構文の説明 （任意）WLANWeb ACLの IPv6アクセス名を指定します。web

IPv6アクセス名を指定します。acl-name

コマンドデフォルト インターフェイス上での IPv6トラフィックのフィルタリングは設定されません。

コマンドモード wlan

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン デュアル IPv4/IPv6テンプレートを設定するには、sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 {default | vlan}
グローバルコンフィギュレーションコマンドを入力し、スイッチをリロードします。

物理インターフェイス（レイヤ 2またはレイヤ 3ポート）、レイヤ 3ポートチャネル、または
スイッチ仮想インターフェイス（SVI）で ipv6 traffic-filterコマンドを使用できます。

ACLをレイヤ 3インターフェイス（ポート ACL）の発信または着信トラフィックに、または
レイヤ 2インターフェイス（ルータ ACL）の着信トラフィックに適用できます。

いずれかのポート ACL（IPv4、IPv6、またはMAC）がインターフェイスに適用された場合、
そのポート ACLを使用してパケットをフィルタ処理し、ポート VLANの SVIに適用された
ルータ ACLは無視されます。any

次に、インターフェイスで IPv6トラフィックをフィルタ処理する例を示します。
Device(config-wlan)# ipv6 traffic-filter TestDocTrafficFilter
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key
キーチェーンの認証キーを識別するには、キーチェーンコンフィギュレーションモードでkey
コマンドを使用します。キーチェーンからキーを削除するには、このコマンドの no形式を使
用します。

key key-id
no key key-id

構文の説明 キーチェーンの認証キーの識別番号。キーの範囲は 0～ 2147483647です。キーの ID
番号は連続している必要はありません。

key-id

コマンドデフォルト キーチェーンにキーは存在しません。

コマンドモード キーチェーンコンフィギュレーション（config-keychain）

使用上のガイドライン キーチェーンに複数のキーを設定し、accept-lifetimeおよび send-lifetimeキーチェーンキー
コマンド設定に基づいてキーが将来無効になるように、ソフトウェアでキーを配列できるよう

にすると便利です。

各キーには、ローカルに格納される独自のキー識別子があります。キー ID、およびメッセー
ジに関連付けられたインターフェイスの組み合わせにより、使用中の認証アルゴリズムおよび

Message Digest 5（MD5）認証キーが一意に識別されます。有効なキーの数にかかわらず、1つ
の認証パケットのみが送信されます。ソフトウェアは、最小のキー識別番号の検索を開始し、

最初の有効なキーを使用します。

最後のキーが期限切れになった場合、認証は続行されますが、エラーメッセージが生成されま

す。認証を無効にするには、手動で有効な最後のキーを削除する必要があります。

すべてのキーを削除するには、no key chainコマンドを使用してキーチェーンを削除します。

例 次に、キーを指定してキーチェーンでの認証を確認する例を示します。

Device(config-keychain)# key 1

関連コマンド DescriptionCommand

キーチェーンの認証キーが有効として受信される期間を設定し

ます。

accept-lifetime

ルーティングプロトコルの認証をイネーブルにするために必要

な認証キーチェーンを定義します。

key chain

キーの認証文字列を指定します。key-string (authentication)

キーチェーンの認証キーが有効に送信される期間を設定します。send-lifetime
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DescriptionCommand

認証キーの情報を表示します。show key chain
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ldap attribute-map
SLDAPサーバにダイナミック属性マップを設定するには、ldap attribute-mapコマンドを使用
します。

ldap attribute-map map-name

コマンドデフォルト なし

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

次に、SLDAPサーバにダイナミック属性マップを設定する例を示します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# ldap attribute-map map1
Device(config-attr-map)# map type department supplicant-group
Device(config-attr-map)# exit
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ldap server
セキュア LDAPを設定するには、ldap serverコマンドを使用します。

ldap server name

構文の説明 サーバ

名。

name

コマンドデフォルト なし

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、セキュア LDAPを設定する例を示します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# ldap server server1
Device(config-ldap-server)# ipv4 9.4.109.20
Device(config-ldap-server)# timeout retransmit 20
Device(config-ldap-server)# bind authenticate root-dn
CN=ldapipv6user,CN=Users,DC=ca,DC=ssh2,DC=com password Cisco12345
Device(config-ldap-server)# base-dn CN=Users,DC=ca,DC=ssh2,DC=com
Device(config-ldap-server)# mode secure no- negotiation
Device(config-ldap-server)# end
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local-auth ap eap-fast
EAP Fast方式を使用した Flexポリシーのローカル認証を設定するには、local-auth ap eap-fast
コマンドを使用します。

local-auth ap eap-fast profile-name

構文の説明 eap-fastプロファイル名を入力します。profile-name

コマンドデフォルト なし

コマンドモード config-wireless-flex-profile

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次の例は、EAP Fast方式での Flexポリシーの認証を設定する方法を示します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wireless profile flex profile-name
Device(config-wireless-flex-profile)# local-auth ap eap-fast eap-fast-profile-name
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local-site
サイトをローカルサイトとして設定するには、 local-site コマンドを使用します。

local-site

構文の説明 このサイトをローカルサイトとして設定します。local-site

コマンドデフォルト なし

コマンドモード config-site-tag

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、現在のサイトをローカルサイトとして設定する例を示します。

Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wireless tag site tag-name
Device(config-site-tag)# local-site
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location expiry
ロケーションの有効期間を設定するには、グローバルコンフィギュレーションモードで location
expiry コマンドを使用します。

location expiry {calibrating-client | client | tags }timeout-duration

構文の説明 調整クライアントのタイムアウト値。calibrating-client

クライアントのタイムアウト値。client

RFIDタグのタイムアウト値。tags

タイムアウト時間（秒）。timeout-duration

コマンドデフォルト タイムアウト値は設定されていません。

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、ロケーションの有効期間を設定する例を示します。

Device(config)# location expiry tags 50
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location notify-threshold
RSSI測定のNMSP通知しきい値を設定するには、グローバルコンフィギュレーションモード
で location notify-thresholdコマンドを使用します。RSSI測定の NMSP通知しきい値を削除す
るには、このコマンドの no形式を使用します。

location notify-threshold {client | rogue-aps | tags } db
no location notify-threshold {client | rogue-aps | tags }

構文の説明 クライアントおよび不正クライアントの NMSP通知しきい値（dB単位）を指定
します。

しきい値パラメータに有効な値の範囲は 0～ 10 dBです。デフォルト値は 0 dBで
す。

client

不正アクセスポイントの NMSP通知しきい値（dB単位）を指定します。

しきい値パラメータに有効な値の範囲は 0～ 10 dBです。デフォルト値は 0 dBで
す。

rogue-aps

RFIDタグの NMSP通知しきい値（dB単位）を指定します。

しきい値パラメータに有効な値の範囲は 0～ 10 dBです。デフォルト値は 0 dBで
す。

tags

しきい値パラメータに有効な値の範囲は 0～ 10 dBです。デフォルト値は 0 dBで
す。

db

コマンドデフォルト デフォルトの動作や値はありません。

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

次に、クライアントの NMSP通知しきい値を 10 dBに設定する例を示します。クライ
アント RSSIが差分 10 dBで変更されると同時に、通知 NMSPメッセージがMSEに送
信されます。

Device# configure terminal
Device(config)# location notify-threshold client 10
Device(config)# end
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lsc-only-auth（メッシュ）
ローカルで有効な証明書（LSC）専用のMAP認証にメッシュセキュリティを設定するには、
lsc-only-authコマンドを使用します。

lsc-only-auth

構文の説明 このコマンドにはキーワードまたは引数はありません。

コマンドデフォルト LSC専用認証はイネーブルになっています。

コマンドモード config-wireless-mesh-profile

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、LSC専用MAP認証にメッシュセキュリティを設定する例を示します。
Device # configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device (config)# wireless profile mesh mesh-profile
Device (config-wireless-mesh-profile)# lsc-only-auth
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mac-filtering
WLAN上でMACフィルタリングを有効にするには、 mac-filtering コマンドを使用します。

mac-filtering [mac-authorization-list ]

構文の説明 許可リストの名

前。

mac-authorization-list

コマンドデフォルト なし

コマンドモード config-wlan

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、WLANでMACフィルタリングをイネーブルにする例を示します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wlan wlan-name wlan-index SSID-name
Device(config-wlan)# mac-filtering
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match（アクセスマップコンフィギュレーション）
1つまたは複数のアクセスリストをパケットと照合するようにVLANマップを設定するには、
スイッチスタックまたはスタンドアロンスイッチのアクセスマップコンフィギュレーション

モードで matchコマンドを使用します。一致パラメータを削除するには、このコマンドの no
形式を使用します。

match {ip address {namenumber} [{namenumber}] [{namenumber}]... | ipv6 address
{namenumber} [{namenumber}] [{namenumber}]... |mac address {name} [{name}]
[{name}]...}
no match {ip address {namenumber} [{namenumber}] [{namenumber}]... | ipv6 address
{namenumber} [{namenumber}] [{namenumber}]... |mac address {name} [{name}]
[{name}]...}

構文の説明 パケットを IPアドレスアクセスリストと照合するようにアクセスマップを
設定します。

ip address

パケットを IPv6アドレスアクセスリストと照合するようにアクセスマップ
を設定します。

ipv6 address

パケットをMACアドレスアクセスリストと照合するようにアクセスマップ
を設定します。

mac address

パケットを照合するアクセスリストの名前です。name

パケットを照合するアクセスリストの番号です。このオプションは、MACア
クセスリストに対しては無効です。

number

コマンドデフォルト デフォルトのアクションでは、一致パラメータは VLANマップに適用されません。

コマンドモード アクセスマップコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されまし

た。

使用上のガイドライン vlan access-map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、アクセスマップコ
ンフィギュレーションモードを開始します。

1つのアクセスリストの名前または番号を入力する必要があります。その他は任意です。パ
ケットは、1つまたは複数のアクセスリストに対して照合できます。いずれかのリストに一致
すると、エントリの一致としてカウントされます。
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アクセスマップコンフィギュレーションモードでは、matchコマンドを使用して、VLANに
適用されるVLANマップの一致条件を定義できます。actionコマンドを使用すると、パケット
が条件に一致したときに実行するアクションを設定できます。

パケットは、同じプロトコルタイプのアクセスリストに対してだけ照合されます。IPパケッ
トは、IPアクセスリストに対して照合され、IPv6パケットは IPv6アクセスリストに対して照
合され、その他のパケットはすべてMACアクセスリストに対して照合されます。

同じマップエントリに、IPアドレス、IPv6アドレスおよびMACアドレスを指定できます。

次の例では、VLANアクセスマップ vmap4を定義してVLAN 5とVLAN 6に適用する
方法を示します。このアクセスマップでは、パケットがアクセスリスト al2に定義さ
れた条件に一致すると、インターフェイスは IPパケットをドロップします。
Device(config)# vlan access-map vmap4
Device(config-access-map)# match ip address al2
Device(config-access-map)# action drop
Device(config-access-map)# exit
Device(config)# vlan filter vmap4 vlan-list 5-6

設定を確認するには、show vlan access-map特権 EXECコマンドを入力します。
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match activated-service-template
セッションでアクティブ化されているサービステンプレートに基づいて trueと評価される条
件を作成するには、コントロールクラスマップフィルタコンフィギュレーションモードで

match activated-service-templateコマンドを使用します。セッションでアクティブ化されてい
るサービステンプレートが指定されたテンプレートと一致しない場合に trueと評価する条件
を作成するには、コントロールクラスマップフィルタコンフィギュレーションモードで

no-match activated-service-templateコマンドを使用します。条件を削除するには、このコマン
ドの no形式を使用します。

match activated-service-template template-name
no-match activated-service-template template-name
no {match | no-match} activated-service-template template-name

構文の説明 service-templateコマンドによって定義された、設定されているサービステン
プレートの名前。

template-name

コマンドデフォルト コントロールクラスには、サービステンプレートに基づく条件は含まれていません。

コマンドモード コントロールクラスマップフィルタコンフィギュレーション（config-filter-control-classmap）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXERelease 3.2SE

使用上のガイドライン matchactivated-service-templateコマンドは、セッションに適用されているサービステンプレー
トに基づいて、コントロールクラスの一致条件を設定します。コントロールクラスには複数

の条件を含めることができ、各条件は trueまたは falseの評価を行います。コントロールクラ
スは、コントロールポリシーのアクションを実行するためには、条件のすべてまたはいずれか

が trueと評価される必要があるか、あるいはいずれも trueと評価されてはならないかを定義し
ます。

このコマンドの no-match形式は、結果が不一致になる値を指定します。指定した一致基準以
外のすべての値は、結果が一致になります。たとえば、no-match activated-service-template
SVC_1コマンドを設定すると、SVC_1を除くすべてのテンプレート値が一致として受け入れ
られます。

classコマンドは、コントロールクラスをコントロールポリシーに関連付けます。

例 次に、VLAN_1という名前のサービステンプレートがセッションでアクティブになっ
ている場合に trueと評価するコントロールクラスを設定する例を示します。
class-map type control subscriber match-all CLASS_1
match activated-service-template VLAN_1

コンフィギュレーションコマンド：g～ z
99

コンフィギュレーションコマンド：g～ z
match activated-service-template



関連コマンド 説明コマンド

加入者セッションのコントロールポリシーまたはサービステンプ

レートをアクティブ化します。

activate (policy-map action)

制御ポリシーを制御クラスの 1つ以上のアクションに関連付けま
す。

class

イベントのサービステンプレートに基づいて trueと評価される条
件を作成します。

match service-template

加入者セッションに適用する一連のサービスポリシー属性が含ま

れるテンプレートを定義します。

service-template
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match any
デバイスを通過するすべてのプロトコルで照合を実行するには、matchanyコマンドを使用し
ます。

match any

コマンドデフォルト なし

コマンドモード config-cmap

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、デバイスを通過するすべてのパケットを照合する例を示します。

Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# class-map cmap-name
Device(config-cmap)# match any

コンフィギュレーションコマンド：g～ z
101

コンフィギュレーションコマンド：g～ z
match any



match application name
フローレコードのキーフィールドとしてアプリケーション名を使用するように設定するには、

フローレコードコンフィギュレーションモードで match application nameコマンドを使用し
ます。アプリケーション名をフローレコードのキーフィールドとして使用することを無効に

するには、このコマンドの no形式を使用します。

match application name
no match application name

構文の説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドデフォルト アプリケーション名はキーフィールドとして設定されていません。

コマンドモード フローレコードコンフィギュレーション（config-flow-record）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。15.0(1)M

このコマンドが Cisco Performance Monitor用に Cisco IOS Release
15.2(2)Tに統合されました。

15.2(2)T

このコマンドが Cisco Performance Monitor用に Cisco IOS XE Release
3.5Sに統合されました。

Cisco IOSXERelease 3.5S

使用上のガイドライン このコマンドは、Flexible NetFlowと Performance Monitorの両方で使用できます。これらの製
品では、このコマンドを発行するコンフィギュレーションモードを開始するために異なるコマ

ンドを使用しますが、モードプロンプトは両方の製品で共通しています。PerformanceMonitor
では、このコマンドを使用する前に、まず flow record type performance-monitorコマンドを
入力する必要があります。

モードプロンプトは両方の製品で共通しているため、ここでは両方の製品のコマンドモード

をフローレコードコンフィギュレーションモードと呼びます。ただし、Flexible NetFlowの場
合、このモードは Flexible NetFlowフローレコードコンフィギュレーションモードとも呼ば
れます。Performance Monitorの場合、このモードは Performance Monitorフローレコードコン
フィギュレーションモードとも呼ばれます。

フローレコードをフローモニタで使用するには、1つ以上のキーフィールドが必要になりま
す。キーフィールドはフローを差別化するものです。各フローのキーフィールドには、一連

の一意の値が設定されています。キーフィールドは、matchコマンドを使用して定義されま
す。

例 次に、アプリケーション名をキーフィールドとして設定する例を示します。
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Router(config)# flow record FLOW-RECORD-1
Router(config-flow-record)# match application name

Cisco IOSリリース 15.2(2)Tおよび XE 3.5Sでの Cisco Performance Monitor

次に、アプリケーション名をキーフィールドとして設定する例を示します。

Router(config)# flow record type performance-monitor RECORD-1
Router(config-flow-record)# match application name

関連コマンド 説明コマンド

Flexible NetFlowのフローレコードで、アプリケーション名を
非キーフィールドとして使用するように設定します。

collect application name

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

flow record

フローレコードを作成し、Performance Monitorフローレコー
ドコンフィギュレーションモードを開始します。

flow record type
performance-monitor
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match day
日または一般的な日のグループ（週末または平日）を使用して照合を実行するには、 match
day コマンドを使用します。

match day day-string

コマンドデフォルト なし

コマンドモード フィルタコントロールクラスマップコンフィギュレーション（config-filter-control-classmap）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.11.1

使用上のガイドライン このコマンドが機能するためには、AAAオーバーライドも無効にする必要があります。

例

次に、日を使用して照合を実行する例を示します。

Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# class-map type control subscriber match-all class-map-name

Device(config-filter-control-classmap)# match day day-string
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match device-type
デバイスタイプを使用して照合を実行するには、 match device-type コマンドを使用します。

match device-typedevice-type

コマンドデフォルト なし

コマンドモード フィルタコントロールクラスマップコンフィギュレーション（config-filter-control-classmap）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.11.1

使用上のガイドライン デバイスリストに入力するには、デバイス分類子を有効にする必要があります。

例

次に、デバイスタイプを使用して照合を実行する例を示します。

Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# class-map type control subscriber match-allclass-map-name
Device(config-filter-control-classmap)# match device-type device-type
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match eap-type
拡張認証プロトコル（EAP）を使用して照合を実行するには、matcheap-typeコマンドを使用
します。

match eap-type {fast |gtc |leap |md5 |mschapv2 |peap |tls}

構文の説明 セキュアトンネリングを介したフレキシブル認

証

fast

汎用トークンカードgtc

Lightweight Extensible Authentication Protocol。leap

MD5-tunneled Authentication Protocol。md5

MSCHAPV2認証メカニズム。mschapv2

Protected Extensible Authentication Protocol。peap

Transport Layer Security。tls

コマンドデフォルト なし

コマンドモード フィルタコントロールクラスマップコンフィギュレーション（config-filter-control-classmap）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.11.1

使用上のガイドライン このコマンドが機能するためには、AAAオーバーライドも無効にする必要があります。

例

次に、eap-type PEAPを使用して一致を実行する例を示します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# class-map type control subscriber match-all class-map-name

Device(config-filter-control-classmap)# match eap-type peap
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match interface
入力インターフェイスと出力インターフェイスをフローレコードのキーフィールドとして設

定するには、フローレコードコンフィギュレーションモードでmatch interfaceコマンドを使
用します。入力インターフェイスと出力インターフェイスをフローレコードのキーフィール

ドとして使用することを無効にするには、このコマンドの no形式を使用します。

match interface {input | output}
no match interface {input | output}

構文の説明 入力インターフェイスをキーフィールドとして設定します。input

出力インターフェイスをキーフィールドとして設定します。output

コマンドデフォルト 入力インターフェイスと出力インターフェイスは、キーフィールドとして設定されていませ

ん。

コマンドモード フローレコードコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン フローレコードにキーフィールドが含まれていない場合は、フローモニタで使用することが

できません。キーフィールドはフローを区別するものです。各フローのキーフィールドには、

一連の一意の値が設定されています。キーフィールドは、matchコマンドを使用して定義され
ます。

次に、入力インターフェイスをキーフィールドとして設定する例を示します。

Device(config)# flow record FLOW-RECORD-1
Device(config-flow-record)# match interface input

次に、出力インターフェイスをキーフィールドとして設定する例を示します。

Device(config)# flow record FLOW-RECORD-1
Device(config-flow-record)# match interface output
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match ipv4
フローレコードのキーフィールドとして 1つ以上の IPv4フィールドを設定するには、フロー
レコードコンフィギュレーションモードでmatch ipv4コマンドを使用します。フローレコー
ドのキーフィールドとして 1つ以上の IPv4フィールドを使用する設定をディセーブルにする
には、このコマンドの no形式を使用します。

match ipv4 {destination address | protocol | source address | tos | version}
no match ipv4 {destination address | protocol | source address | tos | version}

構文の説明 キーフィールドとして IPv4宛先アドレスを設定します。詳細について
は、match ipv4 destination address（110ページ）を参照してください。

destination address

キーフィールドとして IPv4プロトコルを設定します。protocol

キーフィールドとして IPv4宛先アドレスを設定します。詳細について
は、match ipv4 source address（112ページ）を参照してください。

source address

キーフィールドとして IPv4 ToSを設定します。tos

キーフィールドとして IPv4ヘッダーの IPバージョンを設定します。version

コマンドデフォルト ユーザ定義のフローレコードのキーフィールドとして 1つ以上の IPv4フィールドを使用する
設定は、イネーブルになっていません。

コマンドモード フローレコードコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン フローレコードにキーフィールドが含まれていない場合は、フローモニタで使用することが

できません。キーフィールドはフローを区別するものです。各フローのキーフィールドには、

一連の一意の値が設定されています。キーフィールドは、matchコマンドを使用して定義しま
す。

次の例では、キーフィールドとして IPv4プロトコルを設定します。
Device(config)# flow record FLOW-RECORD-1
Device(config-flow-record)# match ipv4 protocol
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match ipv4
フローレコードのキーフィールドとして 1つ以上の IPv4フィールドを設定するには、フロー
レコードコンフィギュレーションモードでmatch ipv4コマンドを使用します。フローレコー
ドのキーフィールドとして 1つ以上の IPv4フィールドを使用する設定をディセーブルにする
には、このコマンドの no形式を使用します。

match ipv4 {destination address | protocol | source address | tos | version}
no match ipv4 {destination address | protocol | source address | tos | version}

構文の説明 キーフィールドとして IPv4宛先アドレスを設定します。詳細について
は、match ipv4 destination address（110ページ）を参照してください。

destination address

キーフィールドとして IPv4プロトコルを設定します。protocol

キーフィールドとして IPv4宛先アドレスを設定します。詳細について
は、match ipv4 source address（112ページ）を参照してください。

source address

キーフィールドとして IPv4 ToSを設定します。tos

キーフィールドとして IPv4ヘッダーの IPバージョンを設定します。version

コマンドデフォルト ユーザ定義のフローレコードのキーフィールドとして 1つ以上の IPv4フィールドを使用する
設定は、イネーブルになっていません。

コマンドモード フローレコードコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン フローレコードにキーフィールドが含まれていない場合は、フローモニタで使用することが

できません。キーフィールドはフローを区別するものです。各フローのキーフィールドには、

一連の一意の値が設定されています。キーフィールドは、matchコマンドを使用して定義しま
す。

次の例では、キーフィールドとして IPv4プロトコルを設定します。
Device(config)# flow record FLOW-RECORD-1
Device(config-flow-record)# match ipv4 protocol
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match ipv4 destination address
IPv4宛先アドレスをフローレコードのキーフィールドとして設定するには、フローレコード
コンフィギュレーションモードでmatch ipv4 destination addressコマンドを使用します。IPv4
宛先アドレスをフローレコードのキーフィールドとして使用する設定をディセーブルにする

には、このコマンドの no形式を使用します。

match ipv4 destination address
no match ipv4 destination address

構文の説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドデフォルト IPv4宛先アドレスはキーフィールドとして設定されていません。

コマンドモード フローレコードコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン フローレコードにキーフィールドが含まれていない場合は、フローモニタで使用することが

できません。キーフィールドはフローを区別するものです。各フローのキーフィールドには、

一連の一意の値が設定されています。キーフィールドは、matchコマンドを使用して定義され
ます。

このコマンドをデフォルト設定に戻すには、no match ipv4 destination addressまたは default
match ipv4 destination addressフローレコードコンフィギュレーションコマンドを使用しま
す。

次の例では、IPv4宛先アドレスをフローレコードのキーフィールドとして設定しま
す。

Device(config)# flow record FLOW-RECORD-1
Device(config-flow-record)# match ipv4 destination address
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match ipv4 destination address
IPv4宛先アドレスをフローレコードのキーフィールドとして設定するには、フローレコード
コンフィギュレーションモードでmatch ipv4 destination addressコマンドを使用します。IPv4
宛先アドレスをフローレコードのキーフィールドとして使用する設定をディセーブルにする

には、このコマンドの no形式を使用します。

match ipv4 destination address
no match ipv4 destination address

構文の説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドデフォルト IPv4宛先アドレスはキーフィールドとして設定されていません。

コマンドモード フローレコードコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン フローレコードにキーフィールドが含まれていない場合は、フローモニタで使用することが

できません。キーフィールドはフローを区別するものです。各フローのキーフィールドには、

一連の一意の値が設定されています。キーフィールドは、matchコマンドを使用して定義され
ます。

このコマンドをデフォルト設定に戻すには、no match ipv4 destination addressまたは default
match ipv4 destination addressフローレコードコンフィギュレーションコマンドを使用しま
す。

次の例では、IPv4宛先アドレスをフローレコードのキーフィールドとして設定しま
す。

Device(config)# flow record FLOW-RECORD-1
Device(config-flow-record)# match ipv4 destination address
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match ipv4 source address
IPv4送信元アドレスをフローレコードのキーフィールドとして設定するには、フローレコー
ドコンフィギュレーションモードでmatch ipv4 source addressコマンドを使用します。フロー
レコードのキーフィールドとして IPv4送信元アドレスを使用する設定をディセーブルにする
には、このコマンドの no形式を使用します。

match ipv4 source address
no match ipv4 source address

構文の説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドデフォルト IPv4送信元アドレスがキーフィールドとして設定されません。

コマンドモード フローレコードコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン フローレコードにキーフィールドが含まれていない場合は、フローモニタで使用することが

できません。キーフィールドはフローを区別するものです。各フローのキーフィールドには、

一連の一意の値が設定されています。キーフィールドは、matchコマンドを使用して定義され
ます。

このコマンドをデフォルト設定に戻すには、no match ipv4 source addressまたは default match
ipv4 source addressフローレコードコンフィギュレーションコマンドを使用します。

次に、キーフィールドとして IPv4送信元アドレスを設定する例を示します。
Device(config)# flow record FLOW-RECORD-1
Device(config-flow-record)# match ipv4 source address
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match ipv4 source address
IPv4送信元アドレスをフローレコードのキーフィールドとして設定するには、フローレコー
ドコンフィギュレーションモードでmatch ipv4 source addressコマンドを使用します。フロー
レコードのキーフィールドとして IPv4送信元アドレスを使用する設定をディセーブルにする
には、このコマンドの no形式を使用します。

match ipv4 source address
no match ipv4 source address

構文の説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドデフォルト IPv4送信元アドレスがキーフィールドとして設定されません。

コマンドモード フローレコードコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン フローレコードにキーフィールドが含まれていない場合は、フローモニタで使用することが

できません。キーフィールドはフローを区別するものです。各フローのキーフィールドには、

一連の一意の値が設定されています。キーフィールドは、matchコマンドを使用して定義され
ます。

このコマンドをデフォルト設定に戻すには、no match ipv4 source addressまたは default match
ipv4 source addressフローレコードコンフィギュレーションコマンドを使用します。

次に、キーフィールドとして IPv4送信元アドレスを設定する例を示します。
Device(config)# flow record FLOW-RECORD-1
Device(config-flow-record)# match ipv4 source address
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match ipv4 ttl
フローレコードのキーフィールドとして IPv4存続可能時間（TTL）フィールドを設定するに
は、フローレコードコンフィギュレーションモードでmatch ipv4 ttlコマンドを使用します。
フローレコードのキーフィールドとして IPv4 TTLを使用する設定をディセーブルにするに
は、このコマンドの no形式を使用します。

match ipv4 ttl
no match ipv4 ttl

構文の説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドデフォルト IPv4存続可能時間（TTL）フィールドは、キーフィールドとして設定されていません。

コマンドモード フローレコードコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン フローレコードにキーフィールドが含まれていない場合は、フローモニタで使用することが

できません。キーフィールドはフローを区別するものです。各フローのキーフィールドには、

一連の一意の値が設定されています。キーフィールドは、match ipv4 ttlコマンドを使用して
定義されます。

次に、キーフィールドとして IPv4 TTLを設定する例を示します。
Device(config)# flow record FLOW-RECORD-1
Device(config-flow-record)# match ipv4 ttl
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match ipv4 ttl
フローレコードのキーフィールドとして IPv4存続可能時間（TTL）フィールドを設定するに
は、フローレコードコンフィギュレーションモードでmatch ipv4 ttlコマンドを使用します。
フローレコードのキーフィールドとして IPv4 TTLを使用する設定をディセーブルにするに
は、このコマンドの no形式を使用します。

match ipv4 ttl
no match ipv4 ttl

構文の説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドデフォルト IPv4存続可能時間（TTL）フィールドは、キーフィールドとして設定されていません。

コマンドモード フローレコードコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン フローレコードにキーフィールドが含まれていない場合は、フローモニタで使用することが

できません。キーフィールドはフローを区別するものです。各フローのキーフィールドには、

一連の一意の値が設定されています。キーフィールドは、match ipv4 ttlコマンドを使用して
定義されます。

次に、キーフィールドとして IPv4 TTLを設定する例を示します。
Device(config)# flow record FLOW-RECORD-1
Device(config-flow-record)# match ipv4 ttl
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match ipv6
フローレコードのキーフィールドとして 1つ以上の IPv6フィールドを設定するには、フロー
レコードコンフィギュレーションモードでmatch ipv6コマンドを使用します。フローレコー
ドのキーフィールドとして 1つ以上の IPv6フィールドを使用する設定をディセーブルにする
には、このコマンドの no形式を使用します。

match ipv6 {destination address | protocol | source address | traffic-class | version}
no match ipv6 {destination address | protocol | source address | traffic-class | version}

構文の説明 キーフィールドとして IPv4宛先アドレスを設定します。詳細
については、match ipv6 destination address（118ページ）を参照
してください。

destination address

キーフィールドとして IPv6プロトコルを設定します。protocol

キーフィールドとして IPv4宛先アドレスを設定します。詳細
については、match ipv6 source address（122ページ）を参照し
てください。

source address

コマンドデフォルト IPv6の各フィールドは、キーフィールドとして設定されていません。

コマンドモード フローレコードコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン フローレコードにキーフィールドが含まれていない場合は、フローモニタで使用することが

できません。キーフィールドはフローを区別するものです。各フローのキーフィールドには、

一連の一意の値が設定されています。キーフィールドは、matchコマンドを使用して定義され
ます。

次の例では、キーフィールドとして IPv6プロトコルフィールドを設定します。
Device(config)# flow record FLOW-RECORD-1
Device(config-flow-record)# match ipv6 protocol
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match ipv6
フローレコードのキーフィールドとして 1つ以上の IPv6フィールドを設定するには、フロー
レコードコンフィギュレーションモードでmatch ipv6コマンドを使用します。フローレコー
ドのキーフィールドとして 1つ以上の IPv6フィールドを使用する設定をディセーブルにする
には、このコマンドの no形式を使用します。

match ipv6 {destination address | protocol | source address | traffic-class | version}
no match ipv6 {destination address | protocol | source address | traffic-class | version}

構文の説明 キーフィールドとして IPv4宛先アドレスを設定します。詳細
については、match ipv6 destination address（118ページ）を参照
してください。

destination address

キーフィールドとして IPv6プロトコルを設定します。protocol

キーフィールドとして IPv4宛先アドレスを設定します。詳細
については、match ipv6 source address（122ページ）を参照し
てください。

source address

コマンドデフォルト IPv6の各フィールドは、キーフィールドとして設定されていません。

コマンドモード フローレコードコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン フローレコードにキーフィールドが含まれていない場合は、フローモニタで使用することが

できません。キーフィールドはフローを区別するものです。各フローのキーフィールドには、

一連の一意の値が設定されています。キーフィールドは、matchコマンドを使用して定義され
ます。

次の例では、キーフィールドとして IPv6プロトコルフィールドを設定します。
Device(config)# flow record FLOW-RECORD-1
Device(config-flow-record)# match ipv6 protocol
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match ipv6 destination address
IPv6宛先アドレスをフローレコードのキーフィールドとして設定するには、フローレコード
コンフィギュレーションモードでmatch ipv6 destination addressコマンドを使用します。IPv6
宛先アドレスをフローレコードのキーフィールドとして使用する設定をディセーブルにする

には、このコマンドの no形式を使用します。

match ipv6 destination address
no match ipv6 destination address

構文の説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドデフォルト IPv6宛先アドレスはキーフィールドとして設定されていません。

コマンドモード フローレコードコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン フローレコードにキーフィールドが含まれていない場合は、フローモニタで使用することが

できません。キーフィールドはフローを区別するものです。各フローのキーフィールドには、

一連の一意の値が設定されています。キーフィールドは、matchコマンドを使用して定義され
ます。

このコマンドをデフォルト設定に戻すには、no match ipv6 destination addressまたは default
match ipv6 destination addressフローレコードコンフィギュレーションコマンドを使用しま
す。

次の例では、キーフィールドとして IPv6宛先アドレスを設定します。
Device(config)# flow record FLOW-RECORD-1
Device(config-flow-record)# match ipv6 destination address
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match ipv6 destination address
IPv6宛先アドレスをフローレコードのキーフィールドとして設定するには、フローレコード
コンフィギュレーションモードでmatch ipv6 destination addressコマンドを使用します。IPv6
宛先アドレスをフローレコードのキーフィールドとして使用する設定をディセーブルにする

には、このコマンドの no形式を使用します。

match ipv6 destination address
no match ipv6 destination address

構文の説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドデフォルト IPv6宛先アドレスはキーフィールドとして設定されていません。

コマンドモード フローレコードコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン フローレコードにキーフィールドが含まれていない場合は、フローモニタで使用することが

できません。キーフィールドはフローを区別するものです。各フローのキーフィールドには、

一連の一意の値が設定されています。キーフィールドは、matchコマンドを使用して定義され
ます。

このコマンドをデフォルト設定に戻すには、no match ipv6 destination addressまたは default
match ipv6 destination addressフローレコードコンフィギュレーションコマンドを使用しま
す。

次の例では、キーフィールドとして IPv6宛先アドレスを設定します。
Device(config)# flow record FLOW-RECORD-1
Device(config-flow-record)# match ipv6 destination address
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match ipv6 hop-limit
フローレコードのキーフィールドとして IPv6ホップリミットを設定するには、フローレコー
ドコンフィギュレーションモードで match ipv6 hop-limitコマンドを使用します。フローレ
コードのキーフィールドとして IPv6パケットのセクションを使用する設定をディセーブルに
するには、このコマンドの no形式を使用します。

match ipv6 hop-limit
no match ipv6 hop-limit

構文の説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドデフォルト ユーザ定義のフローレコードのキーフィールドとして IPv6ホップリミットを使用する設定
は、デフォルトでイネーブルになっていません。

コマンドモード フローレコードコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン フローレコードにキーフィールドが含まれていない場合は、フローモニタで使用することが

できません。キーフィールドはフローを区別するものです。各フローのキーフィールドには、

一連の一意の値が設定されています。キーフィールドは、matchコマンドを使用して定義され
ます。

次に、キーフィールドとしてフローパケットのホップリミットを設定する例を示し

ます。

Device(config)# flow record FLOW-RECORD-1
Device(config-flow-record)# match ipv6 hop-limit
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match ipv6 hop-limit
フローレコードのキーフィールドとして IPv6ホップリミットを設定するには、フローレコー
ドコンフィギュレーションモードで match ipv6 hop-limitコマンドを使用します。フローレ
コードのキーフィールドとして IPv6パケットのセクションを使用する設定をディセーブルに
するには、このコマンドの no形式を使用します。

match ipv6 hop-limit
no match ipv6 hop-limit

構文の説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドデフォルト ユーザ定義のフローレコードのキーフィールドとして IPv6ホップリミットを使用する設定
は、デフォルトでイネーブルになっていません。

コマンドモード フローレコードコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン フローレコードにキーフィールドが含まれていない場合は、フローモニタで使用することが

できません。キーフィールドはフローを区別するものです。各フローのキーフィールドには、

一連の一意の値が設定されています。キーフィールドは、matchコマンドを使用して定義され
ます。

次に、キーフィールドとしてフローパケットのホップリミットを設定する例を示し

ます。

Device(config)# flow record FLOW-RECORD-1
Device(config-flow-record)# match ipv6 hop-limit
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match ipv6 source address
IPv6送信元アドレスをフローレコードのキーフィールドとして設定するには、フローレコー
ドコンフィギュレーションモードでmatch ipv6 source addressコマンドを使用します。フロー
レコードのキーフィールドとして IPv6送信元アドレスを使用する設定をディセーブルにする
には、このコマンドの no形式を使用します。

match ipv6 source address
no match ipv6 source address

構文の説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドデフォルト IPv6送信元アドレスはキーフィールドとして設定されていません。

コマンドモード フローレコードコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン フローレコードにキーフィールドが含まれていない場合は、フローモニタで使用することが

できません。キーフィールドはフローを区別するものです。各フローのキーフィールドには、

一連の一意の値が設定されています。キーフィールドは、matchコマンドを使用して定義され
ます。

このコマンドをデフォルト設定に戻すには、no match ipv6 source addressまたは default match
ipv6 source addressフローレコードコンフィギュレーションコマンドを使用します。

次に、IPv6送信元アドレスをキーフィールドとして設定する例を示します。
Device(config)# flow record FLOW-RECORD-1
Device(config-flow-record)# match ipv6 source address
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match ipv6 source address
IPv6送信元アドレスをフローレコードのキーフィールドとして設定するには、フローレコー
ドコンフィギュレーションモードでmatch ipv6 source addressコマンドを使用します。フロー
レコードのキーフィールドとして IPv6送信元アドレスを使用する設定をディセーブルにする
には、このコマンドの no形式を使用します。

match ipv6 source address
no match ipv6 source address

構文の説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドデフォルト IPv6送信元アドレスはキーフィールドとして設定されていません。

コマンドモード フローレコードコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン フローレコードにキーフィールドが含まれていない場合は、フローモニタで使用することが

できません。キーフィールドはフローを区別するものです。各フローのキーフィールドには、

一連の一意の値が設定されています。キーフィールドは、matchコマンドを使用して定義され
ます。

このコマンドをデフォルト設定に戻すには、no match ipv6 source addressまたは default match
ipv6 source addressフローレコードコンフィギュレーションコマンドを使用します。

次に、IPv6送信元アドレスをキーフィールドとして設定する例を示します。
Device(config)# flow record FLOW-RECORD-1
Device(config-flow-record)# match ipv6 source address
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match join-time-of-day
日における時刻を使用して照合を実行するには、 match join-time-of-day コマンドを使用しま
す。

match join-time-of-day start-time end-time

コマンドデフォルト なし

コマンドモード フィルタコントロールクラスマップコンフィギュレーション（config-filter-control-classmap）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.11.1

使用上のガイドライン 照合で参加時刻が考慮されます。たとえば、照合フィルタが午前 11:00から午後 2:00に設定さ
れている場合、午前 10:59に参加するデバイスは、午前 11:00より後にクレデンシャルを取得
しても考慮されません。

このコマンドが機能するためには、AAAオーバーライドも無効にする必要があります。

例

次に、参加時刻を使用して照合を実行する例を示します。

Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# class-map type control subscriber match-all class-map-name

Device(config-filter-control-classmap)# match join-time-of-day start-time end-time
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match message-type
サービスリストを照合するメッセージタイプを設定するには、match message-typeコマンド
を使用します。

match message-type {announcement | any | query}

構文の説明 Deviceのサービスアドバタイズメントまたはアナウンスメントのみを許可し
ます。

announcement

任意の照合タイプを許可します。any

ネットワーク内の特定のDeviceに対するクライアントからクエリのみを許可
します。

query

コマンドデフォルト なし

コマンドモード サービスリストコンフィギュレーション。

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン 異なるシーケンス番号を持つ同じ名前の複数のサービスマップを作成することができ、フィル

タの評価順序はシーケンス番号に基づきます。サービスリストは、それぞれが許可または拒否

の結果を持つ個々の文を一定の順序で並べたものです。サービスリストの評価は、事前に定義

された順序でのリストのスキャンと、一致する各文の基準の評価で構成されています。リスト

のスキャンは、文の一致が初めて見つかり、その文に関連付けられたアクションpermitまたは
denyが実行されると停止します。リスト全体をスキャンした後のデフォルトのアクションは
denyです。

service-list mdns-sd service-list-name queryコマンドを使用していた場合、matchコマンドは使
用できません。matchコマンドは、permitまたはdenyオプションに対してのみ使用できます。

（注）

例

次に、照合されるアナウンスメントメッセージタイプを設定する例を示します。

Device(config-mdns-sd-sl)# match message-type announcement

コンフィギュレーションコマンド：g～ z
125

コンフィギュレーションコマンド：g～ z
match message-type



match non-client-nrt
NRT（非リアルタイム）で非クライアントを照合するには、クラスマップコンフィギュレー
ションモードで match non-client-nrt コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、こ
のコマンドの no形式を使用します。

match non-client-nrt
no match non-client-nrt

構文の説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドデフォルト なし

コマンドモード クラスマップ

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン なし

次に、NRTで非クライアントを設定する例を示します。
Device(config)# class-map test_1000
Device(config-cmap)# match non-client-nrt
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match protocol
指定され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するには、クラスマップコ

ンフィギュレーションモードまたはポリシーインラインコンフィギュレーションモードで

match protocolコマンドを使用します。プロトコルベースの一致基準をクラスマップから削除
するには、このコマンドのno形式を使用します。matchprotocolコマンドの詳細については、
『Cisco IOS Quality of Service Solutions Command Reference』を参照してください。

match protocol {protocol-name | attribute category category-name | attribute sub-category
sub-category-name | attribute application-group application-group-name}

構文の説明 一致基準として使用されるプロトコルの名前です（bgpなど）。protocol-name

一致基準として使用するアプリケーションカテゴリの名前です。category-name

一致基準として使用するアプリケーションサブカテゴリの名前です。sub-category-name

一致基準とするアプリケーショングループの名前です。アプリケー

ション名を指定すると、アプリケーショングループの代わりにアプ

リケーションが一致基準として設定されます。

application-group-name

コマンドデフォルト 一致基準は設定されていません。

コマンドモード クラスマップコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

次に、matchprotocolでアプリケーション名、カテゴリ、およびサブカテゴリのフィル
タを適用してクラスマップを作成する例を示します。

Device# configure terminal
Device(config)# class-map cat-browsing
Device(config-cmap)# match protocol attribute category browsing
Device(config-cmap)#end

Device# configure terminal
Device(config)# class-map cat-fileshare
Device(config-cmap)# match protocol attribute category file-sharing
Device(config-cmap)#end

Device# configure terminal
Device(config)# class-map match-any subcat-terminal
Device(config-cmap)# match protocol attribute sub-category terminal
Device(config-cmap)#end

Device# configure terminal
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Device(config)# class-map match-any webex-meeting
Device(config-cmap)# match protocol webex-meeting
Device(config-cmap)#end

次に、ポリシーマップを作成し、アップストリーム QoSの既存のクラスマップを定
義する例を示します。

Device# configure terminal
Device(config)# policy-map test-avc-up
Device(config-pmap)# class cat-browsing
Device(config-pmap-c)# police 150000
Device(config-pmap-c)# set dscp 12
Device(config-pmap-c)#end

Device# configure terminal
Device(config)# policy-map test-avc-up
Device(config-pmap)# class cat-fileshare
Device(config-pmap-c)# police 1000000
Device(config-pmap-c)# set dscp 20
Device(config-pmap-c)#end

Device# configure terminal
Device(config)# policy-map test-avc-up
Device(config-pmap)# class subcat-terminal
Device(config-pmap-c)# police 120000
Device(config-pmap-c)# set dscp 15
Device(config-pmap-c)#end

Device# configure terminal
Device(config)# policy-map test-avc-up
Device(config-pmap)# class webex-meeting
Device(config-pmap-c)# police 50000000
Device(config-pmap-c)# set dscp 21
Device(config-pmap-c)#end

次に、ポリシーマップを作成し、ダウンストリーム QoSの既存のクラスマップを定
義する例を示します。

Device# configure terminal
Device(config)# policy-map test-avc-down
Device(config-pmap)# class cat-browsing
Device(config-pmap-c)# police 200000
Device(config-pmap-c)# set dscp 10
Device(config-pmap-c)#end

Device# configure terminal
Device(config)# policy-map test-avc-up
Device(config-pmap)# class cat-fileshare
Device(config-pmap-c)# police 300000
Device(config-pmap-c)# set wlan user-priority 2
Device(config-pmap-c)# set dscp 20
Device(config-pmap-c)#end

Device# configure terminal
Device(config)# policy-map test-avc-up
Device(config-pmap)# class subcat-terminal
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Device(config-pmap-c)# police 100000
Device(config-pmap-c)# set dscp 25
Device(config-pmap-c)#end

Device# configure terminal
Device(config)# policy-map test-avc-up
Device(config-pmap)# class webex-meeting
Device(config-pmap-c)# police 60000000
Device(config-pmap-c)# set dscp 41
Device(config-pmap-c)#end

次に、定義された QoSポリシーをWLANに適用する例を示します。

Device# configure terminal
Device(config)#wlan alpha
Device(config-wlan)#shut
Device(config-wlan)#end
Device(config-wlan)#service-policy client input test-avc-up
Device(config-wlan)#service-policy client output test-avc-down
Device(config-wlan)#no shut
Device(config-wlan)#end
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match service-instance
サービスリストを照合するサービスインスタンスを設定するには、match service-instanceコ
マンドを使用します。

match service-instance line

構文の説明 パケット内のサービスインスタンスを照合するための正規表現。line

コマンドデフォルト なし

コマンドモード サービスリストコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン service-list mdns-sd service-list-name queryコマンドを使用していた場合、matchコマンドは使
用できません。matchコマンドは、permitまたはdenyオプションに対してのみ使用できます。

例

次に、照合するサービスインスタンスを設定する例を示します。

Device(config-mdns-sd-sl)# match service-instance servInst 1
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match service-type
照合する mDNSサービスタイプ文字列値を設定するには、match service-typeコマンドを使用
します。

match service-type line

構文の説明 パケット内のサービスタイプを照合するための正規表現。line

コマンドデフォルト なし

コマンドモード サービスリストコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン service-list mdns-sd service-list-name queryコマンドを使用していた場合、matchコマンドは使
用できません。matchコマンドは、permitまたはdenyオプションに対してのみ使用できます。

例

次に、照合する mDNSサービスタイプ文字列値を設定する例を示します。
Device(config-mdns-sd-sl)# match service-type _ipp._tcp
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match transport
フローレコードのキーフィールドとして 1つ以上のトランスポートフィールドを設定するに
は、フローレコードコンフィギュレーションモードで match transportコマンドを使用しま
す。フローレコードのキーフィールドとして 1つ以上のトランスポートフィールドを使用す
る設定をディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

構文の説明 キーフィールドとしてトランスポート宛先ポートを設定します。destination-port

キーフィールドとしてトランスポート送信元ポートを設定します。source-port

コマンドデフォルト トランスポートフィールドは、キーフィールドとして設定されていません。

コマンドモード フローレコードコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン フローレコードにキーフィールドが含まれていない場合は、フローモニタで使用することが

できません。キーフィールドはフローを区別するものです。各フローのキーフィールドには、

一連の一意の値が設定されています。キーフィールドは、matchコマンドを使用して定義され
ます。

次の例では、宛先ポートをキーフィールドとして設定します。

Device(config)# flow record FLOW-RECORD-1
Device(config-flow-record)# match transport destination-port

次の例では、送信元ポートをキーフィールドとして設定します。

Device(config)# flow record FLOW-RECORD-1
Device(config-flow-record)# match transport source-port
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match transport
フローレコードのキーフィールドとして 1つ以上のトランスポートフィールドを設定するに
は、フローレコードコンフィギュレーションモードで match transportコマンドを使用しま
す。フローレコードのキーフィールドとして 1つ以上のトランスポートフィールドを使用す
る設定をディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

構文の説明 キーフィールドとしてトランスポート宛先ポートを設定します。destination-port

キーフィールドとしてトランスポート送信元ポートを設定します。source-port

コマンドデフォルト トランスポートフィールドは、キーフィールドとして設定されていません。

コマンドモード フローレコードコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン フローレコードにキーフィールドが含まれていない場合は、フローモニタで使用することが

できません。キーフィールドはフローを区別するものです。各フローのキーフィールドには、

一連の一意の値が設定されています。キーフィールドは、matchコマンドを使用して定義され
ます。

次の例では、宛先ポートをキーフィールドとして設定します。

Device(config)# flow record FLOW-RECORD-1
Device(config-flow-record)# match transport destination-port

次の例では、送信元ポートをキーフィールドとして設定します。

Device(config)# flow record FLOW-RECORD-1
Device(config-flow-record)# match transport source-port
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match transport icmp ipv4
ICMP IPv4のタイプフィールドとコードフィールドをフローレコードのキーフィールドとし
て設定するには、フローレコードコンフィギュレーションモードでmatch transport icmp ipv4
コマンドを使用します。ICMP IPv4のタイプフィールドとコードフィールドをフローレコー
ドのキーフィールドとして使用するのをディセーブルにするには、このコマンドの no形式を
使用します。

match transport icmp ipv4 {code | type}
no match transport icmp ipv4 {code | type}

構文の説明 ICMPIPv4コードをキーフィールドとして設定します。code

ICMPIPv4タイプをキーフィールドとして設定します。type

コマンドデフォルト ICMP IPv4のタイプフィールドとコードフィールドはキーフィールドとして設定されていま
せん。

コマンドモード フローレコードコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン フローレコードにキーフィールドが含まれていない場合は、フローモニタで使用することが

できません。キーフィールドはフローを区別するものです。各フローのキーフィールドには、

一連の一意の値が設定されています。キーフィールドは、matchコマンドを使用して定義され
ます。

次に、ICMP IPv4コードフィールドをキーフィールドとして設定する例を示します。
Device(config)# flow record FLOW-RECORD-1
Device(config-flow-record)# match transport icmp ipv4 code

次に、ICMP IPv4タイプフィールドをキーフィールドとして設定する例を示します。
Device(config)# flow record FLOW-RECORD-1
Device(config-flow-record)# match transport icmp ipv4 type
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match transport icmp ipv4
ICMP IPv4のタイプフィールドとコードフィールドをフローレコードのキーフィールドとし
て設定するには、フローレコードコンフィギュレーションモードでmatch transport icmp ipv4
コマンドを使用します。ICMP IPv4のタイプフィールドとコードフィールドをフローレコー
ドのキーフィールドとして使用するのをディセーブルにするには、このコマンドの no形式を
使用します。

match transport icmp ipv4 {code | type}
no match transport icmp ipv4 {code | type}

構文の説明 ICMPIPv4コードをキーフィールドとして設定します。code

ICMPIPv4タイプをキーフィールドとして設定します。type

コマンドデフォルト ICMP IPv4のタイプフィールドとコードフィールドはキーフィールドとして設定されていま
せん。

コマンドモード フローレコードコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン フローレコードにキーフィールドが含まれていない場合は、フローモニタで使用することが

できません。キーフィールドはフローを区別するものです。各フローのキーフィールドには、

一連の一意の値が設定されています。キーフィールドは、matchコマンドを使用して定義され
ます。

次に、ICMP IPv4コードフィールドをキーフィールドとして設定する例を示します。
Device(config)# flow record FLOW-RECORD-1
Device(config-flow-record)# match transport icmp ipv4 code

次に、ICMP IPv4タイプフィールドをキーフィールドとして設定する例を示します。
Device(config)# flow record FLOW-RECORD-1
Device(config-flow-record)# match transport icmp ipv4 type

コンフィギュレーションコマンド：g～ z
135

コンフィギュレーションコマンド：g～ z
match transport icmp ipv4



match transport icmp ipv6
ICMP IPv6のタイプフィールドとコードフィールドをフローレコードのキーフィールドとし
て設定するには、フローレコードコンフィギュレーションモードでmatch transport icmp ipv6
コマンドを使用します。ICMP IPv6のタイプフィールドとコードフィールドをフローレコー
ドのキーフィールドとして使用するのをディセーブルにするには、このコマンドの no形式を
使用します。

match transport icmp ipv6 {code | type}
no match transport icmp ipv6 {code | type}

構文の説明 IPv6 ICMPコードをキーフィールドとして設定します。code

IPv6 ICMPタイプをキーフィールドとして設定します。type

コマンドデフォルト ICMP IPv6タイプフィールドおよびコードフィールドはキーフィールドとして設定されてい
ません。

コマンドモード フローレコードコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン フローレコードにキーフィールドが含まれていない場合は、フローモニタで使用することが

できません。キーフィールドはフローを区別するものです。各フローのキーフィールドには、

一連の一意の値が設定されています。キーフィールドは、matchコマンドを使用して定義され
ます。

次の例では、IPv6 ICMPコードフィールドをキーフィールドとして設定します。
Device(config)# flow record FLOW-RECORD-1
Device(config-flow-record)# match transport icmp ipv6 code

次の例では、IPv6 ICMPタイプフィールドをキーフィールドとして設定します。
Device(config)# flow record FLOW-RECORD-1
Device(config-flow-record)# match transport icmp ipv6 type
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match transport icmp ipv6
ICMP IPv6のタイプフィールドとコードフィールドをフローレコードのキーフィールドとし
て設定するには、フローレコードコンフィギュレーションモードでmatch transport icmp ipv6
コマンドを使用します。ICMP IPv6のタイプフィールドとコードフィールドをフローレコー
ドのキーフィールドとして使用するのをディセーブルにするには、このコマンドの no形式を
使用します。

match transport icmp ipv6 {code | type}
no match transport icmp ipv6 {code | type}

構文の説明 IPv6 ICMPコードをキーフィールドとして設定します。code

IPv6 ICMPタイプをキーフィールドとして設定します。type

コマンドデフォルト ICMP IPv6タイプフィールドおよびコードフィールドはキーフィールドとして設定されてい
ません。

コマンドモード フローレコードコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン フローレコードにキーフィールドが含まれていない場合は、フローモニタで使用することが

できません。キーフィールドはフローを区別するものです。各フローのキーフィールドには、

一連の一意の値が設定されています。キーフィールドは、matchコマンドを使用して定義され
ます。

次の例では、IPv6 ICMPコードフィールドをキーフィールドとして設定します。
Device(config)# flow record FLOW-RECORD-1
Device(config-flow-record)# match transport icmp ipv6 code

次の例では、IPv6 ICMPタイプフィールドをキーフィールドとして設定します。
Device(config)# flow record FLOW-RECORD-1
Device(config-flow-record)# match transport icmp ipv6 type
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match user-role
クラスマップ属性フィルタ条件を設定するには、match user-role コマンドを使用します。

match user-roleユーザロール

コマンドデフォルト なし

コマンドモード config-filter-control-classmap

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、クラスマップ属性フィルタ条件を設定する例を示します。

Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# class-map type control subscriber match-any map-name
Device(config-filter-control-classmap)# match user-role user-role
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match username
イベントのユーザ名に基づいて trueと評価される条件を作成するには、コントロールクラス
マップフィルタコンフィギュレーションモードで match usernameコマンドを使用します。
イベントのユーザ名が指定されたユーザ名と一致しない場合に trueと評価される条件を作成す
るには、コントロールクラスマップフィルタコンフィギュレーションモードで no-match
usernameコマンドを使用します。条件を削除するには、このコマンドの no形式を使用しま
す。

match username username
no-match username username
no {match | no-match} username username

構文の説明 ユーザ

名。

username

コマンドデフォルト コントロールクラスには、イベントのユーザ名に基づく条件は含まれていません。

コマンドモード コントロールクラスマップフィルタコンフィギュレーション（config-filter-control-classmap）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXERelease 3.2SE

使用上のガイドライン match usernameコマンドは、ユーザ名に基づいて、コントロールクラスの一致条件を設定し
ます。制御クラスには複数の条件を含めることができ、各条件は trueまたは falseの評価を行
います。コントロールクラスは、コントロールポリシーのアクションを実行するためには、

条件のすべてまたはいずれかが trueと評価される必要があるか、あるいはいずれも trueと評価
されてはならないかを定義します。

このコマンドの no-match形式は、結果が不一致になる値を指定します。指定した一致基準以
外のすべての値は、結果が一致になります。たとえば、no-match username josmitheコマンド
を設定すると、コントロールクラスは josmitheを除くすべてのユーザ名の値を一致として受け
入れます。

classコマンドは、コントロールクラスをコントロールポリシーに関連付けます。

例 次に、ユーザ名が josmitheである場合に trueと評価するコントロールクラスを設定す
る例を示します。

class-map type control subscriber match-all CLASS_1
match username josmithe
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関連コマンド 説明コマンド

制御ポリシーを制御クラスの1つ以上のアクションに関連
付けます。

class

加入者セッションに対するコントロールポリシーを定義

します

policy-map type control subscriber
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match wireless ssid（ワイヤレス）
ワイヤレスネットワークの SSIDをフローレコードのキーフィールドとして設定するには、
フローレコードコンフィギュレーションモードでmatchwireless ssidコマンドを使用します。
ワイヤレスネットワークの SSIDをフローレコードのキーフィールドとして使用することを
無効にするには、このコマンドの no形式を使用します

match wireless ssid
no match wireless ssid

構文の説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドデフォルト ワイヤレスネットワークの SSIDはキーフィールドとして設定されていません。

コマンドモード フローレコードコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されまし

た。

使用上のガイドライン フローレコードをフローモニタで使用するには、1つ以上のキーフィールドが必要になりま
す。キーフィールドはフローを差別化するものです。各フローのキーフィールドには、一連

の一意の値が設定されています。キーフィールドは、matchコマンドを使用して定義されま
す。

次に、ワイヤレスネットワークの SSIDをキーフィールドとして設定する例を示しま
す。

Device(config)# flow record FLOW-RECORD-1
Device(config-flow-record)# match wireless ssid
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match wireless ssid（ワイヤレス）
ワイヤレスネットワークの SSIDをフローレコードのキーフィールドとして設定するには、
フローレコードコンフィギュレーションモードでmatchwireless ssidコマンドを使用します。
ワイヤレスネットワークの SSIDをフローレコードのキーフィールドとして使用することを
無効にするには、このコマンドの no形式を使用します

match wireless ssid
no match wireless ssid

構文の説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドデフォルト ワイヤレスネットワークの SSIDはキーフィールドとして設定されていません。

コマンドモード フローレコードコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されまし

た。

使用上のガイドライン フローレコードをフローモニタで使用するには、1つ以上のキーフィールドが必要になりま
す。キーフィールドはフローを差別化するものです。各フローのキーフィールドには、一連

の一意の値が設定されています。キーフィールドは、matchコマンドを使用して定義されま
す。

次に、ワイヤレスネットワークの SSIDをキーフィールドとして設定する例を示しま
す。

Device(config)# flow record FLOW-RECORD-1
Device(config-flow-record)# match wireless ssid
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match（アクセスマップコンフィギュレーション）
VLANマップを1つまたは複数のアクセスリストとパケットを照合するように設定するには、
アクセスマップコンフィギュレーションモードでmatchコマンドを使用します。一致パラメー
タを削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

{match ip address {namenumber} [{namenumber}] [{namenumber}]... |mac address name
[name] [name]...}
{nomatch ip address {namenumber} [{namenumber}] [{namenumber}]... |mac address name
[name] [name]...}

構文の説明 パケットを IPアドレスアクセスリストと照合するようにアクセスマップを設定
します。

ip address

パケットをMACアドレスアクセスリストと照合するようにアクセスマップを
設定します。

mac
address

パケットを照合するアクセスリストの名前です。name

パケットを照合するアクセスリストの番号です。このオプションは、MACアク
セスリストに対しては無効です。

number

コマンドデフォルト デフォルトのアクションでは、一致パラメータは VLANマップに適用されません。

コマンドモード アクセスマップコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン vlan access-map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、アクセスマップコ
ンフィギュレーションモードを開始します。

1つのアクセスリストの名前または番号を入力する必要があります。その他は任意です。パ
ケットは、1つまたは複数のアクセスリストに対して照合できます。いずれかのリストに一致
すると、エントリの一致としてカウントされます。

アクセスマップコンフィギュレーションモードでは、matchコマンドを使用して、VLANに
適用されるVLANマップの一致条件を定義できます。actionコマンドを使用すると、パケット
が条件に一致したときに実行するアクションを設定できます。

パケットは、同じプロトコルタイプのアクセスリストに対してだけ照合されます。IPパケッ
トは、IPアクセスリストに対して照合され、その他のパケットはすべてMACアクセスリス
トに対して照合されます。

同じマップエントリに、IPアドレスとMACアドレスの両方を指定できます。
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例 次の例では、VLANアクセスマップ vmap4を定義し VLAN 5と VLAN 6に適用する方
法を示します。このアクセスマップでは、パケットがアクセスリスト al2に定義され
た条件に一致すると、インターフェイスは IPパケットをドロップします。

Device(config)# vlan access-map vmap4
Device(config-access-map)# match ip address al2
Device(config-access-map)# action drop
Device(config-access-map)# exit
Device(config)# vlan filter vmap4 vlan-list 5-6

設定を確認するには、show vlan access-map特権 EXECコマンドを入力します。
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match（クラスマップコンフィギュレーション）
トラフィックを分類するための一致基準を定義するには、クラスマップコンフィギュレーショ

ンモードでmatchコマンドを使用します。一致基準を削除するには、このコマンドの no形式
を使用します。

Cisco IOS XE Everest 16.5.x以前のリリース

match {access-group{nameacl-name acl-index} | class-map class-map-name | cos cos-value | dscp
dscp-value | [ ip ] dscp dscp-list | [ip] precedence ip-precedence-list | precedence
precedence-value1...value4 | qos-group qos-group-value | vlan vlan-id}
no match {access-group{nameacl-name acl-index} | class-map class-map-name | cos cos-value |
dscp dscp-value | [ ip ] dscp dscp-list | [ip] precedence ip-precedence-list | precedence
precedence-value1...value4 | qos-group qos-group-value | vlan vlan-id}

Cisco IOS XE Everest 16.6.x以降のリリース

match {access-group{name acl-name acl-index} | cos cos-value | dscp dscp-value | [ ip ] dscp
dscp-list | [ ip ] precedence ip-precedence-list |mpls experimental-value | non-client-nrt | precedence
precedence-value1...value4 | protocol protocol-name | qos-group qos-group-value | vlan vlan-id |wlan
wlan-id}
no match {access-group{name acl-name acl-index} | cos cos-value | dscp dscp-value | [ ip ] dscp
dscp-list | [ ip ] precedence ip-precedence-list |mpls experimental-value | non-client-nrt | precedence
precedence-value1...value4 | protocol protocol-name | qos-group qos-group-value | vlan vlan-id |wlan
wlan-id}

構文の説明 アクセスグループを指定します。access-group

IP標準または拡張アクセスコントロールリスト
（ACL）またはMAC ACLの名前を指定します。

name acl-name

IP標準または拡張アクセスコントロールリスト
（ACL）またはMAC ACLの番号を指定します。
IP標準 ACLの場合、ACLインデックス範囲は 1
～ 99および 1300～ 1999です。IP拡張 ACLの場
合、ACLインデックス範囲は 100～ 199および
2000～ 2699です。

acl-index

トラフィッククラスを分類ポリシーとして使用

し、使用するトラフィッククラスの名前を一致基

準として指定します。

class-map class-map-name
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レイヤ 2サービスクラス（CoS）/Inter-Switch Link
（ISL）マーキングに基づいてパケットを照合しま
す。CoS値は 0～ 7です。1つのmatch cosステー
トメントに最大 4つの CoS値をスペースで区切っ
て指定できます。

cos cos-value

各 DSCP値のパラメータを指定します。DiffServ
コードポイント値を指定する 0～ 63の範囲の値
を指定できます。

dscp dscp-value

着信パケットとの照合を行うための、最大 8つま
での IP DiffServコードポイント（DSCP）値の一
覧を指定します。各値はスペースで区切ります。

指定できる範囲は0～63です。一般的に使用する
値に対してはニーモニック名を入力することもで

きます。

ip dscp dscp-list

着信パケットとの照合を行うための、最大 8つの
IPプレシデンス値の一覧を指定します。各値はス
ペースで区切ります。指定できる範囲は 0～ 7で
す。一般的に使用する値に対してはニーモニック

名を入力することもできます。

ip precedence ip-precedence-list

分類されたトラフィックに IPプレシデンス値を割
り当てます。指定できる範囲は 0～ 7です。一般
的に使用する値に対してはニーモニック名を入力

することもできます。

precedence precedence-value1...value4

特定のQoSグループ値を一致基準として識別しま
す。指定できる範囲は 0～ 31です。

qos-group qos-group-value

特定のVLANを一致基準として指定します。指定
できる範囲は 1～ 4094です。

vlan vlan-id

マルチプロトコルラベルスイッチングの特定の

値を指定します。

mpls experimental-value

非クライアントのNRT（非リアルタイム）を照合
します。

non-client-nrt

プロトコルのタイプを指定します。protocol protocol-name

802.11特有の値を識別します。wlan wlan-id

コマンドデフォルト 一致基準は定義されません。

コマンドモード クラスマップコンフィギュレーション
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コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン パケットを分類するために着信パケットのどのフィールドを調べるのかを指定する場合は、

matchコマンドを使用します。IPアクセスグループまたはMACアクセスグループの Ether
Type/Lenのマッチングだけがサポートされています。

class-map match-anyclass-map-name 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、次の matchコマンドを入力できます。

• match access-group name acl-name

ACLは、名前付き拡張 ACLにする必要があります。（注）

• match ip dscp dscp-list

• match ip precedence ip-precedence-list

match access-group acl-indexコマンドはサポートされていません。

物理ポート単位でパケット分類を定義するために、クラスマップごとに 1つの matchコマン
ドのみがサポートされています。この場合、match-anyキーワードと同じです。

match ip dscp dscp-listコマンドまたはmatch ip precedence ip-precedence-listコマンドの場合は、
よく使用される値のニーモニック名を入力できます。たとえば、match ip dscp af11コマンド
を入力すると、match ipdscp10コマンドを入力した場合と同じになります。match ipprecedence
criticalコマンドを入力すると、match ip precedence 5コマンドを入力した場合と同じになりま
す。サポートされているニーモニックの一覧を表示するには、match ip dscp ?またはmatch ip
precedence ?コマンドを入力して、コマンドラインのヘルプ文字列を参照してください。

階層ポリシーマップ内にインターフェイスレベルのクラスマップを設定するときには、

input-interface interface-id-listキーワードを使用します。interface-id-listには、最大 6つのエン
トリを指定することができます。

例 次の例では、クラスマップ class2を作成する方法を示します。このマップは、DSCP
値 10、11、および 12を持つすべての着信トラフィックに一致します。
Device(config)# class-map class2
Device(config-cmap)# match ip dscp 10 11 12
Device(config-cmap)# exit

次の例では、クラスマップ class3を作成する方法を示します。このマップは、IP
precedence値 5、6、および 7を持つすべての着信トラフィックに一致します。
Device(config)# class-map class3
Device(config-cmap)# match ip precedence 5 6 7
Device(config-cmap)# exit
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次の例では、IP precedence一致基準を削除し、acl1を使用してトラフィックを分類す
る方法を示します。

Device(config)# class-map class2
Device(config-cmap)# match ip precedence 5 6 7
Device(config-cmap)# no match ip precedence
Device(config-cmap)# match access-group acl1
Device(config-cmap)# exit

次の例では、階層ポリシーマップでインターフェイスレベルのクラスマップが適用

する物理ポートのリストの指定方法を示しています。

Device(config)# class-map match-any class4
Device(config-cmap)# match cos 4
Device(config-cmap)# exit

次の例では、階層ポリシーマップでインターフェイスレベルのクラスマップが適用

する物理ポートの範囲の指定方法を示しています。

Device(config)# class-map match-any class4
Device(config-cmap)# match cos 4
Device(config-cmap)# exit

設定を確認するには、show class-map特権 EXECコマンドを入力します。
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match wlan user-priority
802.11固有の値を照合するには、クラスマップコンフィギュレーションモードで match wlan
user-priority コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no形式を
使用します。

match wlan user-priority wlan-value [wlan-value] [wlan-value] [wlan-value]
no match wlan user-priority wlan-value [wlan-value] [wlan-value] [wlan-value]

構文の説明 802.11固有の値。ユーザプライオリティ 802.11 TID user priority（0-7）を入力しま
す。（任意）ユーザプライオリティ値を 3つまで、空白文字区切りで入力しま
す。

wlan-value

コマンドデフォルト なし

コマンドモード クラスマップコンフィギュレーション（config-cmap）

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン なし

次に、ユーザプライオリティ値を設定する例を示します。

Device(config)# class-map test_1000
Device(config-cmap)# match wlan user-priority 7
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max-bandwidth
ワイヤレスメディアストリームの予想される最大ストリーム帯域幅をKbps単位で設定するに
は、 max-bandwidth コマンドを使用します。

max-bandwidth bandwidth

構文の説明 予想される最大ストリーム帯域幅（Kbps単位）。有効な範囲は 1～ 35000 Kbpsで
す。

bandwidth

コマンドデフォルト なし

コマンドモード media-stream

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、ワイヤレスメディアストリームの帯域幅をKbps単位で設定する例を示します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wireless media-stream group doc-grp 224.0.0.0 224.0.0.223
Device(config-media-stream)# max-bandwidth 3500
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max-through
スロットル期間ごとにVLANごとのマルチキャストルータアドバタイズメント（RA）を制限
するには、IPv6 RAスロットルポリシーコンフィギュレーションモードで max-throughコマ
ンドを使用します。コマンドをデフォルトにリセットするには、このコマンドの no形式を使
用します。

max-through {mt-value | inherit | no-limit}

構文の説明 スロットリングが発生する前にVLANで許可されているマルチキャストRAの数。
範囲は 0～ 256です。

mt-value

ターゲットポリシー間で設定をマージします。inherit

マルチキャスト RAは、VLANでは制限されません。no-limit

コマンドデフォルト RAは VLANごとに 10分間で 10回

コマンドモード IPv6 RAスロットルポリシーコンフィギュレーション（config-nd-ra-throttle）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE Release
3.2XE

使用上のガイドライン max-throughコマンドは、スロットル期間ごとにVLANに渡されるマルチキャスト RAの量を
制限します。このコマンドは、VLANでのみ設定できます。

例

Device(config)# ipv6 nd ra-throttle policy policy1
Device(config-nd-ra-throttle)# max-through 25
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mbo
WLANでWiFiAllianceAgileMultiband（MBO）を設定するには、mboコマンドを使用します。

mbo

構文の説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドデフォルト MBOは有効になっていません。

コマンドモード WLANの設定

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.12.1

使用上のガイドライン

次に、WLANでWiFi Alliance Agile Multiband（MBO）を設定する例を示します。

Device# configure terminal
Device(config)# wlan wlan-demo 1 ssid-demo
Device(config-wlan)# mbo
Device(config-wlan)# end

WLANでのMBOの設定時にWPA2 WLANを使用する場合は、設定で PMFを有効に
する必要があります。

（注）
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method
OSUオペレータに対し、サポートされているプライマリおよびセカンダリのオンラインサイ
ンアップ（OSU）方式を設定するには、methodコマンドを使用します。方式を削除するには、
このコマンドの no形式を使用します。

method {oma-dm|soap-xml-sp}

構文の説明 OSUオペレータのプライマリまたはセカンダリの OSU方式として、OMA-DM
を設定します。

oma-dm

OSUオペレータのプライマリまたはセカンダリの OSU方式として、
SOAP/XML-SPPを設定します。

soap-xml-sp

コマンドデフォルト なし

コマンドモード ANQP OSUプロバイダーの設定（config-anqp-osu-provider）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.12.1

使用上のガイドライン

例

次に、OSUオペレータに対し、サポートされているプライマリおよびセカンダリの
OSU方式を設定する例を示します。
Device(config-wireless-anqp-server)# osu-provider my-osu
Device(config-anqp-osu-provider)# method soap-xml-spp oma-dm
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method（メッシュ）
メッシュAPプロファイルの認証および許可方式を設定するには、methodコマンドを使用しま
す。

method {authentication | authorization }method

構文の説明 メッシュAP認証のAAA方式。authentication

メッシュAP許可のAAA方式。authorization

名前付き方式リスト。method

コマンドデフォルト 認証および許可方式は設定されていません。

コマンドモード config-wireless-mesh-profile

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、メッシュ APプロファイルの認証を設定する例を示します。
Device # configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device (config)# wireless profile mesh mesh-profile
Device (config-wireless-mesh-profile)# method authentication auth1
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method fast
EAP-FAST方式をサポートするように EAPプロファイルを設定するには、method fast コマン
ドを使用します。

method fast [profile profile-name]

構文の説明 方式プロファイルを指定します。profile-name

コマンドデフォルト なし

コマンドモード config-eap-profile

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、EAPプロファイルで EAP Fast方式を有効にする例を示します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# eap profile profile-name
Device(config-eap-profile)# method fast
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mobility anchor
モビリティスティッキアンカリングを設定するには、 mobility anchor stickyコマンドを使用
します。スティッキアンカリングを無効にするには、このコマンドの no形式を使用します。

ゲストアンカリングを設定するには、mobility anchor ip-addressコマンドを使用します。

ゲストアンカーを削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

デバイスを自動アンカーとして設定するには、mobility anchorコマンドを使用します。

mobility anchor {ip-address | sticky}
no mobility anchor {ip-address | sticky}

構文の説明 クライアントは、関連付けられている最初のスイッチにアンカーされます。

このコマンドはデフォルトで有効になっており、低ローミング遅延を保

証します。これは、クライアントがモビリティドメインに参加し、ドメ

イン内をローミングする場合でも、クライアントの Point of Presenceのが
変更されないように確保します。

（注）

sticky

ゲストアンカー deviceの IPアドレスをこのWLANに設定します。ip-address

コマンドデフォルト スティッキ設定は、デフォルトでは有効になっています。

コマンドモード WLANの設定

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン • wlan_idまたは guest_lan_idは必ず指定し、無効にする必要があります。

• 1つ目のモビリティアンカーを設定するときに、WLANまたは有線ゲスト LANで自動ア
ンカーモビリティを有効にします。

•最後のアンカーを削除すると、自動アンカーモビリティ機能は無効になり、新しいアソシ
エーションに対しては標準のモビリティが再度使用されるようになります。

•モビリティは、ファイアウォールの通過が許可されている次のポートを使用します。

• 16666
• 16667
• 16668

次に、スティッキモビリティアンカーを有効にする例を示します。
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Device(config-wlan)# mobility anchor sticky

次に、ゲストアンカリングを設定する例を示します。

Device(config-wlan)# mobility anchor 209.165.200.224

次に、デバイスを自動アンカーとして設定する例を示します。

Device(config-wlan)# mobility anchor
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mop enabled
インターフェイスがMaintenanceOperationProtocol（MOP）をサポートできるようにするには、
インターフェイスコンフィギュレーションモードでmopenabledコマンドを使用します。イン
ターフェイスでMOPをディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

mop enabled
no mop enabled

構文の説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドデフォルト イーサネットインターフェイスではイネーブル、他のすべてのインターフェイスではディセー

ブルになっています。

コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。10.0

このコマンドが、Cisco IOS Release 12.2(33)SRAに統合されました。12.2(33)SRA

このコマンドは、Cisco IOS Release 12.2SXトレインでサポートされます。このト
レインの特定の 12.2SXリリースにおけるサポートは、フィーチャセット、プ
ラットフォーム、およびプラットフォームハードウェアによって異なります。

12.2SX

例 次に、シリアルインターフェイス 0でMOPをイネーブルにする例を示します。

Router(config)# interface serial 0
Router(config-if)# mop enabled

関連コマンド DescriptionCommand

Cisco IOSソフトウェアがMOPサーバにブート要求を再送信するまで
に待機する時間の長さを設定します。

mop retransmit-timer

Cisco IOSソフトウェアがブート要求をMOPサーバに再送信する回数
を設定します。

mop retries

インターフェイスが定期的なMOPシステム識別メッセージを送信で
きるようにします。

mop sysid
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mop sysid
インターフェイスが定期的なMaintenance Operation Protocol（MOP）システム識別メッセージ
を送信できるようにするには、インターフェイスコンフィギュレーションモードで mopsysid
コマンドを使用します。インターフェイスでMOPメッセージのサポートを無効にするには、
このコマンドの no形式を使用します。

mop sysid
no mop sysid

構文の説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドデフォルト 有効

コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。10.0

このコマンドが、Cisco IOS Release 12.2(33)SRAに統合されました。12.2(33)SRA

このコマンドは、Cisco IOSRelease 12.2SXトレインでサポートされます。このト
レインの特定の 12.2SXリリースにおけるサポートは、フィーチャセット、プ
ラットフォーム、およびプラットフォームハードウェアによって異なります。

12.2SX

使用上のガイドライン バックグラウンドシステム IDメッセージを送信しなくても、MOPを実行することはできま
す。このコマンドを使用すると、MOPリモートコンソールを使用できますが、configuratorで
使用されるメッセージは生成されません。

例 次に、シリアルインターフェイス 0がMOPシステム識別メッセージを送信できるよ
うにする例を示します。

Router(config)# interface serial 0
Router(config-if)# mop sysid

関連コマンド DescriptionCommand

MOPシステム識別メッセージを送信するデバイスのタイプを識別し、プロ
グラムメッセージを要求します。

mop device-code

インターフェイスがMOPをサポートできるようにします。mop enabled
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multicast
メッシュマルチキャストモードを設定するには、 multicast コマンドを使用します。

multicast { in-only | in-out | regular }

構文の説明 メッシュマルチキャスト Inモードを設定します。in-only

メッシュマルチキャスト In-Outモードを設定します。in-out

メッシュマルチキャストRegularモードを設定します。regular

コマンドデフォルト in-out

コマンドモード config-wireless-mesh-profile

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、メッシュAPプロファイルにマルチキャスト Inモードを設定する例を示します。
Device # configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device (config)# wireless profile mesh mesh-profile
Device (config-wireless-mesh-profile)# multicast in-only
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name
オンラインサインアップ（OSU）オペレータの名前を特定の言語で設定するには、nameコマ
ンドを使用します。名前を削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

name operator-name language-code[service-description]

構文の説明 OSUオペレータ名。operator-name

オペレータ名の言語コード。language-code

OSUオペレータのサービスの説明。service-description

コマンドデフォルト なし

コマンドモード ANQP OSUプロバイダーの設定（config-anqp-osu-provider）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.12.1

使用上のガイドライン

例

次に、OSUオペレータの名前を特定の言語で設定する例を示します。
Device(config-wireless-anqp-server)# osu-provider my-osu
Device(config-anqp-osu-provider)# name xxy en
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nac
WLAN対応のRADIUSネットワークアドミッションコントロール（NAC）サポートを有効に
するには、 nac コマンドを使用します。NACアウトオブバンドサポートを無効にするには、
このコマンドの no形式を使用します。

nac
no nac

構文の説明 このコマンドにはキーワードまたは引数はありません。

コマンドデフォルト NACは無効です。

コマンドモード WLANの設定

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン RADIUS NAC状態を有効にする前に、AAAオーバーライドを有効にする必要があります。

次に、WLANに RADIUS NACを設定する例を示します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wlan wlan1
Device(config-wlan)# aaa-override
Device(config-wlan)# nac

次に、WLANで RADIUS NACを無効にする例を示します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wlan wlan1
Device(config-wlan)# no nac
Device(config-wlan)# no aaa-override
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nai-realm
802.11uネットワークアクセス識別子（NAI）レルムを設定するには、nai-realm コマンドを使
用します。レルムを削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

nai-realm nai-realm

構文の説明 NAIレルム
名。

nai-realm

コマンドデフォルト なし

コマンドモード ワイヤレス ANQPサーバコンフィギュレーション（config-wireless-anqp-server）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.12.1

使用上のガイドライン レルム名は 220文字までです。

例

次に、802.11u NAIレルムを設定する例を示します。
Device(config)#wireless hotspot anqp-server my-server
Device(config-wireless-anqp-server)# nai-realm cisco.com
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nai-realm（OSUプロバイダー）
OSUオペレータのネットワークアクセス識別子（NAI）レルムを設定するには、nai-realm コ
マンドを使用します。レルムを削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

nai-realm nai-realm

構文の説明 NAIレルム
名。

nai-realm

コマンドデフォルト なし

コマンドモード ANQP OSUプロバイダーの設定（config-anqp-osu-provider）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.12.1

使用上のガイドライン レルム名は 220文字までです。

例

次に、OSUオペレータの NAIレルムを設定する例を示します。

Device(config-anqp-osu-provider)# nai-realm cisco.com
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nas-id option2
NAS-IDのオプション 2パラメータを設定するには、nas-id option2 コマンドを使用します。

nas-id option2 {sys-ip | sys-name | sys-mac }

構文の説明 システム IPアドレス。sys-ip

システム名。sys-name

システムMACアドレ
ス。

sys-mac

コマンドデフォルト なし

コマンドモード config-aaa-policy

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、NAS-IDのシステム IPアドレスを設定する例を示します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wireless aaa policy profile-name
Device(config-aaa-policy)# nas-id option2 sys-ip
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network
ネットワーク番号を 10進表記で設定するには、network コマンドを使用します。

network network-number[{network-mask | secondary }]

構文の説明 ドット付き 10進表記のネットワーク番号。ipv4-address

ネットワークマスクまたはプレフィックス長。network-mask

セカンダリサブネットとして設定します。secondary

コマンドデフォルト なし

コマンドモード dhcp-config

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、ネットワーク番号とマスクアドレスを設定する例を示します。

Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# ip dhcp pool name
Device(dhcp-config)# network 209.165.200.224 255.255.255.0
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network-type
802.11uネットワークタイプを設定するには、network-type コマンドを使用します。ネット
ワークタイプを削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

network-type{chargeable-public
|emergency|free-public|guest-private|personal-device|private|test|wildcard}internet-access
{allowed|forbidden}

構文の説明 有料のパブリックネットワーク。chargeable-public

緊急ネットワーク。emergency

無料のパブリックネットワーク。free-public

ゲストプライベートネットワーク。guest-private

パーソナルデバイスネットワーク。personal-device

プライベートネットワーク。private

テストネットワーク。test

ワイルドカードネットワーク。wildcard

インターネットにアクセスするためのネットワーク機能を設定します。internet-access

インターネットアクセスが有効になっています。allowed

インターネットアクセスが無効になっています。disabled

コマンドデフォルト なし

コマンドモード ワイヤレス ANQPサーバコンフィギュレーション（config-wireless-anqp-server）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.12.1

使用上のガイドライン

例

次に、802.11uネットワークタイプを設定する例を示します。
Device(config)#wireless hotspot anqp-server my-server
Device(config-wireless-anqp-server)# network-type wildcard internet-access allowed
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nmsp cloud-services enable
NMSPクラウドサービスを設定するには、 nmsp cloud-services enable コマンドを使用しま
す。

nmsp cloud-services enable

コマンドデフォルト なし

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、NMSPクラウドサービスを有効にする例を示します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# nmsp cloud-services enable
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nmsp cloud-services http-proxy
NMSPクラウドサーバのプロキシを設定するには、 nmsp cloud-services http-proxy コマンド
を使用します。

nmsp cloud-services http-proxy proxy-server port

構文の説明 NMSPクラウドサービスのプロキシサーバのホスト名または IPアドレスを入力
します。

proxy-server

NMSPクラウドサービスのプロキシサーバのポート番号を入力します。port

コマンドデフォルト なし

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、NMSPクラウドサーバのプロキシを設定する例を示します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# nmsp cloud-services http-proxy host-name port-number
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nmsp cloud-services server token
NMSPクラウドサービスサーバのパラメータを設定するには、nmsp cloud-services server token
コマンドを使用します。

nmsp cloud-services server token token

構文の説明 NMSPクラウドサービスの認証トークン。token

コマンドデフォルト なし

コマンドモード config

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、NMSPクラウドサービスサーバのパラメータを設定する例を示します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# nmsp cloud-services server token authentication-token
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nmsp cloud-services server url
NMSPクラウドサービスサーバのURLを設定するには、nmsp cloud-services server urlコマン
ドを使用します。

nmsp cloud-services server url url

構文の説明 NMSPクラウドサービスサーバのURL。url

コマンドデフォルト なし

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、NMSPクラウドサービスサーバの URLを設定する例を示します。
Device(config)# nmps cloud-services server url http://www.example.com
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nmsp notification interval
コントローラの Network Mobility Services Protocol（NMSP）通知間隔値をネットワークの遅延
に対応するように変更するには、グローバルコンフィギュレーションモードでnmspnotification
intervalコマンドを使用します。

nmsp notification interval { attachment | location | rssi {clients | rfid | rogues {ap | client
} } }

構文の説明 アタッチメント情報の集約に使用する時間を指定

します。

attachment

ロケーション情報の集約に使用する時間を指定し

ます。

location

RSSI情報の集約に使用する時間を指定します。rssi

クライアントの時間間隔を指定します。clients

RFIDタグの時間間隔を指定します。rfid

不正APおよび不正クライアントの時間間隔を指定
します。

rogues

不正 APの集約に使用する時間を指定します。ap

不正なクライアントの集約に使用する時間を指定

します。

client

コマンドデフォルト デフォルトの動作や値はありません。

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

次に、アクティブな RFIDタグの NMSP通知間隔を 25秒に設定する例を示します。

Device# configure terminal
Device(config)# nmsp notification-interval rfid 25
Device(config)# end

次に、デバイスアタッチメント（ネットワークへの接続またはネットワークからの切

断）の NMSP通知間隔を 10秒に変更する例を示します。
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Device# configure terminal
Device(config)# nmsp notification-interval attachment 10
Device(config)# end

次に、ロケーションパラメータ（ロケーション変更）の NMSP通知間隔を 20秒に設
定する例を示します。

Device# configure terminal
Device(config)# nmsp notification-interval location 20
Device(config)# end
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nmsp strong-cipher
新しい暗号化方式を有効にするには、グローバルコンフィギュレーションモードで nmsp
strong-cipherコマンドを使用します。無効にするには、このコマンドのno形式を使用します。

nmsp strong-cipher
no nmsp strong-cipher

構文の説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドデフォルト 新しい暗号化方式は有効になっていません。

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。15.2(2)E

使用上のガイドライン nmsp strong-cipherコマンドは、新しいNetworkMobility Service Protocol（NMSP）接続に対し、
強力な暗号化方式を有効にします。

既存の NMSP接続では、デフォルトの暗号化方式が使用されます。（注）

例 次に、NMSPに対して強力な暗号化方式を有効にする例を示します。

Device> enable
Device> configure terminal
Device(config)# nmsp strong-cipher

関連コマンド 説明コマンド

アクティブなNMSP接続の状態を表示します。show nmsp status
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office-extend
FlexConnect APの OfficeExtend APモードを有効にするには、 office-extend コマンドを使用し
ます。

office-extend

コマンドデフォルト なし

コマンドモード config-wireless-flex-profile

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、FlexConnect APの OfficeExtend APモードを有効にする例を示します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wireless profile flex flex-profile-name
Device(config-wireless-flex-profile)# office-extend
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operator
Hotspot 2.0オペレータのフレンドリ名を特定の言語で設定するには、operator コマンドを使用
します。オペレータ名を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

operator operator-name language-code

構文の説明 オペレータの名前。operator-name

オペレータの言語コー

ド。

language-code

コマンドデフォルト なし

コマンドモード ワイヤレス ANQPサーバコンフィギュレーション（config-wireless-anqp-server）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.12.1

使用上のガイドライン

例

次に、オペレータのフレンドリ名を設定する例を示します。

Device(config)#wireless hotspot anqp-server my-server
Device(config-wireless-anqp-server)# operator xyz en
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operating-class
Hotspot 2.0の動作クラス IDを設定するには、operating-class コマンドを使用します。動作ク
ラスを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

operating-class class-id

構文の説明 動作クラスの ID番
号。

class-id

コマンドデフォルト なし

コマンドモード ワイヤレス ANQPサーバコンフィギュレーション（config-wireless-anqp-server）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.12.1

使用上のガイドライン

例

次に、動作クラス IDを設定する例を示します。
Device(config)#wireless hotspot anqp-server my-server
Device(config-wireless-anqp-server)# operating-class 25
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option
のフローエクスポータのオプションのデータパラメータを設定するには、フローエクスポー

タコンフィギュレーションモードで optionコマンドを使用します。フローエクスポータのオ
プションのデータパラメータを削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

option {exporter-stats | interface-table | sampler-table} [{timeout seconds}]
no option {exporter-stats | interface-table | sampler-table}

構文の説明 フローエクスポータの統計情報オプションを設定します。exporter-stats

フローエクスポータのインターフェイステーブルオプショ

ンを設定します。

interface-table

フローエクスポータのエクスポートサンプラーテーブル

オプションを設定します。

sampler-table

（任意）フローエクスポータのオプションの再送時間を秒

単位で設定します。指定できる範囲は 1～ 86400です。デ
フォルトは 600です。

timeout seconds

コマンドデフォルト タイムアウトは 600秒です。他のすべてのオプションデータパラメータは設定されていませ
ん。

コマンドモード フローエクスポータコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン option exporter-statsコマンドを実行すると、レコード数、バイト数、送信されたパケット数な
ど、エクスポータの統計情報が定期的に送信されます。このコマンドを使用して、コレクタは

受信するエクスポートレコードのパケット損失を見積もります。オプションのタイムアウトで

は、レポートが送信される頻度を変更できます。

option interface-tableコマンドを実行すると、オプションテーブルが定期的に送信されます。
このオプションテーブルを使用して、コレクタはフローレコードに記録されている SNMPイ
ンターフェイスインデックスを各インターフェイス名にマッピングします。オプションのタイ

ムアウトでは、レポートが送信される頻度を変更できます。

option sampler-tableコマンドを実行すると、オプションテーブルが定期的に送信されます。
このオプションテーブルには、各サンプラーの設定の詳細が含まれており、これを使用して、

コレクタは任意のフローレコードに記録されているサンプラー IDを、フローの統計情報のス
ケールアップに使用可能な設定にマッピングします。オプションのタイムアウトでは、レポー

トが送信される頻度を変更できます。
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このコマンドをデフォルト設定に戻すには、no optionまたは default optionフローエクスポー
タコンフィギュレーションコマンドを使用します。

次の例では、サンプラーオプションテーブルの定期的な送信をイネーブルにして、コ

レクタでサンプラー IDをサンプラーのタイプとレートにマッピングする方法を示しま
す。

Device(config)# flow exporter FLOW-EXPORTER-1
Device(config-flow-exporter)# option sampler-table

次の例では、レコード数、バイト数、送信されたパケット数など、エクスポータの統

計情報の定期的な送信をイネーブルする方法を示します。

Device(config)# flow exporter FLOW-EXPORTER-1
Device(config-flow-exporter)# option exporter-stats

次の例では、オプションテーブルの定期的な送信をイネーブルにし、そのオプション

テーブルをコレクタで使用して、フローレコードに記録されている SNMPインター
フェイスインデックスをインターフェイス名にマッピングする方法を示します。

Device(config)# flow exporter FLOW-EXPORTER-1
Device(config-flow-exporter)# option interface-table
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osu-provider
Hotspot 2.0の OSUプロバイダーを設定するには、osu-provider コマンドを使用します。OSU
プロバイダーを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

osu-provider provider-name

構文の説明 OSUプロバイダーの名
前。

provider-name

コマンドデフォルト なし

コマンドモード ワイヤレス ANQPサーバコンフィギュレーション（config-wireless-anqp-server）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.12.1

使用上のガイドライン

例

次に、OSUプロバイダーを設定する例を示します。
Device(config)#wireless hotspot anqp-server my-server
Device(config-wireless-anqp-server)# osu-provider yyy
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osu-ssid
ワイヤレスクライアントがオンラインサインアップ（OSU）に使用する SSIDを設定するに
は、osu-ssid コマンドを使用します。SSIDを削除するには、このコマンドの no 形式を使用し
ます。

osu-ssid ssid

構文の説明 ワイヤレスクライアントのSSIDの名前。ssid

コマンドデフォルト なし

コマンドモード ワイヤレス ANQPサーバコンフィギュレーション（config-wireless-anqp-server）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.12.1

使用上のガイドライン SSIDの長さは、最大 32文字です。

例

次の例は、ワイヤレスクライアントがOSUに使用する SSIDを設定する方法を示して
います。

Device(config)#wireless hotspot anqp-server my-server
Device(config-wireless-anqp-server)# osu-ssid cisco
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packet-capture
APプロファイルでパケットキャプチャを有効にするには、 packet-capture コマンドを使用し
ます。

packet-capture profile-name

コマンドデフォルト なし

コマンドモード config-ap-profile

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、APプロファイルでパケットキャプチャを設定する例を示します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# ap profile demo-profile-name
Device(config-ap-profile)# packet capture demo-profile
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parameter-map type subscriber attribute-to-service
パラメータマップのタイプと名前を設定するには、 parameter-map type subscriber
attribute-to-service コマンドを使用します。

parameter-map type subscriber attribute-to-service parameter-map-name

構文の説明 サービスの属性の名前。attribute-to-service

パラメータマップの名前。マップ名は33文字までに制限されています。parameter-map-name

コマンドデフォルト なし

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、パラメータマップのタイプと名前を設定する例を示します。

Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# parameter-map type subscriber attribute-to-service parameter-map-name
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parameter-map type umbrella global
Umbrellaグローバルパラメータマップを設定するには、parameter-map type umbrella global
コマンドを使用します。

parameter-map type umbrella global

コマンドデフォルト なし

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

使用上のガイドライン 前提条件として、正規表現パラメータマップを作成する必要があります。例のセクションにあ

る dns_wlは、サンプルパラメータマップの名前です。

例

次に、Umbrellaグローバルパラメータを設定する例を示します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# parameter-map type umbrella global
Device(config-profile)# token 57CC80106C087FB1B2A7BAB4F2F4373C00247166
Device(config-profile)# local-domain dns_wl
Device(config-profile)# end
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peer-blocking
WLANにピアツーピアブロッキング機能を設定するには、 peer-blocking コマンドを使用しま
す。ピアツーピアブロッキング機能を無効にするには、このコマンドの no形式を使用しま
す。

peer-blocking {drop | forward-upstream}
no peer-blocking

構文の説明 deviceでパケットを破棄するように指定します。drop

パケットがアップストリーム VLANに転送されるように指定します。
deviceの次に上の階層のデバイスが、パケットに関して実行するアクショ
ンを決定します。

forward-upstream

コマンドデフォルト ピアブロッキングは無効になっています。

コマンドモード WLANの設定

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン このコマンドを使用する前に、WLANをディセーブルにする必要があります。WLANをディ
セーブルにする方法の詳細については、「関連コマンド」の項を参照してください。

次に、ピアツーピアブロッキングの dropオプションと forward-upstreamオプションを
有効にする例を示します。

Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wlan wlan1
Device(config-wlan)# peer-blocking drop
Device(config-wlan)# peer-blocking forward-upstream

次に、ピアツーピアブロッキングの dropオプションと forward-upstreamオプションを
無効にする例を示します。

Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wlan wlan1
Device(config-wlan)# no peer-blocking drop
Device(config-wlan)# no peer-blocking forward-upstream
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policy
メディアストリームのアドミッションポリシーを設定するには、policyコマンドを使用しま
す。

policy {admit | deny}

構文の説明 メディアストリームグループのトラフィックを許可します。admit

メディアストリームグループのトラフィックを拒否します。deny

コマンドデフォルト なし

コマンドモード media-stream

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、メディアストリームグループのトラフィックを許可する例を示します。

Device # configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wireless media-stream group ms-group 224.0.0.0 224.0.0.223
Device(media-stream)# policy admit
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police
分類したトラフィックにポリサーを定義するには、ポリシーマップクラスコンフィギュレー

ションモードでpoliceコマンドを使用します。既存のポリサーを削除するには、このコマンド
の no形式を使用します。

police rate-bps burst-byte [conform-action transmit]
no police rate-bps burst-byte [conform-action transmit]

構文の説明 平均トラフィック伝送速度をビット/秒（b/s）で指定します。指定で
きる範囲は 1000000～ 1000000000です。

rate-bps

通常のバーストサイズ（バイト）を指定します。指定できる範囲は

8000～ 1000000です。
burst-byte

（任意）速度が指定できる範囲を下回る場合は、スイッチがパケット

を送信するよう指定します。

conform-action
transmit

コマンドデフォルト ポリサーは定義されません。

コマンドモード ポリシーマップクラスコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン ポリサーは、最大許容伝送速度、最大バースト伝送サイズ、およびいずれかの最大値を超過し

た場合の対処法を定義します。

階層ポリシーマップを設定する場合、セカンダリインターフェイスレベルのポリシーマップ

で使用できるのは policeポリシーマップコマンドだけです。

2つ以上の物理ポートを制御するポート ASICデバイスは、スイッチ上で 256個のポリサー
（255個のユーザ設定可能なポリサーと 1個の内部使用向けに予約されたポリサー）をサポー
トします。ポートごとにサポートされる設定可能なポリサーの最大数は 63です。ポリサーは
ソフトウェアによってオンデマンドで割り振られ、ハードウェアおよび ASICの限界によって
制約されます。ポートごとにポリサーを予約することはできません。ポートがいずれかのポリ

サーに割り当てるという保証はありません。

ポリシーマップコンフィギュレーションモードに戻るには、exitコマンドを使用します。特
権 EXECモードに戻るには、endコマンドを使用します。

例 この例では、トラフィックの平均レートが 1 Mb/s未満で、バーストサイズが 20 KB
の場合にパケットを送信するポリサーを設定する方法を示します。パケットは変更さ

れません。

コンフィギュレーションコマンド：g～ z
187

コンフィギュレーションコマンド：g～ z
police



Device(config)# class-map class1
Device(config-cmap)# exit
Device(config)# policy-map policy1
Device(config-pmap)# class class1
Device(config-pmap-c)# police 1000000 20000 conform-action transmit
Device(config-pmap-c)# exit

この例では、トラフィックの平均レートが 1 Mb/s未満で、バーストサイズが 20 KB
の場合にパケットを送信するポリサーを設定する方法を示します。パケットは変更さ

れません。この例では、短縮構文を使用しています。

Device(config)# class-map class1
Device(config-cmap)# exit
Device(config)# policy-map policy1
Device(config-pmap)# class class1
Device(config-pmap-c)# police 1m 20000 conform-action transmit
Device(config-pmap-c)# exit

次の例では、DSCP値をポリシング設定 DSCPマップに定義された値でマークダウン
してパケットを送信するポリサーを設定する方法を示します。

Device(config)# policy-map policy2
Device(config-pmap)# class class2
Device(config-pmap-c)# police 1000000 20000 exceed-action policed-dscp-transmit
Device(config-pmap-c)# exit

設定を確認するには、show policy-map特権 EXECコマンドを入力します。
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policy-tag
ポリシータグを APにマッピングするには、policy-tagコマンドを使用します。

policy-tag policy-tag-name

構文の説明 ポリシータグの名

前。

policy-tag-name

コマンドデフォルト なし

コマンドモード config-ap-tag

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

使用上のガイドライン このコマンドを実行すると、APは、接続解除されたのち再参加します。

例

次に、ポリシータグを設定する例を示します。

Device(config-ap-tag)# policy-tag policytag1
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policy-map
複数の物理ポートまたはスイッチ仮想インターフェイス（SVI）に適用できるポリシーマップ
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するには、グローバルコン

フィギュレーションモードで policy-mapコマンドを使用します。既存のポリシーマップを削
除し、グローバルコンフィギュレーションモードに戻るには、このコマンドの no形式を使用
します。

policy-map policy-map-name
no policy-map policy-map-name

構文の説明 ポリシーマップ名です。policy-map-name

コマンドデフォルト ポリシーマップは定義されません。

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン policy-mapコマンドを入力すると、ポリシーマップクラスコンフィギュレーションモードに
入り、次のコンフィギュレーションコマンドが使用可能になります。

• class：指定したクラスマップの分類一致基準を定義します。

• description：ポリシーマップを説明します（最大 200文字）。

• 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。

• no：定義済みポリシーマップを削除します。

• sequence-interval：シーケンス番号機能をイネーブルにします。

グローバルコンフィギュレーションモードに戻るには、exitコマンドを使用します。特権
EXECモードに戻るには、endコマンドを使用します。

一致基準がクラスマップに定義されているクラスのポリシーを設定する前に、policy-mapコ
マンドを使用して作成、追加または変更するポリシーマップの名前を指定します。policy-map
コマンドを入力した場合も、ポリシーマップコンフィギュレーションモードがイネーブルに

なり、このモードでポリシーマップのクラスポリシーを設定または変更することができます。

クラスポリシーをポリシーマップ内で設定できるのは、クラスに一致基準が定義されている

場合だけです。クラスの一致基準を設定するには、class-mapグローバルコンフィギュレーショ
ンコマンドおよびmatchクラスマップコンフィギュレーションコマンドを使用します。物理
ポート単位でパケット分類を定義します。
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入力ポートごとに 1つのポリシーマップのみがサポートされます。同じポリシーマップを複
数の物理ポートに適用できます。

物理ポートに非階層ポリシーマップを適用できます。非階層ポリシーマップは、deviceのポー
トベースポリシーマップと同じです。

階層ポリシーマップには親子ポリシーの形式で2つのレベルがあります。親ポリシーは変更で
きませんが、子ポリシー（port-childポリシー）は、QoS設定に合わせて変更できます。

VLANベースの QoSでは、サービスポリシーが SVIインターフェイスに適用されます。

すべてのMQS QoSの組み合わせが有線ポートでサポートされているわけではありません。こ
れらの制約事項については、QoSコンフィギュレーションガイドの「Restrictions for QoS on
Wired Targets」の章を参照してください。

（注）

例 次の例では、policy1という名前のポリシーマップを作成する方法を示します。入力
ポートに適用した場合、class1で定義されたすべての着信トラフィックの照合を行い、
IP DSCPを 10に設定し、平均伝送速度 1Mb/s、バースト 20 KBのトラフィックをポリ
シングします。プロファイル未満のトラフィックが送信されます。

Device(config)# policy-map policy1
Device(config-pmap)# class class1
Device(config-pmap-c)# set dscp 10
Device(config-pmap-c)# police 1000000 20000 conform-action transmit
Device(config-pmap-c)# exit

次に、階層ポリシーを設定する例を示します。

Device# configure terminal
Device(config)# class-map c1
Device(config-cmap)# exit

Device(config)# class-map c2
Device(config-cmap)# exit

Device(config)# policy-map child
Device(config-pmap)# class c1
Device(config-pmap-c)# priority level 1
Device(config-pmap-c)# police rate percent 20 conform-action transmit exceed action drop
Device(config-pmap-c-police)# exit
Device(config-pmap-c)# exit

Device(config-pmap)# class c2
Device(config-pmap-c)# bandwidth 20000
Device(config-pmap-c)# exit

Device(config-pmap)# class class-default
Device(config-pmap-c)# bandwidth 20000
Device(config-pmap-c)# exit
Device(config-pmap)# exit

Device(config)# policy-map parent
Device(config-pmap)# class class-default
Device(config-pmap-c)# shape average 1000000
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Device(config-pmap-c)# service-policy child
Deviceconfig-pmap-c)# end

次に、ポリシーマップを削除する例を示します。

Device(config)# no policy-map policymap2

設定を確認するには、show policy-map特権 EXECコマンドを入力します。
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policy-map
複数の物理ポートまたはスイッチ仮想インターフェイス（SVI）に適用できるポリシーマップ
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するには、グローバルコン

フィギュレーションモードで policy-mapコマンドを使用します。既存のポリシーマップを削
除し、グローバルコンフィギュレーションモードに戻るには、このコマンドの no形式を使用
します。

policy-map policy-map-name
no policy-map policy-map-name

構文の説明 ポリシーマップ名です。policy-map-name

コマンドデフォルト ポリシーマップは定義されません。

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン policy-mapコマンドを入力すると、ポリシーマップクラスコンフィギュレーションモードに
入り、次のコンフィギュレーションコマンドが使用可能になります。

• class：指定したクラスマップの分類一致基準を定義します。

• description：ポリシーマップを説明します（最大 200文字）。

• 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。

• no：定義済みポリシーマップを削除します。

• sequence-interval：シーケンス番号機能をイネーブルにします。

グローバルコンフィギュレーションモードに戻るには、exitコマンドを使用します。特権
EXECモードに戻るには、endコマンドを使用します。

一致基準がクラスマップに定義されているクラスのポリシーを設定する前に、policy-mapコ
マンドを使用して作成、追加または変更するポリシーマップの名前を指定します。policy-map
コマンドを入力した場合も、ポリシーマップコンフィギュレーションモードがイネーブルに

なり、このモードでポリシーマップのクラスポリシーを設定または変更することができます。

クラスポリシーをポリシーマップ内で設定できるのは、クラスに一致基準が定義されている

場合だけです。クラスの一致基準を設定するには、class-mapグローバルコンフィギュレーショ
ンコマンドおよびmatchクラスマップコンフィギュレーションコマンドを使用します。物理
ポート単位でパケット分類を定義します。
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入力ポートごとに 1つのポリシーマップのみがサポートされます。同じポリシーマップを複
数の物理ポートに適用できます。

物理ポートに非階層ポリシーマップを適用できます。非階層ポリシーマップは、deviceのポー
トベースポリシーマップと同じです。

階層ポリシーマップには親子ポリシーの形式で2つのレベルがあります。親ポリシーは変更で
きませんが、子ポリシー（port-childポリシー）は、QoS設定に合わせて変更できます。

VLANベースの QoSでは、サービスポリシーが SVIインターフェイスに適用されます。

すべてのMQS QoSの組み合わせが有線ポートでサポートされているわけではありません。こ
れらの制約事項については、QoSコンフィギュレーションガイドの「Restrictions for QoS on
Wired Targets」の章を参照してください。

（注）

例 次の例では、policy1という名前のポリシーマップを作成する方法を示します。入力
ポートに適用した場合、class1で定義されたすべての着信トラフィックの照合を行い、
IP DSCPを 10に設定し、平均伝送速度 1Mb/s、バースト 20 KBのトラフィックをポリ
シングします。プロファイル未満のトラフィックが送信されます。

Device(config)# policy-map policy1
Device(config-pmap)# class class1
Device(config-pmap-c)# set dscp 10
Device(config-pmap-c)# police 1000000 20000 conform-action transmit
Device(config-pmap-c)# exit

次に、階層ポリシーを設定する例を示します。

Device# configure terminal
Device(config)# class-map c1
Device(config-cmap)# exit

Device(config)# class-map c2
Device(config-cmap)# exit

Device(config)# policy-map child
Device(config-pmap)# class c1
Device(config-pmap-c)# priority level 1
Device(config-pmap-c)# police rate percent 20 conform-action transmit exceed action drop
Device(config-pmap-c-police)# exit
Device(config-pmap-c)# exit

Device(config-pmap)# class c2
Device(config-pmap-c)# bandwidth 20000
Device(config-pmap-c)# exit

Device(config-pmap)# class class-default
Device(config-pmap-c)# bandwidth 20000
Device(config-pmap-c)# exit
Device(config-pmap)# exit

Device(config)# policy-map parent
Device(config-pmap)# class class-default
Device(config-pmap-c)# shape average 1000000
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Device(config-pmap-c)# service-policy child
Deviceconfig-pmap-c)# end

次に、ポリシーマップを削除する例を示します。

Device(config)# no policy-map policymap2

設定を確認するには、show policy-map特権 EXECコマンドを入力します。
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port
カスタムアプリケーションを設定する際に使用するポート番号を設定するには、 port コマン
ドを使用します。

port port-no

構文の説明 ポート番

号。

port-no

コマンドデフォルト なし

コマンドモード config-custom

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、カスタムアプリケーションを設定する際に使用するポート番号を設定する例を

示します。

Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# ip nbar custom custom-protocol http host host-string
Device(config-custom)# http host hostname
Device(config-custom)# port port-no
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priority priority-value
メディアストリームのプライオリティを設定するには、priority priority-valueコマンドを使用
します。

priority priority-value

構文の説明 メディアストリームのプライオリティ値。有効な範囲は 1～ 8です。1が最も低
いプライオリティで、8が最も高いプライオリティです。

priority-value

コマンドデフォルト なし

コマンドモード config-media-stream

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、メディアストリームのプライオリティ値を最大（8）に設定する例を示します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wireless media-stream group my-media-group 224.0.0.0 224.0.0.223
Device(config-media-stream)# priority 8
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priority-queue
ポート上で出力緊急キューをイネーブルにするには、インターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードで priority-queueコマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンド
の no形式を使用します。

priority-queue out
no priority-queue out

構文の説明 出力緊急キューをイネーブルにします。out

コマンドデフォルト 出力緊急キューは、ディセーブルです。

コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン priority-queue outコマンドを設定する場合、シェイプドラウンドロビン（SRR）に参加する
キューが1つ少ないため、SRRの重み比が影響を受けます。これは、srr-queuebandwidth shape
または srr-queue bandwidth shapeインターフェイスコンフィギュレーションコマンド内の
weight1が無視される（比率計算に使用されない）ことを意味します。緊急キューはプライオ
リティキューであり、他のキューのサービスが提供される前に空になるまでサービスを提供し

ます。

緊急キューがイネーブルにされているとき、または SRRの重みに基づいて出力キューのサー
ビスが提供されるときには、次の注意事項に従ってください。

•出力緊急キューがイネーブルにされている場合は、キュー 1に対して SRRのシェーピン
グおよび共有された重みが無効にされます。

•出力緊急キューがディセーブルにされており、SRRのシェーピングおよび共有された重み
が設定されている場合は、キュー 1に対して shapedモードは sharedモードを無効にし、
SRRはこのキューに shapedモードでサービスを提供します。

•出力緊急キューがディセーブルにされており、SRRのシェーピングされた重みが設定され
ていない場合は、SRRはキューに対して sharedモードでサービスを提供します。

例 次の例では、SRRの重みが設定されている場合、出力緊急キューをイネーブルにする
方法を示します。出力緊急キューは、設定された SRRウェイトを上書きします。

Device(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Device(config-if)# srr-queue bandwidth shape 25 0 0 0
Device(config-if)# srr-queue bandwidth share 30 20 25 25
Device(config-if)# priority-queue out
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次の例では、SRRのシェーピングおよび共有された重みが設定された後、出力緊急
キューをディセーブルにする方法を示します。シェーピングモードは、共有モードを

無効にします。

Device(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Device(config-if)# srr-queue bandwidth shape 25 0 0 0
Device(config-if)# srr-queue bandwidth share 30 20 25 25
Device(config-if)# no priority-queue out

設定を確認するには、show mls qos interface interface-id queueingまたは show
running-config特権 EXECコマンドを入力します。

関連コマンド 説明コマンド

キューイング方法（SRR、プライオリティキューイング）、
キューに相応する重み、および Class of Service（CoS）から出
力キューへのマップを表示します。

show mls qos interface
queueing

シェーピングされた重みを割り当て、ポートにマッピングされ

た 4つの出力キュー上で帯域幅シェーピングをイネーブルにし
ます。

srr-queue bandwidth shape

共有する重みを割り当て、ポートにマッピングされた 4つの出
力キュー上で帯域幅の共有をイネーブルにします。

srr-queue bandwidth share
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priority
ポリシーマップに属するトラフィックのクラスにプライオリティを割り当てるには、ポリシー

マップクラスコンフィギュレーションモードで priorityコマンドを使用します。クラスに指
定したプライオリティを削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

priority [Kbps [burst -in-bytes] | level level-value [Kbps [burst -in-bytes] ] | percent
percentage [Kb/s [burst -in-bytes] ] ]
no priority [Kb/s [burst -in-bytes] | level level value [Kb/s [burst -in-bytes] ] | percent
percentage [Kb/s [burst -in-bytes] ] ]

構文の説明

コマンドデフォルト プライオリティは設定されません。

コマンドモード ポリシーマップクラスコンフィギュレーション（config-pmap-c）

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン priorityコマンドを使用すると、（User Datagram Ports（UDP）ポートだけではなく）さまざま
な基準に基づいてクラスと設定し、プライオリティを割り当てることができます。これは、シ

リアルインターフェイスと相手先固定接続（PVC）で使用できます。類似の ip rtp priorityコ
マンドを使用すると、UDPポート番号にだけ基づいてプライオリティフローを決定すること
ができ、PVCには使用できません。

同じポリシーマップ内では、bandwidthコマンドおよびpriorityコマンドは、同じクラスに使用
できません。ただし、これらのコマンドは、同じポリシーマップ内では一緒に使用できます。

ポリシーマップで、1つまたは複数のクラスにプライオリティステータスを指定できます。単
一ポリシーマップ内の複数のクラスがプライオリティクラスとして設定されると、これらの

クラスからのすべてのトラフィックが、同じ単一のプライオリティキューにキューイングされ

ます。

クラスポリシー設定が含まれているポリシーマップがインターフェイスに付加されて、その

インターフェイスのサービスポリシーが決定される場合、使用可能な帯域幅が評価されます。

インターフェイスの帯域幅が不十分なことが原因で、特定のインターフェイスにポリシーマッ

プがアタッチできない場合、そのポリシーは、正常にアタッチされていたすべてのインター

フェイスから削除されます。

例

次に、ポリシーマップ policy1のクラスのプライオリティを設定する例を示します。
Device(config)# class-map cm1
Device(config-cmap)#match precedence 2
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Device(config-cmap)#exit

Device(config)#class-map cm2
Device(config-cmap)#match dscp 30
Device(config-cmap)#exit

Device(config)# policy-map policy1
Device(config-pmap)# class cm1
Device(config-pmap-c)# priority level 1
Device(config-pmap-c)# police 1m
Device(config-pmap-c-police)#exit
Device(config-pmap-c)#exit
Device(config-pmap)#exit

Device(config)#policy-map policy1
Device(config-pmap)#class cm2
Device(config-pmap-c)#priority level 2
Device(config-pmap-c)#police 1m
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protocol（IPv6スヌーピング）
アドレスを Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）または Neighbor Discovery Protocol
（NDP）で収集する必要があることを指定するか、プロトコルを IPv6プレフィックスリスト
に対応させるには、protocolコマンドを使用します。DHCPまたはNDPによるアドレス収集を
ディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

protocol {dhcp | ndp}
no protocol {dhcp | ndp}

構文の説明 アドレスをダイナミックホストコンフィギュレーションプロトコル（DHCP）パケッ
トで収集する必要があることを指定します。

dhcp

アドレスをネイバー探索プロトコル（NDP）パケットで収集する必要があることを指
定します。

ndp

コマンドデフォルト スヌーピングとリカバリは DHCPおよび NDPの両方を使用して試行します。

コマンドモード IPv6スヌーピングコンフィギュレーションモード

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されまし

た。

使用上のガイドライン アドレスが DHCPまたは NDPに関連付けられたプレフィックスリストと一致しない場合は、
制御パケットがドロップされ、バインディングテーブルエントリのリカバリはそのプロトコ

ルに対しては試行されません。

• no protocol {dhcp | ndp}コマンドを使用すると、プロトコルはスヌーピングまたはグ
リーニングに使用されません。

• no protocol dhcpコマンドを使用すると、DHCPは依然としてバインディングテーブルの
リカバリに使用できます。

•データ収集は DHCPおよび NDPでリカバリできますが、宛先ガードは DHCPによっての
みリカバリできます。

次に、IPv6スヌーピングポリシー名を policy1と定義し、スイッチを IPv6スヌーピン
グポリシーコンフィギュレーションモードにし、アドレスの収集に DHCPを使用す
るようにポートを設定する例を示します。

Device(config)# ipv6 snooping policy policy1
Device(config-ipv6-snooping)# protocol dhcp
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qos-map
QoSマップを設定するには、qos-map コマンドを APプロファイルコンフィギュレーション
モードで使用します。

設定を無効にするには、このコマンドの no形式を使用します。

qos-map{action-frame|dscp-to-up-exception dscp-value user-priority|dscp-to-up-range user-priority
dscp-value lower-dscp-range upper-dscp-range|trust-dscp-upstream}

構文の説明 QoSマップ設定が変更された場合に、802.11 QoSマップアクションフ
レームを送信します。

action-frame

DSCPから UPへのマッピングの例外を提供します。dscp-to-up-exception

DSCPから UPへのマッピングを提供します。

すべてのカスタムマッピングを削除するには、no dscp-to-up-range コ
マンドを使用します。

dscp-to-up-range

UPから DSCPへのアップストリーム。有効な範囲は 0～ 63です。dscp-value

ユーザプライオリティ。有効な範囲は 1～ 7です。user-priority

DSCP範囲の下限。有効な範囲は 0～ 63です。lower-dscp-range

DSCP範囲の上限。有効な範囲は 0～ 63です。upper-dscp-range

ユーザプライオリティではなくアップストリーム DSCPを信頼するよ
うに APに指示します。

trust-dscp-upstream

コマンドデフォルト なし

コマンドモード APプロファイルコンフィギュレーション（config-ap-profile）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.12.1

使用上のガイドライン IPネットワークを使用するインターネットワーキングの場合、マッピングは、802.11eユーザ
プライオリティと IP DSCPの間で作成されます。

マッピングは、個々の UP値に対する DSCP範囲として、また、DSCP値と UP値の間の 1対
1のマッピングを持つ例外のセットとして指定されます。QoSマップが有効になっていて、
ユーザ設定が可能なマッピングが追加されていない場合は、デフォルト値が使用されます。
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user-priority には、1つの user-priority値に 1つずつ、最大 8つの設定エントリを設定できま
す。カスタム値を設定しない場合は、設定されていない値（0xFF）がAPおよびワイヤレスク
ライアントに送信されます。

dscp-to-up-exception には、最大 21のエントリを設定できます。

次の表に、APがワイヤレスクライアントに対し、IPDSCPから802.11eユーザプライオリティ
への必要なマッピングを提供する QoSマップを示します。

表 1 :デフォルトの DSCP範囲から UPへのマッピング

802.11eユーザプライオリティIP DSCP範囲

00～ 7

18～ 15

216～ 23

324～ 31

432～ 39

540～ 47

648～ 55

756～ 63

次の表に、DSCP値と UP値の間の 1対 1のマッピングを使用した例外のセットを示します。

表 2 :デフォルトの DSCP範囲から UPへのマッピングの例外

802.11eユーザプライオリティIP DSCP

00

12

14

16

210

212

214

318

320

322
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802.11eユーザプライオリティIP DSCP

426

534

646

748

756

例

次に、QoSマップを設定する例を示します。
Device(config)# ap profile hotspot
Device(config-ap-profile)# qos-map dscp-to-up-range 6 52 23 62
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qos queue-softmax-multiplier
softmaxバッファの値を増やすには、グローバルコンフィギュレーションモードで qos
queue-softmax-multiplierコマンドを使用します。

qos queue-softmax-multiplier range-of-multiplier
no qos queue-softmax-multiplier range-of-multiplier

構文の説明 値は、100～1200の範囲で指定できます。デフォ
ルト値は 100です。

range-of-multiplier

コマンドデフォルト なし

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

コマンド履歴

使用上のガイドライン

このコマンドは、ポリシーマップが対応付けられているポートでのみ有効です。1200で設定
されている場合、非プライオリティキューおよび非プライマリプライオリティキュー（!=level
1）の softmaxは、それぞれのデフォルト値に 12を乗じた値になります。このコマンドは、プ
ライオリティキューレベル 1には適用されません。

（注）
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qos video
無線 QoSクラスをビデオ専用に設定するには、qos videoコマンドを使用します。

qos video

コマンドデフォルト なし

コマンドモード config-media-stream

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、無線 QoSクラスをビデオ専用に設定する例を示します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wireless media-stream group my-media-group 224.0.0.0 224.0.0.223
Device(config-media-stream)# qos video
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qos wireless-default untrust
信頼できないワイヤレスパケットに対するデフォルトの信頼動作を設定するには、qos
wireless-default untrustコマンドを使用します。ワイヤレストラフィックのデフォルトの信頼
動作を信頼するように設定するには、このコマンドの no形式を使用します。

qos wireless-default-untrust
no qos wireless-default-untrust

構文の説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドデフォルト deviceで信頼動作を確認するには、show running-config | sec qosまたは show run | include untrust
コマンドを使用します。

コマンドモード コンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されまし

た。

次に、信頼されているワイヤレストラフィックのデフォルトの動作をuntrustedに変更
するコマンドを示します。

Device(config)# qos wireless-default-untrust
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queue-buffers ratio
クラスのキューバッファを設定するには、ポリシーマップクラスコンフィギュレーション

モードで queue-buffers ratioコマンドを使用します。比率制限を削除するには、このコマンド
の no形式を使用します。

queue-buffers ratio ratio limit
no queue-buffers ratio ratio limit

構文の説明 （任意）クラスのキューバッファを設定します。キューバッファの比率制限（0
～ 100）を入力します。

ratio limit

コマンドデフォルト クラスのキューバッファは定義されていません。

コマンドモード ポリシーマップクラスコンフィギュレーション（config-pmap-c）

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン このコマンドを使用する前に、bandwidth、shapeまたはpriorityコマンドのいずれかを使用す
る必要があります。これらのコマンドの詳細については、Cisco.comで入手可能な Cisco IOS
Quality of Serviceソリューションのコマンドリファレンスを参照してください。

を使用すると、キューにバッファを割り当てることができます。バッファが割り当てられてい

ない場合、すべてのキューの間で均等に分割されます。queue-buffer ratioを使用して、特定の
比率で分割できます。デフォルトでは、ダイナミックしきい値およびスケーリング（DTS）が
すべてのキューでアクティブであるため、バッファはソフトバッファです。

例

次にキューバッファの比率を 10 %に設定する例を示します。

Device(config)# policy-map policy_queuebuf01
Device(config-pmap)# class-map class_queuebuf01
Device(config-cmap)# exit
Device(config)# policy policy_queuebuf01
Device(config-pmap)# class class_queuebuf01
Device(config-pmap-c)# bandwidth percent 80
Device(config-pmap-c)# queue-buffers ratio 10
Device(config-pmap)# end

設定を確認するには、show policy-map特権 EXECコマンドを入力します。
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queue-limit
キューが保持できる、ポリシーマップ内に設定されたクラスポリシーのパケットの最大数を

指定または変更するには、queue-limitポリシーマップクラスコンフィギュレーションコマン
ドを使用します。クラスからキューパケット制限を削除するには、このコマンドの no形式を
使用します。

queue-limit queue-limit-size[{packets}] {cos cos-value | dscp dscp-value} percent
percentage-of-packets
no queue-limit queue-limit-size[{packets}] {cos cos-value | dscp dscp-value} percent
percentage-of-packets

構文の説明 キューの最大サイズ。最大値は、オプションの

指定される測定単位用キーワード（bytes、ms、
または packets）の単位によって異なります。

queue-limit-size

各 cos値のパラメータを指定します。CoS値の範
囲は 0～ 7です。

cos cos-value

各 DSCP値のパラメータを指定します。

キュー制限のタイプに合わせて DiffServコード
ポイント値を指定します。範囲は 0～63です。

dscp dscp-value

このクラスのキューが蓄積できるパケットの最

大割合を指定します。範囲は 1～ 100です。
percent percentage-of-packets

コマンドデフォルト なし

コマンドモード ポリシーマップクラスコンフィギュレーション（policy-map-c）

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン packets測定単位は、コマンドラインのヘルプ文字列には表示されますが、サポートされてい
ません。percent測定単位を使用してください。

このコマンドは、出力方向の有線ポートでのみサポートされています。（注）

Weighted Fair Queueing（WFQ）により、クラスマップが定義される各クラスのキューが作成
されます。クラスの一致条件を満たすパケットは、送信されるまで、このクラス専用のキュー

に蓄積されます。この処理は、均等化キューイングプロセスによってキューが処理される場合
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に発生します。クラスに対して定義した最大パケットしきい値に到達した場合、クラスのキュー

にさらにパケットがキューイングされると、テールドロップが発生します。

重み付けテールドロップ（WTD）を設定するためにキュー制限を使用します。WTDを使用す
ると、キューごとに複数のしきい値を設定できます。各サービスクラスが異なるしきい値でド

ロップされて QoS差別化が実現されます。

トラフィックの異なるサブクラス、つまり、DSCPとCoSに最大キューしきい値を設定し、各
サブクラスに最大キューしきい値を設定できます。

例

次の例では、dscp-1というクラスのポリシーを含めるためにport-queueというポリシー
マップを設定しています。このクラスのポリシーは、確保されているキューの最大パ

ケット制限が 20 %になるように設定されています。
Device(config)# policy-map policy11
Device(config-pmap)# class dscp-1
Device(config-pmap-c)# bandwidth percent 20
Device(config-pmap-c)# queue-limit dscp 1 percent 20
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queue-set
キューセットにポートをマッピングするには、インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドでqueue-setコマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドのno形式を
使用します。

queue-set qset-id
no queue-set qset-id

構文の説明 キューセット ID。各ポートはキューセットに属し、ポート単位で出力キュー 4つの特
性すべてを定義します。指定できる範囲は 1～ 2です。

qset-id

コマンドデフォルト キューセット IDは 1です。

コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

例 次の例では、ポートをキューセット 2にマッピングする方法を示します。

Device(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Device(config-if)# queue-set 2

設定を確認するには、show mls qos interface [interface-id] buffers特権 EXECコマンド
を入力します。

関連コマンド 説明コマンド

バッファをキューセットに割り当てます。mls qos queue-set output buffers

重み付けテールドロップ（WTD）しきい値を設定し、バッ
ファの可用性を保証し、キューセットに対する最大メモリ割

り当てを設定します。

mls qos queue-set output threshold
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radius server
RADIUSサーバを設定するには、グローバルコンフィギュレーションモードで radius server
コマンドを使用します。

radius server server-name

構文の説明 RADIUSサーバ名。server-name

コマンドデフォルト なし

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン なし

次に、RADIUSサーバを設定する例を示します。
Device(config)# radius server ISE
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range
MAPから RAPブリッジへの範囲を設定するには、rangeコマンドを使用します。

range range-in-feet

構文の説明 範囲の値をフィート単位で設定します。有効な範囲は 150～ 132000フィートで
す。

range-in-feet

コマンドデフォルト 1200

コマンドモード config-wireless-mesh-profile

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、メッシュ APプロファイルでMAPから RAPブリッジへの範囲を設定する例を
示します。

Device # configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device (config)# wireless profile mesh mesh-profile
Device (config-wireless-mesh-profile)# range 300
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reanchor class
選択的リアンカー機能のプロトコルを使用してクラスマップを設定するには、reanchor class
コマンドを使用します。

reanchor class class-name

構文の説明 AVCリアンカーのクラス名。class-name

コマンドデフォルト なし

コマンドモード config-wireless-policy

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、AVCリアンカーのクラス名を設定する例を示します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wireless profile policy default-policy-profile
Device(config-wireless-policy)# reanchor class AVC-Reanchor-Class
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record wireless avc basic
wireless avc basic AVCフローレコードをフローモニタに適用するには、record wireless avc
basicコマンドを使用します。

record wireless avc basic

コマンドデフォルト なし

コマンドモード config-flow-monitor

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

使用上のガイドライン このコマンドは、基本的なワイヤレス AVCテンプレートを指定します。AVCを設定する場合
は、record wireless avc basicコマンドを使用してフローモニタを作成する必要があります。

例

次に、wireless avc basic AVCフローレコードを test-flowという名前のフローモニタに
適用する例を示します。

Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# flow monitor test-flow
Device(config-flow-monitor)# record wireless avc basic
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redundancy revertive
冗長モデルを復元可能に設定するには、redundancy revertive コマンドを使用します。

redundancy revertive

構文の説明 このコマンドにはキーワードまたは引数はありません。

コマンドデフォルト なし

コマンドモード EoGREドメインコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.11.1

例

次の例では、冗長モードを復元可能に設定する方法を示します。

Device(config-eogre-domain)# redundancy revertive

コンフィギュレーションコマンド：g～ z
217

コンフィギュレーションコマンド：g～ z
redundancy revertive



redirect
外部ポータルへのリダイレクトを設定するには、 redirect コマンドを使用します。

redirect {for-login | on-failure | on-success }redirect-url-name

構文の説明 ログインするには、この URLにリダイレクトします。for-login

ログインが失敗した場合は、このURLにリダイレクトします。on-failure

ログインが成功した場合は、このURLにリダイレクトします。on-success

リダイレクト URL名。redirect-url-name

コマンドデフォルト なし

コマンドモード config-params-parameter-map

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、ログインするための外部 IPv4URLへのリダイレクトを設定する例を示します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# parameter-map type webauth parameter-name
Device(config-params-parameter-map)# redirect for-login cisco.com
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redirect portal
外部 IPv4または IPv6ポータルを設定するには、 redirect portal コマンドを使用します。

redirect portal {ipv4 | ipv6 }ip-addr

構文の説明 IPv4 portal
address

ipv4

IPv6 portal
address

ipv6

コマンドデフォルト なし

コマンドモード config-params-parameter-map

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、外部 IPv4ポータルのアドレスを設定する例を示します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# parameter-map type webauth parameter-name
Device(config-params-parameter-map)# redirect portal ipv4 192.168.1.100

コンフィギュレーションコマンド：g～ z
219

コンフィギュレーションコマンド：g～ z
redirect portal



remote-span
VLANをリモートスイッチドポートアナライザ（RSPAN）VLANとして設定するには、ス
イッチスタック上またはスタンドアロンスイッチ上で、VLANコンフィギュレーションモー
ドで remote-spanコマンドを使用します。RSPAN指定を VLANから削除するには、このコマ
ンドの no形式を使用します。

remote-span
no remote-span

構文の説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドデフォルト RSPAN VLANは定義されません。

コマンドモード VLANコンフィギュレーション（config-VLAN）

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン VLAN Trunking Protocol（VTP）がイネーブルで、VLAN IDが 1005未満の場合は、RSPAN機
能はVTPによって伝達されます。RSPANVLAN IDが拡張範囲内の場合は、手動で中間スイッ
チを設定する必要があります（送信元スイッチと宛先スイッチの間の RSPAN VLAN内に設
定）。

RSPAN remote-spanコマンドを設定する前に、vlan（グローバルコンフィギュレーション）コ
マンドで VLANを作成してください。

RSPAN VLANには、次の特性があります。

• MACアドレスラーニングは実行されません。

•トランクポートでは RSPAN VLANトラフィックだけが流れます。

•スパニングツリープロトコル（STP）は RSPANVLAN内では稼働できますが、RSPAN宛
先ポートでは稼働しません。

既存のVLANがRSPANVLANとして設定されている場合は、そのVLANが最初に削除され、
RSPANVLANとして再作成されます。アクセスポートは、RSPAN機能がディセーブルになる
までは非アクティブです。

次の例では、RSPAN VLANとして VLANを設定する方法を示します。
Device(config)# vlan 901
Device(config-vlan)# remote-span

次の例では、VLANから RSPAN機能を削除する方法を示します。
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Device(config)# vlan 901
Device(config-vlan)# no remote-span

設定を確認するには、show vlan remote-spanユーザ EXECコマンドを入力します。
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remote-lan
RLANポリシープロファイルを RLANプロファイルにマッピングするには、remote-lanコマ
ンドを使用します。

remote-lan remote-lan-profile-name policy rlan-policy-profile-name port-id port-id

構文の説明 リモート LANプロファイルの名前。remote-lan-profile-name

リモートLANポリシープロファイルの名前。rlan-policy-profile-name

ポート IDport-id

コマンドデフォルト なし

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、RLANポリシープロファイルをRLANプロファイルにマッピングする例を示し
ます。

Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wireless tag policy remote-lan-policy-tag
Device(config-policy-tag)# remote-lan rlan_profile_name policy rlan_policy_profile port-id
2
Device(config-policy-tag)# end
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request platform software trace archive
スイッチでの最後のリロード以降にシステム上で実行されているすべてのプロセスに関連する

すべてのトレースログをアーカイブし、これを指定された場所に保存するには、特権 EXEC
モードまたはユーザ EXECモードで request platform software trace archiveコマンドを使用し
ます。

request platform software trace archive [last number-of-days [days [target location]] | target
location]

構文の説明 トレースファイルをアーカイブする必要がある日数

を指定します。

last noofdays

アーカイブファイルの場所と名前を指定します。target location

コマンドモード ユーザ EXEC (>)

特権 EXEC（#）

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン このアーカイブファイルは、tftpコマンドまたは scpコマンドを使用してシステムからコピー
できます。

例 次に、過去 5日以降にスイッチで実行されているプロセスのすべてのトレースログを
アーカイブする例を示します。

Device# request platform software trace archive last 5 days target flash:test_archive
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rf tag
APに RFタグを設定するには、rf tagコマンドを使用します。

rf tag rf-tag-name

構文の説明 RFタグ
名。

rf-tag-name

コマンドデフォルト なし

コマンドモード config-ap-tag

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

使用上のガイドライン このコマンドを実行すると、APは、接続解除されたのち再参加します。

例

次に、RFタグを設定する例を示します。
Device(config-ap-tag)# rf-tag rftag1
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roaming-oi
802.11uローミング組織識別子を設定するには、roaming-oi コマンドを使用します。ローミン
グ組織識別子を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

roaming-oi OI-value [beacon]

構文の説明 ローミング OIの値。OI-value

BSSIDビーコンの一部としてローミングOIをアドバタイズします。beacon

コマンドデフォルト なし

コマンドモード ワイヤレス ANQPサーバコンフィギュレーション（config-wireless-anqp-server）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.12.1

使用上のガイドライン 最大 255種類の OI値を設定できます。

ローミング OIには最大 3つのビーコンを使用できます。

ビーコンが指定されている場合、ローミング OUIは AP WLANビーコンまたはプローブ応答
でアドバタイズされます。そうでない場合は、ローミングOUIANQPクエリの実行中に返され
るのみとなります。

例

次に、動作クラス IDを設定する例を示します。
Device(config)#wireless hotspot anqp-server my-server
Device(config-wireless-anqp-server)# roaming-oi 24 beacon
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rrc-evaluation
リソース予約コントロール（RRC）再評価アドミッションを設定するには、rrc-evaluationコ
マンドを使用します。

rrc-evaluation {initial | periodic}

構文の説明 最初のアドミッション評価を設定します。initial

定期的なアドミッション評価を設定します。periodic

コマンドデフォルト なし

コマンドモード config-media-stream

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次の例は、RRC再評価アドミッションを最初のアドミッション評価に設定する方法を
示しています。

Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wireless media-stream group my-media-group 224.0.0.0 224.0.0.223
Device(config-media-stream)# rrc-evaluation initial

コンフィギュレーションコマンド：g～ z
226

コンフィギュレーションコマンド：g～ z
rrc-evaluation



security
メッシュセキュリティを設定するには、 security コマンドを使用します。

security { eap | psk }

構文の説明 メッシュAPのメッシュセキュリティEAPを設定します。eap

メッシュ APのメッシュセキュリティ PSKを設定しますpsk

コマンドデフォルト EAP

コマンドモード config-wireless-mesh-profile

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、メッシュAPで EAPプロトコルを使用してメッシュセキュリティを設定する例
を示します。

Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wireless profile mesh profile-name
Device(config-wireless-mesh-profile)# security eap
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security dot1x authentication-list
IEEE 802.1xのセキュリティ認証リストを設定するには、security dot1x authentication-list
auth-list-nameコマンドを使用します。

security dot1x authentication-list auth-list-name

構文の説明 説明パラメータ

認証リスト名。auth-list-name

コマンドデフォルト なし

コマンドモード config-wlan

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、IEEE 802.1xのセキュリティ認証リストを設定する例を示します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wlan wlan-name
Device(config-wlan)# security dot1x authentication-list auth-list-realm
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security ft
802.11r Fast Transitionパラメータを設定するには、security ftコマンドを使用します。Fast
Transition over the airを設定するには、no security ft over-the-dsコマンドを使用します。

security ft [{over-the-ds | reassociation-timeout timeout-jn-seconds}]
no security ft [{over-the-ds | reassociation-timeout}]

構文の説明 （任意）802.11r Fast Transitionが分散システムを介して発生するよう
に指定します。このパラメータを指定したコマンドのno形式は、無線
を介したセキュリティ Fast Transitionを設定します。

over-the-ds

（任意）再アソシエーションのタイムアウト間隔を設定します。reassociation-timeout

（任意）再アソシエーションのタイムアウト間隔を秒単位で指定しま

す。有効な範囲は 1～ 100です。デフォルト値は 20です。
timeout-in-seconds

コマンドデフォルト 機能はディセーブルです。

コマンドモード WLANの設定

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン なし

WLANセキュリティを有効にする必要があります。

例

次に、オープンなWLANのセキュリティ FTを設定する例を示します:

Device#wlan test
Device(config-wlan)# client vlan 0140
Device(config-wlan)# no mobility anchor sticky
Device(config-wlan)# no security wpa
Device(config-wlan)# no security wpa akm dot1x
Device(config-wlan)# no security wpa wpa2
Device(config-wlan)# no security wpa wpa2 ciphers aes
Device(config-wlan)# security ft
Device(config-wlan)# shutdown

次に、WPA対応のWLANのセキュリティ FTを表示する例を示します。

Device# wlan test
Device(config-wlan)# client vlan 0140
Device(config-wlan)# no security wpa akm dot1x
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Device(config-wlan)# security wpa akm ft psk
Device(config-wlan)# security wpa akm psk set-key ascii 0 test-test
Device(config-wlan)# security ft
Device(config-wlan)# no shutdown
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security level（IPv6スヌーピング）
適用されるセキュリティのレベルを指定するには、IPv6スヌーピングポリシーコンフィギュ
レーションモードで security-levelコマンドを使用します。

security level {glean | guard | inspect}

構文の説明 アドレスをメッセージから抽出し、検証を行わずにそれらをバ

インディングテーブルにインストールします。

glean

収集と検査の両方を実行します。さらに、信頼できるポートで

受信されていない場合、または別のポリシーによって許可され

ていない場合、RAメッセージおよび DHCPサーバメッセージ
は拒否されます。

guard

メッセージの一貫性と準拠度を検証します。特に、アドレス所

有権が強制されます。無効なメッセージはドロップされます。

inspect

コマンドデフォルト デフォルトのセキュリティレベルは guardです。

コマンドモード IPv6スヌーピングコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されまし

た。

次に、IPv6スヌーピングポリシー名を policy1と定義し、デバイスを IPv6スヌーピン
グコンフィギュレーションモードにし、セキュリティレベルを inspectとして設定す
る例を示します。

Device(config)# ipv6 snooping policy policy1
Device(config-ipv6-snooping)# security-level inspect
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security pmf
WLANの 802.11w管理フレーム保護（PMF）を設定するには、security pmfコマンドを使用
します。管理フレーム保護を無効にするには、このコマンドの no形式を使用します。

security pmf {association-comeback association-comeback-time-seconds |mandatory | optional |
saquery-retry-time saquery-retry-time-milliseconds}
no security pmf [{association-comeback association-comeback-time-seconds |mandatory | optional
| saquery-retry-time saquery-retry-time-milliseconds}]

構文の説明 802.11wアソシエーション復帰時間を設定します。association-comeback

アソシエーション復帰間隔（秒単位）。アソシエーショ

ンがステータスコード 30によって拒否された後に、ア
ソシエートされているクライアントがアソシエーショ

ンを再試行するまでに待機する必要がある時間間隔。

ステータスコード 30のメッセージは、「Association
request rejected temporarily; Try again later」です。

有効範囲は 1～ 20秒です。

association-comeback-time-seconds

クライアントがWLANの802.1wPMF保護をネゴシエー
トする必要があることを指定します。

mandatory

WLANがクライアントでの 802.11wサポートを必要と
していないことを指定します。802.11w機能のないクラ
イアントも、参加可能です。

optional

SAクエリの応答を受け取るまでの時間。deviceが応答
を受け取らなかった場合、別のSAクエリーが試行され
ます。

saquery-retry-time

SAクエリの再試行時間は、ミリ秒単位で指定します。
指定できる範囲は 100～ 500ミリ秒です。値は 100ミ
リ秒の倍数で指定する必要があります。

saquery-retry-time-milliseconds

コマンドデフォルト PMFは無効になっています。

コマンドモード WLANの設定

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。
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使用上のガイドライン この機能を使用するには、WPA（Wi-Fi Protected Access）と AKM（認証キー管理）が設定さ
れている必要があります。セキュリティパラメータの設定の詳細については、「関連コマン

ド」の項を参照してください。

802.11wでは、ブロードキャストまたはマルチキャストの堅牢な管理フレームを保護するため
に使用される Integrity Group Temporal Key（IGTK）が導入されています。IGTKは、ソース
STAからのMAC管理プロトコルデータユニット（MMPDU）を保護するために使用するオー
センティケータステーション（device）によって割り当てられる、ランダムな値です。802.11w
IGTKキーは、4ウェイハンドシェイクを使用して取得され、レイヤ 2でWPA2セキュリティ
が設定されているWLANでのみ使用されます。

次に、アソシエーション復帰時間値を 15秒で有効にする例を示します。
Device(config-wlan)# security pmf association-comeback 15

次に、WLANのクライアントに必須の 802.11w MPF保護を設定する例を示します。
Device(config-wlan)# security pmf mandatory

次に、WLANのクライアントにオプションの 802.11wMPF保護を設定する例を示しま
す。

Device(config-wlan)# security pmf optional

次に、saqueryパラメータを設定する例を示します。
Device(config-wlan)# security pmf saquery-retry-time 100

次に、PMF機能を無効にする例を示します。
Device(config-wlan)# no security pmf
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security static-wep-key
WLANで静的WEPキーを設定するには、security static-wep-key コマンドを使用します。

security static-wep-key {authentication {open | sharedkey } | encryption {104 | 40 }{ascii | hex |
{0 | 8 }wep-key | wep-index }}

構文の説明 オープンシステム認証。open

共有キー認証。sharedkey

暗号化されていないパスワードが使用されることを指定します。0

AES暗号化パスワードが使用されることを指定します。8

WEPキーの名前を入力します。wep-key

コマンドデフォルト なし

コマンドモード config-wlan

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、共有キーを使用して 802.11を認証する例を示します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wlan profile-name wlan-id
Device(config-wlan)# security static-wep-key authentication sharedkey
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security web-auth
WLANで使用するWeb認証のステータスを変更するには、 security web-auth コマンドを使用
します。WLANでWeb認証を無効にするには、このコマンドの no形式を使用します。

security web-auth [{authentication-list authentication-list-name | on-macfilter-failure |
parameter-map parameter-map-name}]
no security web-auth [{authentication-list [authentication-list-name] | on-macfilter-failure |
parameter-map [parameter-name]}]

構文の説明 IEEE 802.1xの認証リストを設定します。authentication-list authentication-list-name

MACの失敗時のWeb認証を有効にします。on-macfilter-failure

パラメータマップを設定します。parameter-map parameter-map-name

コマンドデフォルト Web認証はディセーブルです。

コマンドモード WLANの設定

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

例

次に、WLANに認証リストによるWeb認証を設定する例を示します。
Device(config-wlan)# security web-auth authentication-list test
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security wpa akm
Cisco Centralized Key Management（CCKM）を使用して認証キー管理を設定するには、security
wpa akmコマンドを使用します。Cisco Centralized Key Managementの認証キー管理を無効にす
るには、このコマンドの no形式を使用します。

security wpa [{akm {cckm | dot1x | ft | pmf | psk} | wpa1 [ciphers {aes | tkip}] | wpa2 [ciphers
{aes | tikp}]}]
no security wpa [{akm {cckm | dot1x | ft | pmf | psk} |wpa1 [ciphers {aes | tkip}] |wpa2 [ciphers
{aes | tikp}]}]

構文の説明 認証キー管理（AKM）パラ
メータを設定します。

akm

AES（Advanced Encryption
Standard）暗号化サポートを設
定します。

aes

Cisco Centralized Key
Managementのサポートを設定
します。

cckm

WPA暗号方式を設定します。ciphers

802.1xのサポートを設定しま
す。

dot1x

802.11rを使用して Fast
Transitionを設定します。

ft

802.11w管理フレーム保護を設
定します。

pmf

802.11r Fast Transitionの事前共
有キー（PSK）のサポートを
設定します。

psk

Temporal Key Integrity Protocol
（TKIP）暗号化のサポートを
設定します。

tkip

Wi-Fi Protected Access 2
（WPA2）のサポートを設定し
ます。

wpa2
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コマンドデフォルト デフォルトではWi-Fi ProtectedAccess2、802.1xは有効になっています。WPA2、PSK、CCKM、
FT dot1x、FT PSK、PMF dot1x、PMF PSK、FTのサポートは無効になっています。FTの再ア
ソシエーションのタイムアウトは 20秒、PMF SAクエリ時間は 200に設定されています。

コマンドモード WLANの設定

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

例

次に、WLANに CCKMを設定する例を示します。
Device(config-wlan)#security wpa akm cckm
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server-uri
オンラインサインアップ（OSU）オペレータのサーバのユニフォームリソース識別子（URI）
を設定するには、server-uri コマンドを使用します。サーバURIを削除するには、このコマン
ドの no形式を使用します。

server-uri server-uri

構文の説明 OSUオペレータのサーバURI。server-uri

コマンドデフォルト なし

コマンドモード ANQP OSUプロバイダーの設定（config-anqp-osu-provider）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.12.1

使用上のガイドライン

例

次に、OSUオペレータのサーバ URIを設定する例を示します。
Device(config-wireless-anqp-server)# osu-provider my-osu
Device(config-anqp-osu-provider)# server-uri yyyy

コンフィギュレーションコマンド：g～ z
238

コンフィギュレーションコマンド：g～ z
server-uri



service-policy（有線）
物理ポートまたはスイッチ仮想インターフェイス（SVI）にポリシーマップを適用するには、
インターフェイスコンフィギュレーションモードで service-policyコマンドを使用します。ポ
リシーマップとポートの対応付けを削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

service-policy {input | output} policy-map-name
no service-policy {input | output} policy-map-name

構文の説明 物理ポートまたは SVIの入力に、指定したポリシーマップを適用し
ます。

input policy-map-name

物理ポートまたは SVIの出力に、指定したポリシーマップを適用し
ます。

output policy-map-name

コマンドデフォルト ポートにポリシーマップは適用されていません。

コマンドモード WLANインターフェイスコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン ポリシーマップは、policy mapコマンドによって定義されます。

1つのポートごとに入力と出力に関して 1つのポリシーマップだけがサポートされます。つま
り、いずれのポートにおいても、1つの入力ポリシーと 1つの出力ポリシーだけを使用できま
す。

ポリシーマップは、物理ポートまたは SVI上の着信トラフィックに適用できます。

historyキーワードは、コマンドラインのヘルプストリングには表示されますが、サポートさ
れていません。このキーワードが収集した統計情報は無視します。

（注）

例 次の例では、物理入力ポートに plcmap1を適用する方法を示します。

Device(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Device(config-if)# service-policy input plcmap1

次の例では、物理ポートから plcmap2を削除する方法を示します。

Device(config)# interface gigabitethernet2/0/2
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Device(config-if)# no service-policy input plcmap2

次の例では、VLANのポリサー設定を表示します。この設定の最後に、QoSのインター
フェイスに VLANポリシーマップを適用します。

Device# configure terminal
Device(config)# class-map vlan100
Device(config-cmap)# match vlan 100
Device(config-cmap)# exit
Device(config)# policy-map vlan100
Device(config-pmap)# policy-map class vlan100
Device(config-pmap-c)# police 100000 bc conform-action transmit exceed-action drop
Device(config-pmap-c-police)# end
Device# configure terminal
Device(config)# interface gigabitEthernet1/0/5
Device(config-if)# service-policy input vlan100

設定を確認するには、show running-config特権 EXECコマンドを入力します。
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service-policy（WLAN）
WLANのサービス品質（QoS）サービスポリシーを設定するには、 service-policy コマンドを
使用します。WLANの QoSポリシーを無効にするには、このコマンドの no形式を使用しま
す。

service-policy [client] {input | output} policy-name
no service-policy [client] {input | output} policy-name

構文の説明 （任意）WLAN上のすべてのクライアントにポリシーマップを割り当てます。client

入力ポリシーマップを割り当てます。input

出力ポリシーマップを割り当てます。output

ポリシー名。policy-name

コマンドデフォルト ポリシーが割り当てられない場合、ポリシーに割り当てられる状態は [None]になります。

コマンドモード WLANの設定

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン このコマンドを使用する前に、WLANをディセーブルにする必要があります。WLANをディ
セーブルにする方法の詳細については、「関連コマンド」の項を参照してください。

例 次の例では、WLANの入力 QoSサービスポリシーを設定する方法を示します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wlan wlan1
Device(config-wlan)# service-policy input policy-test

次の例では、WLANの入力 QoSサービスポリシーをディセーブルにする方法を示し
ます。

Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wlan wlan1
Device(config-wlan)# no service-policy input policy-test

次に、WLANの出力QoSサービスポリシーを platinum（貴金属ポリシー）に設定する
例を示します。

Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
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Device(config)# wlan wlan1
Device(config-wlan)# service-policy output platinum
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service-policy qos
QoSサービスポリシーを設定するには、 service-policy qos コマンドを使用します。

service-policy qos {input | output}policy-name

構文の説明 入力 QoSポリ
シー。

input

出力 QoSポリ
シー。

output

ポリシー名。policy-name

コマンドデフォルト なし

コマンドモード config-service-template

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、出力 QoSポリシーを設定する例を示します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# service-template fabric-profile-name
Device(config-service-template)# service-policy qos output policy-name
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service-template
サービステンプレートを設定するには、 service-template コマンドを使用します。

service-template service-template-name {access-group acl_list | vlan vlan_id | absolute-timer
seconds | service-policy qos {input | output}}

構文の説明 サービステンプレートの名前。service-template-name

適用されるアクセスリストの名前。acl_list

VLAN ID。VLAN ID値の範囲は 1～ 4094です。vlan_id

サービステンプレートのセッションタイムアウト値。セッ

ションタイムアウト値の範囲は 1～ 65535秒です。
seconds

クライアントの QoSポリシー。service-policy qos {input |
output

コマンドデフォルト なし

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン なし

次に、サービステンプレートを設定する例を示します。

Device#configure terminal
Device(config)#service-template cisco-phone-template
Device(config-service-template)#access-group foo-acl
Device(config-service-template)#vlan 100
Device(config-service-template)#service-policy qos input foo-qos
Device(config-service-template)#end
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session-timeout
WLANに関連付けられたクライアントのセッションタイムアウトを設定するには、
session-timeout コマンドを使用します。WLANに関連付けられたクライアントのセッション
タイムアウトを無効にするには、このコマンドの no形式を使用します。

session-timeout seconds
no session-timeout

構文の説明 タイムアウトまたはセッション時間（秒）。値 0は、タイムアウトなしに相当しま
す。範囲は 300～ 86400です。

seconds

コマンドデフォルト dot1xセキュリティが設定されたWLANの場合、クライアントのタイムアウトは 1800秒に設
定されます。オープンなWLANの場合、クライアントのタイムアウトは 0に設定されます。

コマンドモード WLANの設定

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

次に、セッションタイムアウトを 300秒に設定する例を示します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wlan wlan1
Device(config-wlan)# session-timeout 300

次に、セッションタイムアウトを無効にする例を示します。

Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wlan wlan1
Device(config-wlan)# no session-timeout
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set
パケットで DiffServコードポイント（DSCP）値または IP precedence値を設定して IPトラ
フィックを分類するには、ポリシーマップクラスコンフィギュレーションモードで setコマ
ンドを使用します。トラフィックの分類を削除するには、このコマンドの no形式を使用しま
す。

set
cos | dscp | precedence | ip | qos-group | wlan
set cos
{cos-value} | {cos | dscp | precedence | qos-group | wlan} [{table table-map-name}]
set dscp
{dscp-value} | {cos | dscp | precedence | qos-group | wlan} [{table table-map-name}]
set ip {dscp | precedence}
set precedence {precedence-value } | {cos | dscp | precedence | qos-group} [{table table-map-name}]
set qos-group
{qos-group-value | dscp [{table table-map-name}] | precedence [{table table-map-name}]}
set wlan user-priority
user-priority-value | costable table-map-name | dscptable table-map-name | qos-grouptable
table-map-name | wlantable table-map-name
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構文の説明 発信パケットのレイヤ 2サービスクラス（CoS）
値またはユーザプライオリティを設定します。次

の値を指定できます。

• cos-value：0～ 7の CoS値。一般的に使用す
る値に対してはニーモニック名を入力するこ

ともできます。

•パケットに CoS値を設定するためのパケット
マーキングカテゴリを指定します。パケット

マーキング値をマッピングおよび変換するた

めのテーブルマップも設定している場合は、

これによって「map from」パケットマーキン
グカテゴリが確立されます。パケットマーキ

ングカテゴリのキーワードは次のとおりです。

• cos：CoS値またはユーザプライオリティ
からの値を設定します。

• dscp：DiffServコードポイント（DSCP）
からの値を設定します。

• precedence：パケット優先順位からの値を
設定します。

• qos-group：QoSグループからの値を設定
します。

• wlan：WLANユーザプライオリティ値を
設定します。

•（任意）table table-map-name：CoS値の設定
に使用される指定されたテーブルマップに設

定されている値を示します。CoS値の指定に
使用されるテーブルマップの名前を入力しま

す。テーブルマップ名には、最大64の英数字
を使用できます。

パケットマーキングカテゴリを指定したが、

テーブルマップを指定していない場合、デフォ

ルトアクションは、パケットマーキングカテ

ゴリに関連付けられた値をCoS値としてコピー
することです。たとえば、set cos precedence
コマンドを入力する場合、precedence（パケッ
トマーキングカテゴリ）値がコピーされ、CoS
値として使用されます。

cos
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IP（v4）および IPv6パケットのDiffServコードポ
イント（DSCP）を指定します。次の値を指定でき
ます。

• cos-value：DSCP値を設定する番号。範囲は 0
～ 63です。一般的に使用する値に対しては
ニーモニック名を入力することもできます。

•パケットに DSCP値を設定するためのパケッ
トマーキングカテゴリを指定します。パケッ

トマーキング値をマッピングおよび変換する

ためのテーブルマップも設定している場合は、

これによって「map from」パケットマーキン
グカテゴリが確立されます。パケットマーキ

ングカテゴリのキーワードは次のとおりです。

• cos：CoS値またはユーザプライオリティ
からの値を設定します。

• dscp：DiffServコードポイント（DSCP）
からの値を設定します。

• precedence：パケット優先順位からの値を
設定します。

• qos-group：QoSグループからの値を設定
します。

• wlan：WLANから値を設定します。

•（任意）table table-map-name：DSCP値の設
定に使用される指定されたテーブルマップに

設定されている値を示します。DSCP値の指定
に使用されるテーブルマップの名前を入力し

ます。テーブルマップ名には、最大64の英数
字を使用できます。

パケットマーキングカテゴリを指定したが、

テーブルマップを指定していない場合、デフォ

ルトアクションは、パケットマーキングカテ

ゴリに関連付けられた値を DSCP値としてコ
ピーすることです。たとえば、set dscp cosコ
マンドを入力する場合、CoS値（パケットマー
キングカテゴリ）がコピーされ、DSCP値と
して使用されます。

dscp
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分類されたトラフィックに IP値を設定します。次
の値を指定できます。

• dscp：0～ 63の IP DSCP値またはパケット
マーキングカテゴリを指定します。

• precedence：IPヘッダーの precedenceビット
値を指定します（有効な値は 0～ 7）。また
は、パケットマーキングカテゴリを指定しま

す。

ip

パケットヘッダーに precedence値を設定します。
次の値を指定できます。

• precedence-value：パケットヘッダーに
precedenceビットを設定します。有効な値は0
~7です。一般的に使用する値に対してはニー
モニック名を入力することもできます。

•パケットの優先順位値を設定するためのパケッ
トマーキングカテゴリを指定します。

• cos：CoSまたはユーザプライオリティか
らの値を設定します。

• dscp：DiffServコードポイント（DSCP）
からの値を設定します。

• precedence：パケット優先順位からの値を
設定します。

• qos-group：QoSグループからの値を設定
します。

•（任意）table table-map-name：優先順位値の
設定に使用される指定されたテーブルマップ

に設定されている値を示します。優先順位値

の指定に使用されるテーブルマップの名前を

入力します。テーブルマップ名には、最大64
の英数字を使用できます。

パケットマーキングカテゴリを指定したが、

テーブルマップを指定していない場合、デフォ

ルトアクションは、パケットマーキングカテ

ゴリに関連付けられた値を優先順位値として

コピーすることです。たとえば、setprecedence
cosコマンドを入力する場合、CoS値（パケッ
トマーキングカテゴリ）がコピーされ、

precedence値として使用されます。

precedence
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後でパケットを分類するために使用できる QoSグ
ループ IDを割り当てます。

• qos-group-value：分類されたトラフィックに
QoS値を設定します。指定できる範囲は 0～
31です。一般的に使用する値に対してはニー
モニック名を入力することもできます。

• dscp：パケットの元の DSCPフィールド値を
QoSグループ値として設定します。

• precedence：パケットの元の precedenceフィー
ルド値を QoSグループ値として設定します。

•（任意）table table-map-name：DSCP値また
は優先順位値の設定に使用される指定された

テーブルマップに設定されている値を示しま

す。値の指定に使用されるテーブルマップの

名前を入力します。テーブルマップ名には、

最大 64の英数字を使用できます。

パケットマーキングカテゴリ（dscpまたは
precedence）を指定したが、テーブルマップ
を指定していない場合、デフォルトアクショ

ンは、パケットマーキングカテゴリに関連付

けられた値を QoSグループ値としてコピーす
ることです。たとえば、set qos-group
precedenceコマンドを入力する場合、
precedence値（パケットマーキングカテゴリ）
がコピーされ、QoSグループ値として使用さ
れます。

qos-group
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分類されたトラフィックにWLANユーザプライオ
リティを割り当てます。次の値を指定できます。

• wlan-user-priority：分類されたトラフィックに
WLANユーザプライオリティを設定します。
指定できる範囲は 0～ 7です。

• cos：レイヤ2CoSフィールド値をWLANユー
ザプライオリティとして設定します。

• dscp：DSCPフィールド値をWLANユーザプ
ライオリティとして設定します。

• precedence：precedenceフィールド値をWLAN
ユーザプライオリティとして設定します。

• wlanWLANユーザプライオリティフィール
ド値をWLANユーザプライオリティとして設
定します。

•（任意）table table-map-name：WLANユーザ
プライオリティ値の設定に使用される指定さ

れたテーブルマップに設定されている値を示

します。値の指定に使用されるテーブルマッ

プの名前を入力します。テーブルマップ名に

は、最大 64の英数字を使用できます。

パケットマーキングカテゴリを指定したが、

テーブルマップを指定していない場合、デフォ

ルトアクションは、パケットマーキングカテ

ゴリに関連付けられた値をWLANユーザプラ
イオリティとしてコピーすることです。たと

えば、set wlan user-priority cosコマンドを入
力する場合、CoS値（パケットマーキングカ
テゴリ）がコピーされ、WLANユーザプライ
オリティとして使用されます。

wlan user-priority wlan-user-priority

コマンドデフォルト トラフィックの分類は定義されていません。

コマンドモード ポリシーマップクラスコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。

cos、dscp、qos-group、wlantable
table-map-nameの各キーワードが追加されま
した。
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使用上のガイドライン set dscp dscp-valueコマンド、set cos cos-valueコマンド、および set ip precedence precedence-value
コマンドの場合は、一般に使用されている値のニーモニック名を入力できます。たとえば、set
dscp af11コマンドを入力すると、set dscp 10コマンドを入力した場合と同じになります。set
ip precedence criticalコマンドを入力すると、set ip precedence 5コマンドを入力した場合と同
じになります。サポートされているニーモニックの一覧を表示するには、set dscp ?または set
ip precedence ?コマンドを入力して、コマンドラインのヘルプ文字列を参照してください。

set dscp cosコマンドを設定する場合は、CoS値が 3ビットフィールドで、DSCP値は 6ビット
フィールドであり、CoSフィールドの 3ビットのみが使用される点に注意してください。

set dscp qos-groupコマンドを設定する場合は、次の点に注意してください。

• DSCP値の有効な範囲は 0～ 63の数字です。QoSグループの有効値の範囲は 0～ 99で
す。

• QoSグループの値が両方の値の範囲内の場合（たとえば、44）、パケットマーキング値が
コピーされ、パケットがマーク付けされます。

• QoSグループの値がDSCPの範囲を超える場合（たとえば、77）、パケットマーキング値
はコピーされず、パケットはマーク付けされません。アクションは実行されません。

ポリシーマップコンフィギュレーションモードでサービスポリシーを作成し、インターフェ

イスまたは ATM仮想回線（VC）にサービスポリシーを付加するまで、set qos-groupコマン
ドは適用できません。

ポリシーマップコンフィギュレーションモードに戻るには、exitコマンドを使用します。特
権 EXECモードに戻るには、endコマンドを使用します。

例 次の例では、ポリサーが設定されていないすべての FTPトラフィックに DSCP値 10
を割り当てる方法を示します。

Device(config)# policy-map policy_ftp
Device(config-pmap)# class-map ftp_class
Device(config-cmap)# exit
Device(config)# policy policy_ftp
Device(config-pmap)# class ftp_class
Device(config-pmap-c)# set dscp 10
Device(config-pmap)# exit

設定を確認するには、show policy-map特権 EXECコマンドを入力します。
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set trace capwap ap ha
ワイヤレスアクセスポイントの制御およびプロビジョニングのハイアベイラビリティを追跡

するには、set trace capwap ap haコマンドを使用します。

set trace capwap ap ha [{detail | event | dump | {filter [{none [switch switch] | filter_name
[filter_value [switch switch]]}] | filteredswitchlevel {defaulttrace_level} [switch switch]}}]

構文の説明 （任意）ワイヤレス CAPWAP HAの詳細を指定します。detail

（任意）ワイヤレスCAPWAPHAイベントを指定します。event

（任意）ワイヤレス CAPWAP HAの出力を指定します。dump

MACアドレスを指定します。filter mac

スイッチ番号を指定します。switch switch number

（任意）フィルタオプションを指定しません。none

（任意）device番号を指定します。switch switch

適用されたフラグフィルタ名を追跡します。filter name

（任意）フィルタの値。filter_value

（任意）device番号を指定します。switch switch

フィルタ処理されたトレースメッセージを指定します。filtered

スイッチ番号を指定します。switch

トレースレベルを指定します。level

解除されたトレースレベル値を指定します。default

トレースレベルを指定します。trace_level

（任意）device番号を指定します。switch switch

コマンドデフォルト なし

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されまし

た。

次に、ワイヤレス CAPWAP HAを表示する例を示します。
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Device# set trace capwap ap ha detail filter mac WORD switch number
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set trace mobility ha
内のワイヤレスモビリティハイアベイラビリティをデバッグするには、set trace mobility
haコマンドを使用します。

set trace mobility ha [{event | detail | dump}] {filter[mac WORD switch switch number] [{none
[switch switch] | filter_name [filter_value [switch switch]]}] | level {defaulttrace_level} [switch
switch]{filteredswitch}}

構文の説明 （任意）ワイヤレスモビリ

ティハイアベイラビリティの

イベントを指定します。

event

（任意）ワイヤレスモビリ

ティハイアベイラビリティの

詳細を指定します。

detail

（任意）ワイヤレスモビリ

ティハイアベイラビリティの

出力を指定します。

dump

トレース適用フラグフィルタ

を指定します。

filter

MACアドレスを指定します。mac

スイッチを指定します。WORD switch

スイッチ番号を指定します。

値の範囲は 1～ 4です。
switch number

トレース適用フラグフィルタ

を指定しません。

none

（任意）device番号を指定しま
す。

switch switch

適用されたフラグフィルタ名

を追跡します。

filter_name

適用されたフラグフィルタの

値を追跡します。

filter_value

device番号を指定します。switch switch

トレースレベル値を指定しま

す。

level
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解除されたトレースレベル値

を指定します。

default

トレースレベル値を指定しま

す。

trace_level

device番号を指定します。switch switch

フィルタ処理されたトレース

メッセージを指定します。

filtered

スイッチを指定します。switch

コマンドデフォルト なし

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されまし

た。

次に、ワイヤレスモビリティハイアベイラビリティの詳細を表示する例を示します。

Device# set trace mobility ha detail filter mac WORD
[08/27/13 10:38:35.349 UTC 1 8135] Invalid src ip: 169.254.1.1
[08/27/13 10:38:35.349 UTC 2 8135] Invalid sysIp: Skip plumbing MC-MA
tunnels.
[08/27/13 10:38:54.393 UTC 3 8135] Mobility version mismatch, v10
received, or m
sglen mismatch msglen=74 recvBytes=0, dropping
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set trace qos ap ha
ワイヤレスQuality of Service（QoS）ハイアベイラビリティを追跡するには、set trace qos ap
haコマンドを使用します。

set trace QOS ap ha [{event | error}] {filter [{MACnone [switch switch] | filter_name
[filter_value [switch switch]]}] | level {defaulttrace_level} [switch switch]}

構文の説明 （任意）トレース QoSワイヤレス APイベントを指定します。event

APのMACアドレスを指定します。event mac

MACアドレス値を指定しません。event none

（任意）トレース QoSワイヤレス APエラーを指定します。error

APのMACアドレスを指定します。error mac

値を指定しません。error none

トレース適用フラグフィルタを指定します。filter

APのMACアドレスを指定します。filter mac

値を指定しません。filter none

スイッチ番号を指定します。switch switch

（任意）スイッチフィルタの名前を指定します。filter_name

（任意）スイッチフィルタの値を指定します。値は 1です。filter_value

（任意）スイッチ番号を指定します。値は 1です。switch switch

トレースレベルを指定します。level

トレース QoSワイヤレス APデフォルトを指定します。default

トレースレベルです。trace_level

（任意）スイッチ番号を指定します。値は 1です。switch switch

コマンドデフォルト なし

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されまし

た。

次に、ワイヤレス QoSハイアベイラビリティを追跡する例を示します。
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Device# set trace QOS ap ha
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sgt-tag
ファブリックプロファイルに SGTタグを設定するには、sgt-tagコマンドを使用します。

sgt-tag value

構文の説明 SGTタグ値。有効な範囲は 2～ 65519です。value

コマンドデフォルト デフォルトの SGTタグ値は 0です。

コマンドモード config-wireless-fabric

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、SGTタグを設定する例を示します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wireless profile fabric fabric-profile-name
Device(config-wireless-fabric)# sgt tag 8
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shutdown
VLANスイッチングをシャットダウンするには、グローバルコンフィギュレーションモード
で shutdownコマンドを使用します。設定セットを無効にするには、このコマンドのno形式を
使用します。

shutdown [ vlanvlan-id ]
no shutdown

構文の説明 シャットダウンする VANの VLAN ID。vlan vlan-id

コマンドデフォルト デフォルトの動作や値はありません。

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

例

次に、VLANをシャットダウンする方法の例を示します。

Device(config)# vlan open1
Device(config-wlan)# shutdown

次に、アクセスポイントがシャットダウンされない例を示します。

Device# configure terminal
Device(config)# ap name 3602a no shutdown
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site-tag
サイトタグを APにマッピングするには、site-tagコマンドを使用します。

site-tag site-tag-name

構文の説明 サイトタグの名

前。

site-tag-name

コマンドデフォルト なし

コマンドモード config-ap-tag

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

使用上のガイドライン このコマンドを実行すると、APは、接続解除されたのち再参加します。

例

次に、サイトタグを設定する例を示します。

Device(config-ap-tag)# site-tag sitetag1
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static-ip-mobility
静的 IPモビリティを設定するには、ワイヤレスポリシーコンフィギュレーションモードで
static-ip-mobility コマンドを使用します。設定を無効にするには、このコマンドの no形式を
使用します。

static-ip-mobility

構文の説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドデフォルト なし

コマンドモード ワイヤレスポリシーコンフィギュレーションモード

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、静的 IPモビリティを有効にする例を示します。
Device# configure terminal
Device(config)# wireless profile policy test-policy
Device(config-wireless-policy)# static-ip-mobility
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switchport
レイヤ 3モードになっているインターフェイスをレイヤ 2設定用のレイヤ 2モードに配置する
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 switchportコマンドを使用します。
インターフェイスをレイヤ 3モードに配置するには、このコマンドの no形式を使用します。

switchport
no switchport

構文の説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドデフォルト デフォルトでは、すべてのインターフェイスがレイヤ 2モードです。

コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されまし

た。

使用上のガイドライン インターフェイスをルーテッドインターフェイスの状態に設定して、レイヤ2の設定をすべて
削除するには、no switchportコマンド（パラメータの指定なし）を使用します。このコマンド
は、ルーテッドポートに IPアドレスを割り当てる前に使用する必要があります。

このコマンドは、LAN Base機能セットを実行しているdevicesではサポートされません。（注）

no switchportコマンドを入力するとポートがシャットダウンされて、その後再び有効になりま
す。その際に、ポートの接続先のデバイスでメッセージが生成されることがあります。

レイヤ 2モードからレイヤ 3モード（またはその逆）にインターフェイスを変更すると、影響
を受けたインターフェイスに関連する以前の設定情報が失われる可能性があり、インターフェ

イスがデフォルト設定に戻ります。

インターフェイスがレイヤ 3インターフェイスとして設定されている場合、最初に switchport
コマンドを入力して、そのインターフェイスをレイヤ 2ポートとして設定する必要がありま
す。その後、switchport access vlanコマンドおよび switchport modeコマンドを入力します。

（注）

switchportコマンドは、シスコルーテッドポートをサポートしないプラットフォームでは使
用できません。このようなプラットフォーム上のすべての物理ポートは、レイヤ2のスイッチ
ドインターフェイスとして想定されます。

インターフェイスのポートステータスを確認するには、show running-config 特権 EXECコマ
ンドを入力します。
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例 次の例では、インターフェイスをレイヤ 2ポートとして運用することを中止し、シス
コのルーテッドポートにする方法を示します。

Device(config-if)# no switchport

次の例では、ポートのインターフェイスをシスコのルーテッドポートとして運用する

ことを中止し、レイヤ 2のスイッチドインターフェイスに変更する方法を示します。
Device(config-if)# switchport
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switchport access vlan
ポートをスタティックアクセスポートとして設定するには、インターフェイスコンフィギュ

レーションモードで switchport access vlanコマンドを使用します。deviceのアクセスモード
をデフォルトの VLANモードにリセットするには、このコマンドの no形式を使用します。

switchport access vlan {vlan-id}
no switchport access vlan

構文の説明 アクセスモードVLANのVLAN ID。範囲は 1 ~ 4094。vlan-id

コマンドデフォルト デフォルトのアクセスVLANおよびトランクインターフェイスネイティブVLANは、プラッ
トフォームまたはインターフェイスハードウェアに対応したデフォルト VLANです。

コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン switchport access vlanコマンドを有効にするには、事前にポートをアクセスモードにする必要
があります。

スイッチポートのモードが access vlan vlan-idに設定されている場合、ポートは指定された
VLANのメンバとして動作します。アクセスポートを割り当てることができるのは、1つの
VLANだけです。

no switchport accessコマンドを使用すると、アクセスモードVLANがデバイスに適したデフォ
ルト VLANにリセットされます。

例 次の例では、アクセスモードで動作するスイッチドポートインターフェイスが、デ

フォルト VLANではなく VLAN 2で動作するように変更します。
Device(config-if)# switchport access vlan 2
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switchport mode
ポートの VLANメンバーシップモードを設定するには、インターフェイスコンフィギュレー
ションモードで switchport modeコマンドを使用します。モードをデバイスに適したデフォル
ト設定にリセットするには、このコマンドの no形式を使用します。

switchport mode {access | dynamic | {auto | desirable} | trunk}
noswitchport mode {access | dynamic | {auto | desirable} | trunk}

構文の説明 ポートをアクセスモードに設定します（ switchport access vlan インターフェ
イスコンフィギュレーションコマンドの設定に応じて、スタティックアクセ

スまたはダイナミックアクセスのいずれか）。ポートは無条件にアクセスす

るように設定され、非カプセル化（タグなし）フレームを送受信する単一の

非トランクVLANインターフェイスとして動作します。アクセスポートを割
り当てることができるのは、1つの VLANだけです。

access

ポートトランキングモードのダイナミックパラメータを autoに設定して、
インターフェイスがリンクをトランクリンクに変換するように指定します。

これがデフォルトのスイッチポートモードになります。

dynamic auto

ポートトランキングモードのダイナミックパラメータを desirableに設定し
て、インターフェイスがリンクをトランクリンクにアクティブに変換するよ

うに指定します。

dynamic
desirable

ポートを無条件にトランクに設定します。ポートはトランキング VLANレイ
ヤ 2インターフェイスです。ポートは、送信元の VLANを識別するカプセル
化（タグ付き）フレームを送受信します。トランクは、2つの devices間、ま
たは deviceとルータ間のポイントツーポイントリンクです。

trunk

コマンドデフォルト デフォルトモードは dynamic autoです。

コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されまし

た。

使用上のガイドライン

dot1q-tunnelキーワードは、CLIのインターフェイスヘルプに表示されますが、サポートされ
ていません。

（注）
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accessまたは trunkキーワードによる設定が有効となるのは、switchportmodeコマンドを使用
して適切なモードでポートを設定した場合のみです。スタティックアクセスおよびトランクの

設定は保存されますが、同時にアクティブにできるのはいずれかの設定だけです。

accessモードを開始すると、インターフェイスは永続的な非トランキングモードになり、隣接
インターフェイスがリンクから非トランクリンクへの変換に合意しない場合でも、この変換を

行うようにネゴシエートします。

trunkモードを開始すると、インターフェイスは永続的なトランキングモードになり、接続先
のインターフェイスがリンクからトランクリンクへの変換に合意しない場合でも、この変換を

行うようにネゴシエートします。

dynamic autoモードを開始すると、隣接インターフェイスが trunkまたは desirableモードに
設定された場合に、インターフェイスはリンクをトランクリンクに変換します。

dynamic desirableモードを開始すると、隣接インターフェイスが trunk、desirable、または
autoモードに設定された場合に、インターフェイスはトランクインターフェイスになります。

トランキングを自動ネゴシエーションするには、インターフェイスが同じ VLANトランキン
グプロトコル（VTP）ドメインに存在する必要があります。トランクネゴシエーションは、
ポイントツーポイントプロトコルである Dynamic Trunking Protocol（DTP）によって管理され
ます。ただし、一部のインターネットワーキングデバイスによって DTPフレームが不正に転
送されて、矛盾した設定となる場合があります。この問題を避けるには、DTPをサポートしな
いデバイスに接続されたインターフェイスが DTPフレームを転送しないように設定し、DTP
をオフにします。

•これらのリンク上でトランキングを行わない場合は、switchportmodeaccessインターフェ
イスコンフィギュレーションコマンドを使用して、トランキングをディセーブルにしま

す。

• DTPをサポートしていないデバイスへのトランキングをイネーブルにするには、switchport
mode trunkおよび switchport nonegotiateインターフェイスコンフィギュレーションコマ
ンドを使用して、インターフェイスがトランクになっても DTPフレームを生成しないよ
うに設定します。

アクセスポートとトランクポートは、互いに排他的な関係にあります。

IEEE 802.1x機能は、次の方法でスイッチポートモードに作用します。

•トランクポートで IEEE 802.1xをイネーブルにしようとすると、エラーメッセージが表示
され、IEEE 802.1xはイネーブルになりません。IEEE 802.1x対応ポートのモードをトラン
クに変更しようとしても、ポートモードは変更されません。

•ポート設定で IEEE 802.1xを dynamic autoまたは dynamic desirableにイネーブルにしよう
とすると、エラーメッセージが表示され、IEEE 802.1xはイネーブルになりません。IEEE
802.1x対応ポートのモードを dynamic autoまたは dynamic desirableに変更しようとして
も、ポートモードは変更されません。

•ダイナミックアクセス（VLANQuery Protocol（VQP））ポートで IEEE 802.1xをイネーブ
ルにしようとすると、エラーメッセージが表示され、IEEE 802.1xはイネーブルになりま
せん。IEEE 802.1x対応ポートを変更してダイナミック VLANを割り当てようとしても、
エラーメッセージが表示され、VLAN設定は変更されません。
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設定を確認するには、show interfaces interface-id switchport 特権EXECコマンドを入力して、
Administrative Mode行と Operational Mode行の情報を調べます。

例 次の例では、ポートをアクセスモードに設定する方法を示します。

Device(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Device(config-if)# switchport mode access

次の例では、ポートを dynamic desirableモードに設定する方法を示します。
Device(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Device(config-if)# switchport mode dynamic desirable

次の例では、ポートをトランクモードに設定する方法を示します。

Device(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Device(config-if)# switchport mode trunk
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tag rf
APフィルタのポリシータグを設定するには、tag rfコマンドを使用します。

tag rf rf-tag

構文の説明 RFタグ
名。

rf-tag

コマンドデフォルト なし

コマンドモード config-ap-filter

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、APフィルタのポリシータグを設定する例を示します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# ap filter name ap-filter-name
Device(config-ap-filter)# rf tag rf-tag-name
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tag site
APフィルタのサイトタグを設定するには、tag site site-tagコマンドを使用します。

tag site site-tag

構文の説明 サイトタグの名前。site-tag

コマンドデフォルト なし

コマンドモード config-ap-filter

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、APフィルタのサイトタグを設定する例を示します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# ap filter name ap-filter-name
Device(config-ap-filter)# site tag site-tag-name

コンフィギュレーションコマンド：g～ z
270

コンフィギュレーションコマンド：g～ z
tag site



transport
のフローエクスポータのトランスポートプロトコルを設定するには、フローエクスポータコ

ンフィギュレーションモードで transportコマンドを使用します。フローエクスポータのトラ
ンスポートプロトコルを削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

transport udp udp-port
no transport udp udp-port

構文の説明 トランスポートプロトコルとして User Datagram Protocol（UDP;ユーザデー
タグラムプロトコル）を指定し、UDPポート番号を指定します。

udp udp-port

コマンドデフォルト フローエクスポータでは、UDPをポート 9995で使用します。

コマンドモード フローエクスポータコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン このコマンドをデフォルト設定に戻すには、no transportまたは default transport flow exporter
コンフィギュレーションコマンドを使用します。

次に、トランスポートプロトコルとして UDPを設定し、UDPポート番号を 250に設
定する例を示します。

Device(config)# flow exporter FLOW-EXPORTER-1
Device(config-flow-exporter)# transport udp 250
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trusted-port
あるポートを信頼できるポートとして設定するには、IPv6スヌーピングポリシーモードまた
は NDインスペクションポリシーコンフィギュレーションモードで trusted-portコマンドを
使用します。この機能を無効にするには、このコマンドの no形式を使用します。

trusted-port
no trusted-port

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

コマンドデフォルト どのポートも信頼されていません。

コマンドモード NDインスペクションポリシーの設定

IPv6スヌーピングコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されまし

た。

使用上のガイドライン trusted-portコマンドをイネーブルにすると、メッセージがこのポリシーを持つポートで受信
された場合、限定的に実行されるか、まったく実行されません。ただし、アドレススプーフィ

ングから保護するために、メッセージは伝送するバインディング情報の使用によってバイン

ディングテーブルを維持できるように分析されます。これらのポートで検出されたバインディ

ングは、信頼できるものとして設定されていないポートから受信したバインディングよりも信

頼性が高いものと見なされます。

次に、NDPポリシー名を policy1と定義し、スイッチを NDPインスペクションポリ
シーコンフィギュレーションモードにし、ポートを信頼するように設定する例を示し

ます。

Device(config)# ipv6 nd inspection policy1
Device(config-nd-inspection)# trusted-port

次に、IPv6スヌーピングポリシー名を policy1と定義し、スイッチを IPv6スヌーピン
グポリシーコンフィギュレーションモードにし、ポートを信頼するように設定する

例を示します。

Device(config)# ipv6 snooping policy policy1
Device(config-ipv6-snooping)# trusted-port
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tunnel eogre source
トンネル送信元について特定のトンネル単位の設定が存在しない場合にトンネル送信元イン

ターフェイスを設定するには、tunnel eogre source コマンドを使用します。

tunnel eogre source {gigabitethernet |loopback |vlan}interface-number

構文の説明 インターフェイス番

号。

interface-number

コマンドデフォルト なし

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.11.1

使用上のガイドライン トンネル送信元について特定のトンネル単位の設定が存在する場合は、それが使用されます。

例

次に、トンネル送信元インターフェイスを設定する例を示します。

Device(config)# tunnel eogre source vlan 21
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tunnel eogre heartbeat
トンネルキープアライブハートビートのpingパラメータを設定するには、tunnel eogreheartbeat
コマンドを使用します。

tunnel eogre heartbeat {interval interval|max-skip-count tolerable-heartbeats}

構文の説明 ハートビート間隔（秒）。interval

許容されるドロップされたハートビート。tolerable-heartbeats

コマンドデフォルト なし

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.11.1

例

次に、トンネルキープアライブハートビートの pingパラメータを設定する例を示し
ます。

Device(config)# tunnel eogre heartbeat 80
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tunnel mode ethernet
トンネルのカプセル化方式を Ethernet over GREに設定するには、tunnel mode ethernet コマン
ドを使用します。

tunnel mode ethernet {gre {ipv4 |ipv6}[p2p]|manual}

構文の説明 Ethernet over GRE。gre

L2TPv3カプセル化。l2tpv3

IPv4または IPv6を介したポイントツーポイントカプセル化を提供します。p2p

L2TPパラメータを手動で設定します。manual

コマンドデフォルト なし

コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

p2p キーワードが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.11.1

例

次に、トンネルのカプセル化方式を Ethernet over GREに設定する例を示します。
Device(config-if)# tunnel mode ethernet gre ipv4 p2p
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tunnel eogre domain
EoGRE冗長ドメインを設定するには、tunnel eogre domain コマンドを使用します。

tunnel eogre domain domain-name

構文の説明 ドメイン

名。

domain-name

コマンドデフォルト なし

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.11.1

例

次に、EoGRE冗長ドメインを設定する例を示します。
Device(config)# tunnel eogre domain domain1
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tunnel eogre interface tunnel
EoGREトンネルインターフェイスのAAAプロキシキーを設定するには、tunnel eogre interface
tunnel コマンドを使用します。

tunnel eogre interface tunnel tunnel-inft-number aaa proxy key {0 |8}key-string

構文の説明 トンネルインターフェイスの番号。tunnel-inft-number

AAAの設定aaa

AAAプロキシの設定。proxy

AAAプロキシキーの設定。

0：文字列を暗号化されていないキーとして指定します。

8：文字列を AES暗号化キーとして指定します。

key

キーの文字列。key-string

コマンドデフォルト なし

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.11.1

例

次に、EoGREトンネルインターフェイスのプロキシキーを設定する例を示します。
Device(config)# tunnel eogre interface tunnel 21 aaa proxy key 0 test
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type
1つ以上のファイルの内容を表示するには、ブートローダモードで typeコマンドを使用しま
す。

type filesystem:/file-url...

構文の説明 ファイルシステムのエイリアス。システムボードフラッシュデバイスには flash:
を使用します。USBメモリスティックには usbflash0:を使用します。

filesystem:

表示するファイルのパス（ディレクトリ）および名前です。ファイル名はスペース

で区切ります。

/file-url...

コマンドデフォルト デフォルトの動作や値はありません。

コマンドモード ブートローダ

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン ファイル名およびディレクトリ名は、大文字と小文字を区別します。

ファイルのリストを指定すると、各ファイルの内容が順次表示されます。

例 次に、ファイルの内容を表示する例を示します。

Device: type flash:image_file_name
version_suffix: universal-122-xx.SEx
version_directory: image_file_name
image_system_type_id: 0x00000002
image_name: image_file_name.bin
ios_image_file_size: 8919552
total_image_file_size: 11592192
image_feature: IP|LAYER_3|PLUS|MIN_DRAM_MEG=128
image_family: family
stacking_number: 1.34
board_ids: 0x00000068 0x00000069 0x0000006a 0x0000006b
info_end:
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udp-timeout
UDPセッションのタイムアウトを設定するには、udp-timeoutコマンドを使用します。

udp-timeout timeout_value

構文の説明 UDPセッションのタイムアウト値です。

範囲は 1～ 30秒です。

public-keyおよび resolverパラメータマップオプションには、デフォル
ト値が自動的に入力されます。したがって、変更する必要はありませ

ん。

（注）

timeout_value

コマンドデフォルト なし

コマンドモード プロファイルコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、UDPセッションのタイムアウト値を設定する例を示します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# parameter-map type umbrella global
Device(config-profile)# token 57CC80106C087FB1B2A7BAB4F2F4373C00247166
Device(config-profile)# local-domain dns_wl
Device(config-profile)# udp-timeout 2
Device(config-profile)# end
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umbrella-param-map
WLANの Umbrella OpenDNS機能を設定するには、umbrella-param-mapコマンドを使用しま
す。

umbrella-param-map umbrella-name

構文の説明 umbrella-name

コマンドデフォルト なし

コマンドモード config-wireless-policy

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、WLANの Umbrella OpenDNS機能を設定する例を示します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wireless profile policy default-policy-profile
Device(config-wireless-policy)# umbrella-param-map global
Device(config-wireless-policy)# end
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username
SSHを使用して Cisco ISE-3315にアクセスできるユーザを追加するには、コンフィギュレー
ションモードで usernameコマンドを使用します。ユーザがすでに存在する場合は、このコマ
ンドを使用してパスワード、特権レベル、または両方を変更します。システムからユーザを削

除するには、このコマンドの no形式を使用します。

[no] username username password {hash | plain} password role {admin | user] [disabled [email
email-address]] [email email-address]

既存のユーザに対しては、以下のコマンドオプションを使用します。

username username password role {admin | user} password

構文の説明 1つの単語のみを入力する必要があります。ハ
イフン（-）、アンダースコア（_）、および
ピリオド（.）を含めることができます。

初期セットアップでは英数字のみが

許可されます。

（注）

username

パスワードおよびユーザロールを指定するた

めに使用するコマンド。

password

パスワード。40文字までの英数字で指定しま
す。パスワードは、すべての新規ユーザに指

定する必要があります。

password

パスワードのタイプ。最大34文字の英数字。hash | plain

ユーザの権限レベルを設定します。role admin | user

ユーザの電子メールアドレスに従って、ユー

ザをディセーブルにします。

[disabled]

ユーザのメールアドレス。たとえば、

user1@example.comです。
email email-address

コマンドデフォルト 設定時の初期ユーザです。

コマンドモード コンフィギュレーション

使用上のガイドライン usernameコマンドでは、usernameおよび passwordキーワードの後に、hash | plain and the admin
| userオプションを指定する必要があります。

例 1
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ncs/admin(config)# username admin password hash ###### role admin
ncs/admin(config)#

例 2

ncs/admin(config)# username admin password plain Secr3tp@swd role admin
ncs/admin(config)#

例 3

ncs/admin(config)# username admin password plain Secr3tp@swd role admin email
admin123@example.com
ncs/admin(config)#
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venue
802.11u施設情報を設定するには、venue コマンドを使用します。施設を削除するには、この
コマンドの no 形式を使用します。

venue venue-name language-code[venue-url]

構文の説明 施設の名前。venue-name

施設の言語コー

ド。

language-code

施設の URL。venue-url

コマンドデフォルト なし

コマンドモード ワイヤレス ANQPサーバコンフィギュレーション（config-wireless-anqp-server）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.12.1

使用上のガイドライン venue-nameは最大 220文字、language-codeは 2つまたは 3つの小文字（a～ z）にする必要が
あります。

例

次に、802.11u施設情報を設定する例を示します。
Device(config)#wireless hotspot anqp-server my-server
Device(config-wireless-anqp-server)# venue test en cisco.com
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vnid
サービステンプレートに VXLANネットワーク ID（VNID）を追加するには、 vnid コマンド
を使用します。

vnid vnid-name

構文の説明 VNIDの名
前。

vnid-name

コマンドデフォルト VNIDは設定されていません。

コマンドモード サービステンプレートコンフィギュレーション（config-service-template）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.11.1

例

次に、VNIDを設定する例を示します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# service-template template

Device(config-service-template)# vnid vnid-name
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violation
定期的な再評価でのストリーム違反ポリシーを設定するには、violationコマンドを使用しま
す。

violation {drop | fallback}

構文の説明 説明パラメー

タ

ストリームが定期的な再評価でドロップされます。drop

ストリームが定期的な再評価でBestEffortクラスに降格されます。fallback

コマンドデフォルト なし

コマンドモード config-media-stream

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、定期的な再評価でのストリーム違反ポリシーを設定する例を示します。

Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wireless media-stream group my-media-group 224.0.0.0 224.0.0.223
Device(config-media-stream)# violation drop
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vlan
VLANを追加して、VLANコンフィギュレーションモードを開始するには、グローバルコン
フィギュレーションモードで vlanコマンドを使用します。VLANを削除するには、このコマ
ンドの no形式を使用します。

vlan vlan-id
no vlan vlan-id

構文の説明 追加および設定する VLANの ID。指定できる範囲は 1～ 4094です。1つの VLAN
ID、それぞれをカンマで区切った一連の VLAN ID、またはハイフンを間に挿入した
VLAN IDの範囲を入力できます。

vlan-id

コマンドデフォルト なし

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン 通常範囲のVLAN（VLAN ID 1～ 1005）や拡張範囲VLAN（VLAN ID 1006～ 4094）を追加す
るには、vlan vlan-idグローバルコンフィギュレーションコマンドを使用します。通常範囲の
VLANの設定情報は常にVLANデータベースに保存されます。この情報を表示するには、show
vlan特権 EXECコマンドを入力します。VTPモードがトランスペアレントである場合、通常
範囲の VLANの VLAN設定情報も deviceの実行コンフィギュレーションファイルに保存され
ます。拡張範囲の VLAN IDは VLANデータベースに保存されず、スイッチの実行コンフィ
ギュレーションファイルに保存されます。また、設定をスタートアップコンフィギュレーショ

ンファイルに保存できます。

VTPバージョン 3は拡張範囲 VLANの伝播をサポートしています。VTPバージョン 1および
2で伝播する範囲は、VLAN 1～ 1005だけです。

VLANおよび VTP設定をスタートアップコンフィギュレーションファイルに保存して device
をリブートすると、設定は次のように選択されます。

•スタートアップコンフィギュレーションおよび VLANデータベース内の VTPモードがト
ランスペアレントであり、VLANデータベースとスタートアップコンフィギュレーショ
ンファイルの VTPドメイン名が一致する場合は、VLANデータベースが無視され（クリ
アされ）、スタートアップコンフィギュレーションファイル内のVTPおよびVLAN設定
が使用されます。VLANデータベース内の VLANデータベースリビジョン番号は変更さ
れません。
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•スタートアップコンフィギュレーション内の VTPモードまたはドメイン名が VLANデー
タベースと一致しない場合、VLAN ID 1～ 1005のドメイン名、VTPモード、および VTP
設定には VLANデータベース情報が使用されます。

無効な VLAN IDを入力すると、エラーメッセージが表示され、VLANコンフィギュレーショ
ンモードを開始できません。

VLAN IDを指定して vlanコマンドを入力すると、VLANコンフィギュレーションモードがイ
ネーブルになります。既存のVLANのVLAN IDを入力すると、新しいVLANは作成されませ
んが、その VLANの VLANパラメータを変更できます。指定された VLANは、VLANコン
フィギュレーションモードを終了したときに追加または変更されます。（VLAN1～1005の）
shutdownコマンドだけがただちに有効になります。

すべてのコマンドが表示されますが、拡張範囲 VLANでサポートされる VLANコンフィギュ
レーションコマンドは remote-spanだけです。拡張範囲 VLANの場合、他のすべての特性は
デフォルトステートのままにしておく必要があります。

（注）

次のコンフィギュレーションコマンドを VLANコンフィギュレーションモードで利用できま
す。各コマンドの no形式を使用すると、特性がそのデフォルトステートに戻ります。

• are are-number：このVLANの全ルートエクスプローラ（ARE）ホップの最大数を定義し
ます。このキーワードは、TrCRF VLANだけに適用されます。指定できる範囲は 0～ 13
です。デフォルト値は 7です。値が入力されない場合、最大数は 0であると見なされま
す。

• backupcrf：バックアップ CRFモードを指定します。このキーワードは、TrCRF VLANだ
けに適用されます。

• enable：この VLANのバックアップ CRFモード。

• disable：この VLANのバックアップ CRFモード（デフォルト）。

• bridge {bridge-number | type}：論理分散ソースルーティングブリッジ、つまり、
FDDI-NET、トークンリング NET、および TrBRF VLAN内で親 VLANとしてこの VLAN
を持つすべての論理リングと相互接続するブリッジを指定します。指定できる範囲は0～
15です。FDDI-NET、TrBRF、およびトークンリング NET VLANについては、デフォル
トのブリッジ番号は 0（ソースルーティングブリッジなし）です。typeキーワードは、
TrCRF VLANだけに適用され、次のうちのいずれかです。

• srb：ソースルートブリッジング。

• srt：（ソースルートトランスペアレント）ブリッジング VLAN

• exit：変更を適用し、VLANデータベースリビジョン番号（VLAN 1～ 1005）を増加さ
せ、VLANコンフィギュレーションモードを終了します。

• media：VLANメディアタイプを定義します。タイプは次のいずれかになります。
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deviceがサポートするのは、イーサネットポートだけです。FDDI
およびトークンリングメディア固有の特性は、別の devicesに対
する VLAN Trunking Protocol（VTP）グローバルアドバタイズメ
ントに限って設定します。これらのVLANはローカルに停止され
ます。

（注）

• ethernet：イーサネットメディアタイプ（デフォルト）。

• fd-net：FDDIネットワークエンティティタイトル（NET）メディアタイプ。

• fddi：FDDIメディアタイプ。

• tokenring：VTP v2モードがディセーブルの場合は、トークンリングメディアタイ
プ。VTPバージョン 2（v）モードがイネーブルの場合は、TrCRF。

• tr-net：VTP v2モードがディセーブルの場合は、トークンリングネットワークエン
ティティタイトル（NET）メディアタイプ。VTP v2モードがイネーブルの場合は、
TrBRFメディアタイプ。

さまざまなメディアタイプで有効なコマンドおよび構文については、下の表を参照してく

ださい。

• name vlan-name：管理ドメイン内で一意である 1～ 32文字の ASCII文字列で VLANに名
前を付けます。デフォルトはVLANxxxxです。ここで、xxxxはVLAN ID番号と同じ 4桁
の数字（先行ゼロを含む）です。

• no：コマンドを無効にするか、またはデフォルト設定に戻します。

• parent parent-vlan-id：既存の FDDI、トークンリング、または TrCRF VLANの親 VLAN
を指定しますこのパラメータは、TrCRFが所属する TrBRFを識別するもので、TrCRFを
定義するときに必要です。指定できる範囲は 0～ 1005です。デフォルトの親 VLAN ID
は、FDDIおよびトークンリング VLANでは 0（親 VLANなし）です。トークンリングお
よび TrCRF VLANの両方で、親 VLAN IDはデータベースにすでに存在していて、トーク
ンリング NETまたは TrBRF VLANと関連付けられている必要があります。

• remote-span：VLANをリモート SPAN（RSPAN）VLANとして設定します。RSPAN機能
が既存のVLANに追加される場合、まずVLANは削除され、次にRSPAN機能とともに再
生されます。RSPAN機能が削除されるまで、どのアクセスポートも非アクティブになり
ます。VTPがイネーブルの場合、新しい RSPANVLANは、1024より小さい数字のVLAN
IDの VTPにより伝播されます。ラーニングは VLAN上でディセーブルになります。

• ring ring-number：FDDI、トークンリング、またはTrCRFVLANの論理リングを定義しま
す。指定できる範囲は 1～ 4095です。トークンリング VLANのデフォルト値は 0です。
FDDI VLANには、デフォルト設定はありません。

• said said-value：IEEE802.10に記載されているセキュリティアソシエーション ID（SAID）
を指定します。指定できる IDは、1～ 4294967294です。この数字は、管理ドメイン内で
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一意である必要があります。デフォルト値は、100000に VLAN ID番号を加算した値で
す。

• shutdown：VLAN上で VLANスイッチングをシャットダウンします。このコマンドはた
だちに有効になります。他のコマンドは、VLANコンフィギュレーションモードを終了
したときに有効になります。

• state：VLANの状態を指定します。

• active VLANが稼働中であることを意味します（デフォルト）。

• suspendVLANが停止していることを意味します。停止しているVLANはパケットを
通過させません。

• ste ste-number：スパニングツリーエクスプローラ（STE）ホップの最大数を定義します。
このキーワードは、TrCRF VLANだけに適用されます。指定できる範囲は 0～ 13です。
デフォルト値は 7です。

• stp type：FDDI-NET、トークンリング NET、または TrBRF VLANのスパニングツリータ
イプを定義します。FDDI-NETVLANの場合、デフォルトの STPタイプは ieeeです。トー
クンリング NET VLANの場合、デフォルトの STPタイプは ibmです。FDDIおよびトー
クンリング VLANの場合、デフォルトのタイプは指定されていません。

• ieee：ソースルートトランスペアレント（SRT）ブリッジングを実行している IEEE
イーサネット STP。

• ibm：ソースルートブリッジング（SRB）を実行している IBM STP。

• auto：ソースルートトランスペアレント（SRT）ブリッジング（IEEE）およびソース
ルートブリッジング（IBM）の組み合わせを実行している STP。

• tb-vlan1 tb-vlan1-idおよび tb-vlan2 tb-vlan2-id：この VLANにトランスレーショナルブ
リッジングが行われている 1番めおよび 2番めのVLANを指定します。トランスレーショ
ナルVLANは、たとえばFDDIまたはトークンリングをイーサネットに変換します。指定
できる範囲は 0～ 1005です。値が指定されないと、0（トランスレーショナルブリッジン
グなし）と見なされます。

表 3 :さまざまなメディアタイプで指定できるコマンドと構文

指定できる構文メディアタイプ

name vlan-name,media ethernet, state {suspend
| active}, said said-value, remote-span, tb-vlan1
tb-vlan1-id, tb-vlan2 tb-vlan2-id

イーサネット

name vlan-name, media fddi, state {suspend |
active}, said said-value, ring ring-number, parent
parent-vlan-id, tb-vlan1 tb-vlan1-id, tb-vlan2
tb-vlan2-id

FDDI
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指定できる構文メディアタイプ

name vlan-name, media fd-net , state {suspend |
active}, said said-value, bridge bridge-number, stp
type {ieee | ibm | auto}, tb-vlan1 tb-vlan1-id,
tb-vlan2 tb-vlan2-id

VTP v2モードがディセーブルの場合は、stp
typeを auto.に設定しないでください

FDDI-NET

VTP v1モードはイネーブルです。

name vlan-name,media tokenring, state {suspend
| active}, said said-value, ring ring-number, parent
parent-vlan-id, tb-vlan1 tb-vlan1-id, tb-vlan2
tb-vlan2-id

Token Ring

VTP v2モードはイネーブルです。

name vlan-name,media tokenring, state {suspend
| active}, said said-value, ring ring-number, parent
parent-vlan-id, bridge type {srb | srt}, are
are-number, ste ste-number, backupcrf {enable |
disable}, tb-vlan1 tb-vlan1-id, tb-vlan2 tb-vlan2-id

トークンリングコンセントレータリレー機能

（TrCRF）

VTP v1モードはイネーブルです。

name vlan-name, media tr-net, state {suspend |
active}, said said-value, bridge bridge-number, stp
type {ieee | ibm}, tb-vlan1 tb-vlan1-id, tb-vlan2
tb-vlan2-id

トークンリング NET

VTP v2モードはイネーブルです。

name vlan-name, media tr-net, state {suspend |
active}, said said-value, bridge bridge-number, stp
type {ieee | ibm | auto}, tb-vlan1 tb-vlan1-id,
tb-vlan2 tb-vlan2-id

トークンリングブリッジリレー機能

（TrBRF）

次の表に、VLANの設定ルールを示します。
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表 4 : VLAN設定ルール

ルール設定

すでにデータベースに存在している TrBRFの
親 VLAN IDを指定します。

リング番号を指定します。このフィールドを

空白のままにしないでください。

TrCRFVLANに同じ親VLAN IDがある場合に
は一意のリング番号を指定します。1つのバッ
クアップコンセントレータリレー機能

（CRF）だけをイネーブルにすることができ
ます。

VTP v2モードがイネーブルで、TrCRF VLAN
メディアタイプを設定している場合

バックアップCRFを指定しないでください。VTP v2モードがイネーブルで、TrCRFメディ
アタイプ以外の VLANを設定している場合

ブリッジ番号を指定します。このフィールド

を空白のままにしないでください。

VTP v2モードがイネーブルで、TrBRF VLAN
メディアタイプを設定している場合

VLANの STPタイプを autoに設定しないでく
ださい。

このルールは、イーサネット、FDDI、
FDDI-NET、トークンリング、およびトークン
リング NET VLANに適用されます。

VTP v1モードはイネーブルです。
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ルール設定

使用されるトランスレーショナルブリッジン

グVLANIDは、すでにデータベースに存在し
ている必要があります。

（たとえば、イーサネットは FDDIをポイン
トし、FDDIはイーサネットをポイントすると
いうように）コンフィギュレーションがポイ

ントしているトランスレーショナルブリッジ

ング VLAN IDにも、トランスレーショナル
ブリッジングパラメータの 1つに元の VLAN
へのポインタが含まれている必要があります。

コンフィギュレーションがポイントするトラ

ンスレーショナルブリッジングVLANIDは、
（たとえば、イーサネットはトークンリング

をポイントすることができるというように）

元のVLANとは異なるメディアタイプである
必要があります。

両方のトランスレーショナルブリッジング

VLAN IDが設定されている場合、（たとえ
ば、イーサネットは FDDIおよびトークンリ
ングをポイントすることができるというよう

に）これらのVLANは異なるメディアタイプ
である必要があります。

トランスレーショナルブリッジングが必要な

VLANを追加する場合（値は 0に設定されな
い）

次の例では、デフォルトのメディア特性を持つイーサネットVLANを追加する方法を
示します。デフォルトには VLAN xxxxの vlan-nameが含まれています。ここで、xxxx
は VLAN ID番号と同じ 4桁の数字（先行ゼロを含む）です。デフォルトの mediaは
ethernetです。stateは activeです。デフォルトの said-valueは、100000に VLAN IDを
加算した値です。mtu-size変数は 1500、stp-typeは ieeeです。exit VLANコンフィギュ
レーションコマンドを入力した場合、VLANがまだ存在していなかった場合にはこれ
が追加されます。そうでない場合、このコマンドは何も作用しません。

次に、新しい VLANをすべてデフォルトの特性で作成し、VLANコンフィギュレー
ションモードを開始する例を示します。

Device(config)# vlan 200
Device(config-vlan)# exit
Device(config)#

次に、新しい拡張範囲VLANをすべてデフォルトの特性で作成して、VLANコンフィ
ギュレーションモードを開始し、新しい VLANを deviceのスタートアップコンフィ
ギュレーションファイルに保存する例を示します。

Device(config)# vlan 2000
Device(config-vlan)# end

コンフィギュレーションコマンド：g～ z
292

コンフィギュレーションコマンド：g～ z
vlan



Device# copy running-config startup config

設定を確認するには、show vlan特権 EXECコマンドを入力します。

コンフィギュレーションコマンド：g～ z
293

コンフィギュレーションコマンド：g～ z
vlan



vlan configuration
VLAN機能を設定するため VLANコンフィギュレーションモードを開始するには、vlan
configurationコマンドを使用します。

vlan configuration

コマンドデフォルト なし

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、VLAN IDが 2の場合に、VLAN機能を設定するためにVLANコンフィギュレー
ションモードを開始する例を示します。

Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# vlan configuration 2
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vlan access-map
VLANパケットフィルタリング用の VLANマップエントリを作成または修正し、VLANアク
セスマップコンフィギュレーションモードに変更するには、スイッチスタックまたはスタン

ドアロンスイッチ上で、グローバルコンフィギュレーションモードで vlan access-mapコマン
ドを使用します。VLANマップエントリを削除するには、このコマンドの no形式を使用しま
す。

vlan access-map name [number]
no vlan access-map name [number]

このコマンドは、LANベースフィーチャセットを実行しているスイッチではサポートされま
せん。

（注）

構文の説明 VLANマップ名name

（任意）作成または変更するマップエントリのシーケンス番号（0～65535）。VLAN
マップを作成する際にシーケンス番号を指定しない場合、番号は自動的に割り当て

られ、10から開始して 10ずつ増加します。この番号は、VLANアクセスマップエ
ントリに挿入するか、または VLANアクセスマップエントリから削除する順番で
す。

number

コマンドデフォルト VLANに適用する VLANマップエントリまたは VLANマップはありません。

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されまし

た。

使用上のガイドライン グローバルコンフィギュレーションモードでは、このコマンドは VLANマップを作成または
修正します。このエントリは、モードを VLANアクセスマップコンフィギュレーションに変
更します。matchアクセスマップコンフィギュレーションコマンドを使用して、照合する IP
または非 IPトラフィックのアクセスリストを指定できます。また、actionコマンドを使用し
て、この照合によりパケットを転送またはドロップするかどうかを設定します。

VLANアクセスマップコンフィギュレーションモードでは、次のコマンドが利用できます。

• action：実行するアクションを設定します（転送またはドロップ）。

• default：コマンドをデフォルト値に設定します。

• exit：VLANアクセスマップコンフィギュレーションモードを終了します。
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• match：照合する値を設定します（IPアドレスまたはMACアドレス）。

• no：コマンドを無効にするか、デフォルト値を設定します。

エントリ番号（シーケンス番号）を指定しない場合、マップの最後に追加されます。

VLANごとに VLANマップは 1つだけ設定できます。VLANマップは、VLANでパケットを
受信すると適用されます。

シーケンス番号を指定して no vlan access-map name [number]コマンドを使用すると、エント
リを個別に削除できます。

VLANマップを 1つまたは複数の VLANに適用するには、vlan filterインターフェイスコン
フィギュレーションコマンドを使用します。

VLANマップエントリの詳細については、このリリースに対応するソフトウェアコンフィギュ
レーションガイドを参照してください。

次の例では、vac1という名の VLANマップを作成し、一致条件とアクションをその
VLANマップに適用する方法を示します。他のエントリがマップに存在しない場合、
これはエントリ 10になります。
Device(config)# vlan access-map vac1
Device(config-access-map)# match ip address acl1
Device(config-access-map)# action forward

次の例では、VLANマップ vac1を削除する方法を示します。
Device(config)# no vlan access-map vac1
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vlan filter
1つ以上の VLANに VLANマップを適用するには、スイッチスタックまたはスタンドアロン
スイッチ上で、グローバルコンフィギュレーションモードで vlan filterコマンドを使用しま
す。マップを削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

vlan filter mapname vlan-list {リスト | all}
no vlan filter mapname vlan-list {list | all}

このコマンドは、LANベースフィーチャセットを実行しているスイッチではサポートされま
せん。

（注）

構文の説明 VLANマップエントリ名mapname

マップを適用する VLANを指定します。vlan-list

tt、uu-vv、xx、および yy-zz形式での 1つまたは複数の VLANリスト。カンマと
ダッシュの前後のスペースは任意です。指定できる範囲は 1～ 4094です。

リスト

マップをすべての VLANに追加します。all

コマンドデフォルト VLANフィルタはありません。

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されまし

た。

使用上のガイドライン パケットを誤って過剰にドロップし、設定プロセスの途中で接続が無効になることがないよう

に、VLANアクセスマップを完全に定義してから VLANに適用することを推奨します。

VLANマップエントリの詳細については、このリリースに対応するソフトウェアコンフィギュ
レーションガイドを参照してください。

次の例では、VLANマップエントリ map1を VLAN 20および 30に適用します。
Device(config)# vlan filter map1 vlan-list 20, 30

次の例では、VLANマップエントリmap1をVLAN 20から削除する方法を示します。
Device(config)# no vlan filter map1 vlan-list 20
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設定を確認するには、show vlan filter特権 EXECコマンドを入力します。
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vlan group
VLANグループを作成または変更するには、グローバルコンフィギュレーションモードでvlan
groupコマンドを使用します。VLANグループからVLANリストを削除するには、このコマン
ドの no形式を使用します。

vlan group group-name vlan-list vlan-list
no vlan group group-name vlan-list vlan-list

構文の説明 VLANグループの名前。名前は最大 32文字で、文字から始める必要があ
ります。

group-name

VLANグループに追加される 1つ以上の VLANを指定します。vlan-list引
数には単一のVLAN ID、VLAN IDのリスト、またはVLAN IDの範囲を指
定できます。複数のエントリはハイフン（-）またはカンマ（,）で区切り
ます。

vlan-list vlan-list

コマンドデフォルト なし

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されまし

た。

使用上のガイドライン 指定されたVLANグループが存在しない場合、vlan groupコマンドはグループを作成し、指定
された VLANリストをそのグループにマッピングします。指定された VLANグループが存在
する場合は、指定された VLANリストがそのグループにマッピングされます。

vlan groupコマンドの no形式を使用すると、指定された VLANリストが VLANグループから
削除されます。VLANグループから最後の VLANを削除すると、その VLANグループは削除
されます。

最大 100の VLANグループを設定でき、1つの VLANグループに最大 4094の VLANをマッピ
ングできます。

次に、VLAN 7～ 9と 11を VLANグループにマッピングする例を示します。
Device(config)# vlan group group1 vlan-list 7-9,11

次の例では、VLANグループから VLAN 7を削除する方法を示します。
Device(config)# no vlan group group1 vlan-list 7
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wan-metrics
Hotspot 2.0 WANメトリックを設定するには、wan-metrics コマンドを使用します。WANを削
除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

wan-metrics {downlink-load| downlink-speed| full-capacity-link| link-status{down|
not-configured| test-state| up}| load-measurement-duration| uplink-load| uplink-speed}

構文の説明 WANのダウンリンク負荷。有効な範囲は 0～ 255です。値は線形
的にスケーリングされ、255が 100%を表します。

downlink-load

WANのダウンリンク速度（kbps単位）。有効な範囲は 0～
4294967295です。

downlink-speed

WANリンクを最大容量で運用します。full-capacity-link

WANリンクステータス。

次のオプションがあります。

• down：リンクダウン

• not-configured：リンクが設定されていません。

• test-state：リンクはテスト状態です。

• up：リンクがアップしています。

link-status

アップリンクまたはダウンリンクの負荷測定期間。有効な範囲は

0～ 65535です。
load-measurement-duration

WANのアップリンク負荷。有効な範囲は 0～ 255です。値は線形
的にスケーリングされ、255が 100%を表します。

uplink-load

WANのアップリンク速度（kbps単位）。有効な範囲は 0～
4294967295です。

uplink-speed

コマンドデフォルト なし

コマンドモード ワイヤレス ANQPサーバコンフィギュレーション（config-wireless-anqp-server）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.12.1

例

次に、Hotspot 2.0 WANアップリンク速度を設定する例を示します。
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Device(config)# wireless hotspot anqp-server my-server
Device(config-wireless-anqp-server)# wan-metrics uplink-load 23
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wgb broadcast-tagging
ワイヤレスポリシープロファイルでWGBブロードキャストタギングを設定するには、wgb
broadcast-taggingコマンドを使用します。

wgb broadcast-tagging

コマンドデフォルト なし

コマンドモード config-wireless-policy

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、ワイヤレスポリシープロファイルでWGBブロードキャストタギングをイネー
ブルにする例を示します。

Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wireless profile policy profile-policy-name
Device(config-wireless-policy)# wgb broadcast-tagging
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wgb vlan
WLANポリシープロファイルでWGB VLANクライアントのサポートを設定するには、wgb
vlanコマンドを使用します。

wgb vlan

コマンドデフォルト なし

コマンドモード config-wireless-policy

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、wlan1-policy-profileという名前のWLANポリシープロファイルでWGB VLAN
クライアントのサポートを有効にする例を示します。

Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wireless profile policy wlan1-policy-profile
Device(config-wireless-policy)# wgb vlan
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whitelist acl
ホワイトリスト ACLを設定するには、whitelist aclコマンドを使用します。

whitelist acl {standard_acl_value | extended_acl_value | acl_name}

構文の説明 標準アクセスリストを指定します。範囲は 1～ 199です。standard_acl_value

拡張アクセスリストを指定します。範囲は1300～2699です。extended_acl_value

名前付きアクセスリストを指定します。acl_name

コマンドデフォルト なし

コマンドモード ET-Analyticsコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

次に、ET-Analyticsコンフィギュレーションモードで非アクティブタイマーを有効に
する例を示します。

Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# et-analytics
Device(config-et-analytics)# whitelist acl
eta-whitelist
Device((config-et-analytics)# ip access-list
extended eta-whitelist
Device(config-ext-nacl)# permit udp any any eq tftp
Device(config-ext-nacl)# end
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config wlan assisted-roaming
WLANで経由ローミングを設定するには、config wlan assisted-roamingコマンドを使用しま
す。

config wlan assisted-roaming {neighbor-list | dual-list | prediction} {enable | disable}
wlan_id

構文の説明 WLANの 802.11kネイバーリストを設定します。neighbor-list

WLANのデュアルバンド 802.11kネイバーリストを設定します。デフォルト
は、クライアントが現在関連付けられている帯域です。

dual-list

WLANの経由ローミング最適化の予測を設定します。prediction

WLANの設定をイネーブルにします。enable

WLANの設定をディセーブルにします。disable

1～ 512の無線 LAN識別子。wlan_id

コマンドデフォルト すべてのWLANで 802.11kネイバーリストが有効です。

デフォルトでは、ネイバーリスト機能がWLANに対してイネーブルな場合に、デュアルバン
ドリストはイネーブルになります。

使用上のガイドライン 経由ローミングの予測のリストをイネーブルにすると、警告が表示されます。また、WLANで
ロードバランシングがすでにイネーブルになっている場合、ロードバランシングはそのWLAN
でディセーブルになります。

次に、WLANの 802.11kネイバーリストをイネーブルにする例を示します。
(Cisco Controller) >config wlan assisted-roaming neighbor-list enable 1
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wireless aaa policy
ワイヤレス AAAポリシーを設定するには、wireless aaa policyコマンドを使用します。

wireless aaa policy aaa-policy

構文の説明 ワイヤレスAAAポリシーの名前。aaa-policy

コマンドデフォルト なし

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、aaa-policy-testという名前のワイヤレス AAAポリシーを設定する例を示します
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wireless aaa policy aaa-policy-test
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wireless aaa policy
新しい AAAポリシーを設定するには、wireless aaa policyコマンドを使用します。

wireless aaa policy aaa-policy-name

構文の説明 AAAポリシー
名。

aaa-policy-name

コマンドデフォルト なし

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、AAAポリシー名を設定する例を示します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wireless aaa policy my-aaa-policy
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wireless broadcast vlan
VLAN上でブロードキャストのサポートをイネーブルにするには、グローバルコンフィギュ
レーションモードで wireless broadcast vlanコマンドを使用します。イーサネットブロード
キャストのサポートをディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

wireless broadcast vlan [vlan-id]
no wireless broadcast vlan [vlan-id]

構文の説明 （任意） VLAN IDを指定して、その VLANに対するブロードキャストサポートを
イネーブルにします。値の範囲は 1～ 4095です。

vlan-id

コマンドデフォルト なし

コマンドモード グローバルコンフィギュレーションモード

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン このコマンドは、グローバルコンフィギュレーションモードのみで使用してください。

次の例では、VLAN 20でブロードキャスティングをイネーブルにする方法を示しま
す。

Device(config)# wireless broadcast vlan 20
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wireless client
クライアント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wireless
clientコマンドを使用します。

wireless client {association limit assoc-number interval interval | band-select {client-mid-rssi
rssi | client-rssi rssi | cycle-count count | cycle-threshold threshold | expire dual-band timeout |
expire suppression timeout} | fast-ssid-change |max-user-login max-user-login | notification
{interval time | join-failure aaathresholdpercentage | roam-failure threshold percentage} | timers
auth-timeout seconds | user-timeout user-timeout}

構文の説明 所定の間隔での 1つのアクセスポイントスロットあたりの関連
付け要求制限を有効にし、関連付け要求制限間隔を設定します。

所定の間隔での 1つのアクセスポイントスロットあたりの関連
付け要求の数は、1 ~ 100の範囲で設定できます。

クライアント関連付け要求制限間隔は、100 ~ 10000ミリ秒の範
囲で設定できます。

association limit
assoc-number interval
interval

クライアントのバンド選択オプションを設定します。band-select

バンド選択のクライアントMid-RSSIのしきい値を設定します。

プローブに応答するためのクライアント RSSIの最小 dBmは、
-90～ -20です。

client-mid-rssi rssi

バンド選択のクライアント受信信号強度インジケータ（RSSI）し
きい値を設定します。

プローブに応答するためのクライアント RSSIの最小 dBmは、
-90～ -20です。

client-rssi rssi

バンド選択プローブ周期カウントを設定します。

周期カウントは、1～ 10の範囲で設定できます。

cycle-count count

新規スキャン周期の時間しきい値を設定します。

周期しきい値は、1～ 1000ミリ秒の範囲で設定できます。

cycle-threshold threshold

特定のクライアントを5GHz帯域にプッシュする試行を停止する
までのタイムアウトを設定します。

タイムアウトは 10～ 300秒の範囲で設定できます。デフォルト
値は 60秒です。

expire dual-band timeout
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既知のデュアルバンドクライアントが失効してプルーニングさ

れるまでの時間を設定します。

抑止時間は 10～ 200秒の範囲で設定できます。デフォルトのタ
イムアウト値は 20秒です。

expire suppression timeout

モバイル端末で高速 SSIDの変更を有効にします。fast-ssid-change

ユーザのログインセッションの最大数を設定します。max-user-login
max-user-login

通知を設定します。notification

インターバルの通知を設定します。

有効な時間は 1～ 1440秒です。

interval time

クライアントの参加の失敗に関する通知を設定します。

アラートをトリガーするしきい値をパーセンテージで設定できま

す。有効なしきい値のパーセンテージは 1～ 100です。

join-failure aaa threshold
percentage

クライアントのローミング障害に関する通知を設定します。

通知のしきい値を設定できます。有効なしきい値のパーセンテー

ジは 1～ 100です。

roam-failure threshold
percentage

クライアントタイマーを設定します。timers auth-timeout seconds

アイドルクライアントタイムアウトを設定します。user-timeout user-timeout

コマンドデフォルト デフォルトの動作や値はありません。

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。

このコマンドが変更されました。client-mid-rssi、notification、お
よび fast-ssid-changeの各キーワードが追加されました。
user-timeoutキーワードが削除されました。

Cisco IOS XE Gibraltar
16.10.1

次に、帯域幅選択のプローブサイクルカウントを 8に設定する例を示します。

Device# configure terminal
Device(config)# wireless client band-select cycle-count 8
Device(config)# end
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次に、しきい値が 700ミリ秒の新しいスキャンサイクルの時間のしきい値を設定する
例を示します。

Device# configure terminal
Device(config)# wireless client band-select cycle-threshold 700
Device(config)# end

次に、70秒後にデュアルバンドデータベースのデュアルバンドクライアントを抑止
する例を示します。

Device# configure terminal
Device(config)# wireless client band-select expire suppression 70
Device(config)# end
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wireless client mac-address
ワイヤレスクライアントの設定を構成するには、グローバルコンフィギュレーションモード

で wireless client mac-addressコマンドを使用します。

wireless client mac-address mac-addr ccx {clear-reports | clear-results | default-gw-ping | dhcp-test
| dns-ping | dns-resolve hostname host-name | get-client-capability | get-manufacturer-info |
get-operating-parameters | get-profiles | log-request {roam | rsna | syslog} | send-message message-id
| stats-request measurement-duration {dot11 | security} | test-abort | test-association ssid bssid
dot11 channel | test-dot1x [profile-id] bssid dot11 channel | test-profile {anyprofile-id}}

構文の説明 クライアントのMACアドレス。mac-addr

Cisco Client Extension（CCX）。ccx

クライアントレポートの情報をクリアします。clear-reports

コントローラのテスト結果をクリアします。clear-results

デフォルトゲートウェイpingテストの実行要求をクライアントに送
信します。

default-gw-ping

DHCPテストの実行要求をクライアントに送信します。dhcp-test

ドメインネームシステム（DNS）サーバ IPアドレス pingテストの
実行要求をクライアントに送信します。

dns-ping

指定されたホスト名に対するドメインネームシステム（DNS）解決
テストの実行要求をクライアントに送信します。

dns-resolve hostname
host-name

クライアントにその機能情報を送信するよう指示する要求を送信し

ます。

get-client-capability

製造元の情報を送信するよう指示する要求をクライアントに送信し

ます。

get-manufacturer-info

クライアントに現在の動作パラメータを送信するよう指示する要求

を送信します。

get-operating-parameters

クライアントにプロファイルを送信するよう指示する要求を送信し

ます。

get-profiles

指定されたクライアントデバイスに対する CCXログ要求を設定し
ます。

log-request

（任意）クライアント CCXローミングログを指定する要求を指定
します。

roam
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（任意）クライアント CCX RSNAログを指定する要求を指定しま
す。

rsna

（任意）クライアント CCXシステムログを指定する要求を指定し
ます。

syslog
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send-messagemessage-id
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メッセージをクライアントに送ります。

次のいずれかを含むメッセージタイプ。

• 1：SSIDが無効です。

• 2：ネットワーク設定が無効です。

• 3：WLANの信頼性に不一致があります。

• 4：ユーザの資格情報が間違っています。

• 5：サポートにお問い合わせください。

• 6：問題は解決されました。

• 7：問題は解決されていません。

• 8：もう一度後で作業を行ってください。

• 9：示された問題を修正してください。

• 10：ネットワークにより、トラブルシューティングが拒否され
ました。

• 11：クライアントレポートを取得中です。

• 12：クライアントログを取得中です。

• 13：取得が完了しました。

• 14：アソシエーションテストを開始します。

• 15：DHCPテストを開始します。

• 16：ネットワーク接続テストを開始します。

• 17：DNS pingテストを開始します。

• 18：名前解決テストを開始します。

• 19：802.1X認証テストを開始します。

• 20：クライアントを特定のプロファイルにリダイレクトしてい
ます。

• 21：テストが完了しました。

• 22：テストに合格しました。

• 23：テストに失敗しました。

• 24：通常の操作を再開するには、診断チャネル操作をキャンセ
ルするか、WLANプロファイルを選択してください。

• 25：クライアントにより、ログの取得が拒否されました。
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• 26：クライアントにより、クライアントレポートの取得が拒否
されました。

• 27：クライアントにより、テスト要求が拒否されました。

• 28：無効なネットワーク（IP）設定です。

• 29：ネットワークで機能停止または問題が発生しています。

• 30：予定された保守期間です。

• 31：WLANセキュリティ方式が正しくありません。

• 32：WLAN暗号化方式が正しくありません。

• 33：WLAN認証方式が正しくありません。

統計情報の要求を送信します。stats-request
measurement-duration

（任意）dot11カウンタを指定します。dot11

（任意）セキュリティカウンタを指定します。security

現在のテストを中止するよう指示する要求をクライアントに送信し

ます。

test-abort

関連付けテストの実行要求をクライアントに送信します。test-association ssid bssid
dot11 channel

802.1xテストの実行要求をクライアントに送信します。test-dot1x

（任意）テストのプロファイル名。profile-id

Basic SSID。bssid

802.11a、802.11b、または 802.11gネットワークを指定します。dot11

チャネル番号。channel

プロファイルリダイレクトテストの実行要求をクライアントに送信

します。

test-profile

プロファイルリダイレクトテストの実行要求をクライアントに送信

します。

any

テストプロファイル名。

プロファイル IDには、必ずクライアントレポートが有効
なクライアントプロファイルのプロファイル IDを指定し
ます。

（注）

profile-id
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コマンドデフォルト デフォルトの動作や値はありません。

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン default-gw-pingテストでは、クライアントは診断チャネルを使用する必要はありません。

次に、クライアントのMACアドレス 00:1f:ca:cf:b6:60のレポート情報をクリアする例
を示します。

Device# configure terminal
Device(config)# wireless client mac-address 00:1f:ca:cf:b6:60 ccx clear-reports
Device(config)# end
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wireless config validate
ワイヤレス設定が完全かつ一貫している（すべての機能プロファイルとタグが定義され、すべ

てのアソシエーションが完全かつ一貫している）かどうかを検証するには、特権EXECモード
で wireless config validateコマンドを使用します。

wireless config validate

構文の説明 このコマンドにはキーワードまたは引数はありません。

コマンドデフォルト なし

コマンドモード 特権 EXEC（#）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

使用上のガイドライン CiscovEWLCでは、ワイヤレス設定はプロファイルのコレクションを使用して作成され、各プ
ロファイルが機能ブロックを定義します。これらの機能ブロックは個別に定義され、無線LAN
の構築においてインテントベースのワークフローを通じて明確に定義された関連付けを実現す

るために使用されます。このように、機能ブロックのモジュラ化が柔軟であるため、管理者

は、すべてのアソシエーションが一貫していて完全であることを確認する必要があります。

ワイヤレス設定の完全性と一貫性を確保するには、コンフィギュレーション検証ライブラリを

使用して、設定の定義をテーブル間で検証します。ワイヤレス設定を検証し、不整合があれば

btraceインフラおよび（コンソールロギングが有効である場合）コンソールで表示されるコン
テキストエラーメッセージを使用して報告するため、このリリースからwireless config validate
EXECコマンドが導入されました。このコマンドは、機能的なワイヤレス LANを実現できる
ようにするため、不整合（未解決のアソシエーション）を呼び出します。

出力をファイルに転送するには、show logging | redirect bootflash: filenameコマンドを使用しま
す。

次のワイヤレス設定のセットが検証されます。

Flexプロファイルポリシープロ

ファイル

ポリシータグサイトタグRFタグ

VLAN ACLIPv4 ACL名wlan profileflex-profilesite-tag

ACL-policyファブリック名policy profileap-profilepolicy-tag

RFポリシー（5
GHzおよび 24
GHz）

service-policy input
および output
name

-—-—rf-tag
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Flexプロファイルポリシープロ

ファイル

ポリシータグサイトタグRFタグ

-—service-policy input
および client
output name

-—-—-—

例

次に、wireless config validateコマンドの出力例を示します
Device# wireless config validate

Oct 10 18:21:59.576 IST: %CONFIG_VALIDATOR_MESSAGE-5-EWLC_GEN_ERR: Chassis 1 R0/0:
wncmgrd: Error in AP: fc99.473e.0a90 Applied site-tag : mysite definitiondoes not exist
Oct 10 18:21:59.576 IST: %CONFIG_VALIDATOR_MESSAGE-5-EWLC_GEN_ERR: Chassis 1 R0/0:
wncmgrd: Error in AP: fc99.473e.0a90 Applied policy-tag : mypolicy definition does not
exist
Oct 10 18:21:59.576 IST: %CONFIG_VALIDATOR_MESSAGE-5-EWLC_GEN_ERR: Chassis 1 R0/0:
wncmgrd: Error in AP: fc99.473e.0a90 Applied rf-tag : myrf definition does not exist
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wireless fabric control-plane
ワイヤレスファブリックモードに適用するコントロールプレーン名を設定するには、wireless
fabric control-planeコマンドを使用します。

wireless fabric control-plane control-plane-name

構文の説明 ワイヤレスファブリックモードに適用されるコントロールプレーン名。control-plane-name

コマンドデフォルト なし

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

使用上のガイドライン コントロールプレーン名を指定しない場合は、自動生成される default-control-planeが使用され
ます。

例

次に、コントロールプレーン名を設定する例を示します。

Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wireless fabric control-plane test-control-plane
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wireless fabric
コントローラで SD-Accessワイヤレスをグローバルに有効にするには、 wireless fabric コマン
ドを使用します。

wireless fabric

コマンドデフォルト なし

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

次に、コントローラでSD-Accessワイヤレスをグローバルに有効にする例を示します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wireless fabric
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wireless fabric name
ワイヤレスファブリック名 VXLAN ID（VNID）マップを設定するには、wireless fabric name
コマンドを使用します。

wireless fabric [control-plane control-plane-name] | [name vnid-map-name l2-vnid id
{control-plane control-plane-name | l3-vnid id } ip {ipv-addr netmask-addr | ipv6-addr
netmask-addr}[{control-plane control-plane-name]}]

構文の説明 コントロールプレーンの詳細を設定します。control-plane control-plane-name

ワイヤレスファブリック名を設定しますname vnid-map-name

レイヤ 2 VNIDを設定します。有効な範囲は 0～
16777215です。

l2-vnid id

レイヤ 3 VNIDを設定します。有効な範囲は 0～
16777215です。

l3-vnid id

IPアドレスとネットマスクアドレスの詳細。ip {ipv4-addr netmask-addr | ipv6-addr
netmask-addr}

コマンドデフォルト なし

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、MAPサーバをレイヤ 2およびレイヤ 3のVNIDごとに設定する例を示します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wireless fabric name vnid-map l2-vnid 2 l3-vnid 10 ip 209.165.200.224
255.255.255.224
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wireless hotspot anqp-server
Hotspot 2.0 Access Network Query Protocol（ANQP）サーバを設定するには、wireless hotspot
anqp-server コマンドを使用します。Hotspot 2.0サーバを無効にするには、このコマンドの no
形式を使用します。

wireless hotspot anqp-server server-name

構文の説明 Hotspot 2.0ANQPサーバの名前。server-name

コマンドデフォルト なし

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.12.1

使用上のガイドライン

例

次に、Hotspot 2.0 ANQPサーバを設定する例を示します。
Device (config)# wireless hotspot anqp-server my-server
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wireless hotspot gas-rate-limit
1秒あたりに処理されるGeneric Advertisement Service（GAS）要求またはAccess Network Query
Protocol（ANQP）要求の最大数を制限するには、wireless hotspot gas-rate-limit コマンドを使
用します。制限を無効にするには、このコマンドの no形式を使用します。

wireless hotspot gas-rate-limit limit

構文の説明 1秒あたりに処理されるGASまたはANQP要求の数。有効な範囲は 1～ 2500です。limit

コマンドデフォルト なし

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.12.1

使用上のガイドライン

例

次に、1秒あたりに処理されるGASまたはANQP要求の最大数を制限する例を示しま
す。

Device (config)# wireless hotspot gas-rate-limit 100

コンフィギュレーションコマンド：g～ z
324

コンフィギュレーションコマンド：g～ z
wireless hotspot gas-rate-limit



wireless hotspot icon
Hotspot 2.0のアイコンを設定するには、wireless hotspot icon コマンドを使用します。アイコ
ンを削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

wireless hotspot icon {bootflash:filename|flash:filename}media-type language-code icon-width
icon-height

構文の説明 このアイコンファイルのメディアタイプ。

アイコンファイルは、次の URLで定義されているタイプと一致し
ている必要があります。

http://www.iana.org/assignments/media-types/index.html

（注）

media-type

オペレータ名の言語コード。language-code

アイコンの幅（ピクセル）。有効な範囲は 0～ 65535です。icon-width

アイコンの高さ（ピクセル）。有効な範囲は 0～ 65535です。icon-height

コマンドデフォルト なし

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.12.1

使用上のガイドライン

例

次に、Hotspot 2.0のアイコンを設定する例を示します。
Device(config)# wireless hotspot icon flash:test jpeg en 655 400
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wireless load-balancing
コントローラでアグレッシブロードバランシングを設定するには、グローバルコンフィギュ

レーションモードで wireless load-balancingコマンドを使用します。

wireless load-balancing {denial denial-count | window client-count}

構文の説明 ロードバランシング時に拒否されるアソシエーションの数を指定します。

ロードバランシング時の関連付け拒否の最大数は、1 ~ 10の範囲で指定
できます。デフォルト値は 3です。

denial denial-count

アグレッシブロードバランシングクライアントウィンドウと、特定の

アクセスポイントでのアグレッシブロードバランシングをトリガーする

のに必要なクライアント数を指定します。

クライアント数を指定するアグレッシブロードバランシングクライアン

トウィンドウは、0~20の範囲で指定できます。デフォルト値は 5です。

window client-count

コマンドデフォルト ディセーブル

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン 負荷分散が有効になっているWLANは、音声およびビデオなどの時間依存型アプリケーショ
ンをサポートしません。これは、ローミングでの遅延が存在するためです。

コントローラとともに Cisco 7921および 7920Wireless IP Phoneを使用する場合、各コントロー
ラの音声WLANでアグレッシブなロードバランシングが無効化されていることを確認します。
無効化されていない場合、電話による初期ローミングが失敗し、オーディオパスが中断される

ことがあります。

次に、ロードバランシング中の関連付け拒否を設定する例を示します。

Device# configure terminal
Device(config)# wireless load-balancing denial 5
Device(config)# end
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wireless macro-micro steering transition-threshold
マイクロ/マクロ遷移のしきい値を設定するには、 wireless macro-micro steering
transition-threshold コマンドを使用します。

wireless macro-micro steering transition-threshold {balancing-window | client count number-clients
}{macro-to-micro |micro-to-macro RSSI in dBm}

構文の説明 ルートプロセッサスロット 0の設定のアクティブインスタンス。balancing-window

ルートプロセッサスロット 0の設定のスタンバイインスタンス。client

有効なクライアント数の範囲は 0～ 65535です。number-clients

マイクロ/マクロ遷移の RSSIを設定します。macro-to-micro

マイクロ/マクロクライアントロードバランシングウィンドウを設定しま
す。

micro-to-macro

RSSI（dBm単位）。有効な範囲は –128～ 0です。RSSI in dBm

コマンドデフォルト なし

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、バランシングウィンドウを設定する例を示します。

Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wireless macro-micro steering transition-threshold balancing-window
number-of-clients
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wireless macro-micro steering probe-suppression
マイクロ/マクロプローブの抑制を設定するには、wirelessmacro-micro steeringprobe-suppression
コマンドを使用します。

wirelessmacro-micro steering probe-suppression {aggressiveness number-of-cycles| | hysteresisRSSI
in dBm| probe-auth| probe-only}

構文の説明 抑制するプローブサイクルを設定します。サイクル数の範囲は 0～ 255です。aggressiveness

クライアントが近傍のアクセスポイントにローミングするためには、そのアク

セスポイントに後どれだけの信号強度が必要であるかを表示します。RSSIデ
シベル値の範囲は -6～ -3です。

hysteresis

プローブと single authを抑制するモードを有効にしますprobe-auth

プローブのみを抑制するモードを有効にしますprobe-only

コマンドデフォルト なし

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.12.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.12.1

例

次に、バランシングウィンドウを設定する例を示します。

Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wireless macro-micro steering probe-suppression aggressiveness
number-of-cycles
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wireless media-stream
さまざまなパラメータを設定するには、 wireless media-stream コマンドを使用します。

wireless media-stream group groupName [startipAddr endipAddr]

wireless media-stream group{ avg-packet-size default exit max-bandwidth no
policy qos}

wireless media-stream {multicast-direct |message [{phone phone | URL URL | Notes 注 | Email
Email}]}

構文の説明 グループのマルチキャストダイレクトステータスを設定します。group groupName

グループの開始 IPアドレスを設定します。startipAddr

グループの終了 IPアドレスを設定します。endipAddr

平均パケットサイズを設定します。

値は 100～ 1500 kbpsの範囲で指定できます。

group avg-packet-size

コマンドをデフォルト値に設定します。group default

サブモードを終了します。group exit

予想されるストリームの最大帯域幅を Kbps単位で設定します。

値は 1～ 35000 kbpsの範囲で指定できます。

group max-bandwidth

コマンドを無効にするか、そのデフォルトに設定します。group no

メディアストリームのアドミッションポリシーを設定します。

次のオプションのいずれかを選択できます。

• admit：メディアストリームグループのトラフィックを許可し
ます。

• deny：メディアストリームグループのトラフィックを拒否しま
す。

group policy

エア QoSクラスを <'video'> ONLYに設定します。group qos

マルチキャストダイレクトステータスを設定します。multicast-direct

セッションアナウンスメッセージを設定します。message

セッションアナウンスの電話番号を設定します。phone phone

セッションアナウンス URLを設定します。URL URL
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セッションアナウンスメモを設定します。Notes注記

セッションアナウンス電子メールを設定します。Email Email

コマンドデフォルト ディセーブル

コマンドモード config

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが変更されました。Cisco IOS XE
Gibraltar 16.10.1

使用上のガイドライン メディアストリームマルチキャストダイレクトを使用するには、負荷ベースのコールアド

ミッション制御（CAC）が実行されている必要があります。

例

次に、予想されるマルチキャスト宛先アドレス、ストリームの帯域幅の使用量および

ストリームの優先順位のパラメータなど、各メディアストリームとそのパラメータを

設定する例を示します。

Device#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)#wireless media-stream group GROUP1 231.1.1.1 231.1.1.10
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wireless media-stream message
セッションアナウンスメッセージを設定するには、wireless media-streammessageコマンドを
使用します。

wireless media-stream message{Email | Notes | URL | phone}

構文の説明 セッションアナウンス電子メールを設定します。Email

セッションアナウンスメモを設定します。Notes

セッションアナウンス URLを設定します。URL

セッションアナウンスの電話番号を設定します。phone

コマンドデフォルト なし

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

使用上のガイドライン メディアストリームが（帯域幅制約が原因で）拒否される場合に、ユーザにメッセージを送信

できます。これらのパラメータは、ITサポートの電子メールアドレス、メモ（ストリームが
拒否された理由を説明する画面メッセージ）、ユーザがリダイレクトされるURL、拒否された
ストリームについてユーザが問い合わせをする電話番号など、送信するメッセージを設定しま

す。

例

次に、セッションアナウンス URLを設定する例を示します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wireless media-stream message URL www.example.com
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wireless media-stream multicast-direct
マルチキャストダイレクトのステータスを設定するには、 media-stream multicast-direct コマ
ンドを使用します。マルチキャストダイレクトのステータスを削除するには、このコマンドの

no形式を使用します。

no wireless media-stream multicast-direct

コマンドデフォルト なし

コマンドモード config

使用上のガイドライン メディアストリームマルチキャストダイレクトを使用するには、負荷ベースのコールアド

ミッション制御（CAC）が実行されている必要があります。WLAN Quality of Service（QoS）
を goldまたは platinumのいずれかに設定する必要があります。

例

次に、ワイヤレス LANメディアストリームのマルチキャストダイレクトを設定する
例を示します。

Device#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)#wireless media-stream multicast-direct
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wireless mesh alarm association count
メッシュアラームアソシエーションの数を設定するには、 wireless mesh alarm association
count コマンドを使用します。

wireless mesh alarm association count count

構文の説明 アラームアソシエーションの数。有効な範囲は1～30です。count

コマンドデフォルト なし

コマンドモード config

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、アラームアソシエーションの数を設定する例を示します。

Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wireless profile policy wireless mesh alarm association count 10
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wireless mesh alarm high-snr
メッシュアラームの高 SNR値を設定するには、wireless mesh alarm high-snr コマンドを使用
します。

wireless mesh alarm high-snr high-snr

構文の説明 高SNR値を設定します。有効な範囲は31～100です。high-snr

コマンドデフォルト なし

コマンドモード config

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、メッシュの高 SNRを設定する例を示します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wireless profile policy wireless mesh alarm high-snr 75
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wireless mesh alarm low-snr
メッシュアラームの低 SNR値を設定するには、 wireless mesh alarm low-snr コマンドを使用
します。

wireless mesh alarm low-snr low-snr

構文の説明 低SNR値を設定します。有効な範囲は1～30です。low-snr

コマンドデフォルト なし

コマンドモード config

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、メッシュの高 SNRを設定する例を示します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wireless profile policy wireless mesh alarm low-snr 5
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wireless mesh alarm max-children map
メッシュアラームの最大子MAP値を設定するには、 wireless mesh alarm max-children map
コマンドを使用します。

wireless mesh alarm max-children map max-children

構文の説明 メッシュアラームの最大子MAPパラメータを設定します。有効な範囲は 1～ 50
です。

max-children

コマンドデフォルト なし

コマンドモード config

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、メッシュアラームの最大子MAP値を設定する例を示します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wireless mesh alarm max-children map 35

コンフィギュレーションコマンド：g～ z
336

コンフィギュレーションコマンド：g～ z
wireless mesh alarm max-children map



wireless mesh alarm max-children rap
メッシュアラームの最大子 RAP値を設定するには、 wireless mesh alarm max-children rap コ
マンドを使用します。

wireless mesh alarm max-children rap max-children

構文の説明 メッシュアラームの最大子 RAPパラメータを設定します。有効な範囲は 1～ 50
です。

max-children

コマンドデフォルト なし

コマンドモード config

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、メッシュアラームの最大子 RAP値を設定する例を示します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wireless mesh alarm max-children rap 40
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wireless mesh alarm max-hop
メッシュアラームの最大ホップパラメータを設定するには、 wireless mesh alarm max-hop コ
マンドを使用します。

wireless mesh alarm max-hop max-hop

構文の説明 メッシュアラームの最大ホップ数を設定します。有効な範囲は1～16です。max-hop

コマンドデフォルト なし

コマンドモード config

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、メッシュアラームの最大ホップパラメータを設定する例を示します。

Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wireless mesh alarm max-hop 15
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wireless mesh alarm parent-change count
親変更カウントの最大値を設定するには、 wireless mesh alarm parent-change count コマンド
を使用します。

wireless mesh alarm parent-change count count

構文の説明 親変更カウントの最大値を設定します。有効な範囲は1～30です。count

コマンドデフォルト なし

コマンドモード config

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、アラームの親変更カウント値を設定する例を示します。

Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wireless mesh alarm parent-change count 6
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wireless mesh backhaul bdomain-channels
屋外のメッシュ APのバックホール無線で拡張 UNII Bドメインチャネルを設定し、許可する
には、 wireless mesh backhaul bdomain-channels コマンドを使用します。

wireless mesh backhaul bdomain-channels

構文の説明 屋外のメッシュAPのバックホール無線で拡張UNII Bドメインチャネルを
許可します。

メッシュAPのバックホール無線による拡張UNII Bドメインチャネルの使
用を無効にするには、このコマンドの [no]形式を使用します。

bdomain-channels

コマンドデフォルト なし

コマンドモード config

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、屋外のメッシュAPのバックホール無線による拡張UNII Bドメインチャネルの
使用を無効にする例を示します。

Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# no wireless mesh backhaul bdomain-channels
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wireless mesh backhaul rrm
メッシュバックホールを設定するには、 wireless mesh backhaul コマンドを使用します。

wireless mesh backhaul{bdomain-channels | rrm}

構文の説明 メッシュバックホールを設定します。backhaul

屋外のメッシュAPのバックホール無線で拡張UNII Bドメインチャネルを
許可します。

bdomain-channels

メッシュバックホールの RRMを設定します。rrm

コマンドデフォルト なし

コマンドモード config

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、メッシュバックホールの RRMを設定する例を示します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wireless mesh backhaul rrm
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wireless mesh cac
メッシュ CACモードを設定するには、 wireless mesh cac コマンドを使用します。

wireless mesh cac

構文の説明 メッシュCACモードを設定します。cac

コマンドデフォルト なし

コマンドモード config

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、メッシュ CACモードを設定する例を示します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wireless mesh cac
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wireless mesh ethernet-bridging allow-bdpu
有線メッシュアップリンクへの STP BPDUを設定するには、 wireless mesh ethernet-bridging
allow-bdpu コマンドを使用します。

wireless mesh ethernet-bridging allow-bdpu

構文の説明 イーサネットブリッジングを設定します。ethernet-bridging

有線メッシュアップリンクへのSTPBPDUを設定します。allow-bdpu

コマンドデフォルト なし

コマンドモード config

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、有線メッシュアップリンクへの STP BPDUを設定する例を示します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wireless mesh ethernet-bridging allow-bdpu
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wireless mesh security psk provisioning
メッシュセキュリティ PSKパラメータをプロビジョニングするには、 wireless mesh security
psk provisioning コマンドを使用します。

wireless mesh security psk provisioning {default_psk | inuse psk-index | key psk-index{0 |
8}enter-psk-name psk-description}

構文の説明 メッシュ PSKプロビジョニングパラメータを設定します。provisioning

メッシュプロビジョニングをデフォルトPSK設定に設定します。default_psk

PSK inuseインデックスを設定しますinuse

PSKキーインデックスを入力します。有効な範囲は 1～ 5です。psk-index

事前共有キーを設定しますkey

PSKキーインデックスを入力します。有効な範囲は 1～ 5です。psk-index

非暗号化パスワードを入力することを選択します。0

AES暗号化パスワードを入力することを選択します。8

設定済みの PSKキーの名前を入力します。enter-psk-name

このキーの説明を入力します。psk-description

コマンドデフォルト なし

コマンドモード config

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、メッシュセキュリティでデフォルトPSKキーをプロビジョニングする例を示し
ます。

Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wireless mesh security psk provisioning default_psk
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wireless mesh subset-channel-sync
モビリティグループのサブセットチャネル同期を設定するには、 wireless mesh
subset-channel-sync コマンドを使用します。

wireless mesh subset-channel-sync

構文の説明 モビリティグループのサブセットチャネル同期を設定しま

す

subset-channel-sync

コマンドデフォルト なし

コマンドモード config

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、モビリティグループのサブセットチャネル同期を設定する例を示します。

Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wireless mesh subset-channel-sync
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wireless mobility
間のモビリティマネージャを設定するには、 wireless mobilityコマンドを使用します。

wireless mobility {dscp value}

構文の説明 モビリティの 間のDSCP値を設定します。dscp value

コマンドデフォルト デフォルトの DSCP値は、48です。

コマンドモード グローバル設定

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

次に、間の DSCP値が 20のモビリティを設定する例を示します。
Device(config)# wireless mobility dscp 20
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wireless mobility controller peer-group
モビリティピアグループを設定するには wireless mobility controller peer-groupコマンドを使
用し、設定を削除するにはこのコマンドの no形式を使用します。

wireless mobility controller peer-group peer-group member IP ip-addressmode centralized

構文の説明 ピアグループの名前。peer group

ピアグループメンバーを追加します。member IP

追加するピアグループメンバーの IPアドレス。ip-address

集約的に管理されるピアグループメンバーの管理モードを設定します。mode centralized

コマンドデフォルト 集約型モードはオフです。

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE 3.7.0
E

Device enable
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wireless mobility controller peer-group peer1 member ip 10.0.0.1 mode
centralized
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wireless mobility group keepalive
モビリティグループパラメータを設定し、その pingパラメータをキープアライブにするに
は、wireless mobility group keepaliveコマンドを使用します。モビリティグループパラメータ
を削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

wireless mobility group keepalive {count number | interval interval}
no wireless mobility group keepalive {count 番号 | interval interval}

構文の説明 モビリティグループメンバーに ping要求を送信する回数。この回数を超え
ると、メンバーにはアクセスできないと見なされます。有効な範囲は 3～
20です。デフォルトは 3です。

count number

モビリティグループメンバーへの ping要求の送信間隔。範囲は 1～ 30秒
です。デフォルト値は 10秒です。

モビリティトンネルを介して接続されているコントローラの場合

は、両方のコントローラのキープアライブ間隔値が同じであるこ

とを確認します。

（注）

interval interval

コマンドデフォルト カウントは 3秒、間隔は 10秒です。

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション。

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン intervalのデフォルト値は 10秒、retriesのデフォルト値は 3秒に設定されます。

次に、モビリティグループメンバに送信する各 ping要求の間隔を 10秒に指定する例
を示します。

Device(config)# wireless mobility group keepalive count 10
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wireless mobility group mac-address
モビリティメッセージで使用されるMACアドレスを設定するには、wireless mobility group
mac-addressコマンドを使用します。

wireless mobility group mac-address mac-addr

構文の説明 モビリティメッセージで使用されるMACアドレス。mac-addr

コマンドデフォルト なし

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、モビリティメッセージで使用されるMACアドレスを設定する例を示します。
Device(config)# wireless mobility group mac-address 00:0d:ed:dd:25:82
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wireless mobility group member ip
モビリティグループのメンバリストのユーザを追加または削除するには、 wireless mobility
group member ipコマンドを使用します。モビリティグループからメンバを削除するには、こ
のコマンドの no形式を使用します。

wireless mobility group member ip ip-address [public-ip public-ip-address ] [group
group-name ]
no wireless mobility group member ip ip-address

構文の説明 メンバーコントローラの IPアドレス。ip-address

（任意）メンバーコントローラのパブリック IPアドレス。

このコマンドは、メンバーが NATに関与する場合にのみ
使用されます。サポートされているのは、スタティック IP
NATのみです。

（注）

public-ip
public-ip-address

（任意）メンバーコントローラのグループ名。

このコマンドは、メンバーがローカルモビリティコント

ローラと同じグループに追加されない場合にのみ使用され

ます。

（注）

group group-name

コマンドデフォルト なし。

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション。

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン モビリティグループは、特定の導入に複数のモビリティコントローラ（MC）がある場合に使
用されます。モビリティグループに任意の名前を割り当てることもできますし、デフォルト

グループの名前を割り当てることもできます。モビリティグループメンバーは、グループ内

でローミングするグループのすべてのメンバーに対して設定する必要があります。

次に、モビリティグループにメンバーを追加する例を示します。

Device(config)# mobility group member ip 10.104.171.101 group TestDocGroup
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wireless mobility group multicast-address
非ローカルモビリティグループのマルチキャスト IPアドレスを設定するには、wirelessmobility
group multicast-addressコマンドを使用します。

wireless mobility group multicast-address group-name {ipv4 | ipv6}ip-addr

構文の説明 非ローカルモビリティグループの名前。group-name

IPv4アドレスを入力するオプション。ipv4

IPv6アドレスを入力するオプション。ipv6

非ローカルモビリティグループの IPv4または IPv6アドレス。ip-addr

コマンドデフォルト なし

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、非ローカルモビリティグループのマルチキャスト IPv4アドレスを設定する例
を示します。

Device(config)# wireless mobility group multicast-address Mygroup ipv4 224.0.0.5
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wireless mobility group name
モビリティドメイン名を設定するには、wirelessmobilitygroupnameコマンドを使用します。
モビリティドメイン名を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

ネットワークアドレス変換（NAT）が有効になっているネットワークのモビリティグループ
を設定する際に、コントローラの管理インターフェイス IPアドレスではなく、NATデバイス
からコントローラに送信される IPアドレスを入力します。そうしないと、モビリティグルー
プ内のコントローラ間でモビリティが失敗します。

（注）

wireless mobility group name domain-name
no wireless mobility group name

構文の説明 次のコマンドを入力して、新しいモビリティグループを作成します。ドメイン

名は最大 31文字で、大文字と小文字を区別します。
domain-name

コマンドデフォルト これがデフォルトです。

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション。

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

次に、モビリティドメイン名 lab1を設定する例を示します。
Device(config)# mobility group domain lab1
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wireless mobility multicast ipv4
ローカルモビリティグループのマルチキャスト IPv4アドレスを設定するには、wirelessmobility
multicast ipv4コマンドを使用します。

wireless mobility multicast ipv4 ipv4-addr

構文の説明 ローカルモビリティグループのマルチキャスト IPv4アドレスを入力します。ipv4-addr

コマンドデフォルト なし

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、ローカルモビリティグループのマルチキャスト IPv4アドレスを設定する例を
示します。

Device(config)# wireless mobility multicast ipv4 224.0.0.4
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wireless mobility mac-address
モビリティメッセージで使用されるMACアドレスを設定するには、wireless mobility
mac-addressコマンドを使用します。

wireless mobility mac-address mac-address

構文の説明 モビリティメッセージで使用されるMACアドレス。mac-address

コマンドデフォルト なし

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、モビリティメッセージで使用されるMACアドレスを設定する例を示します。
Device(config)# wireless mobility mac-address 00:0d:bd:5e:9f:00
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wireless multicast
イーサネットマルチキャストパラメータを設定するには、wireless multicastコマンドを使用
します。

wireless multicast {ipv4-address | ipv6 ipv6-address | non-ip [vlan vlan-id]}

構文の説明 マルチキャスト IPv4アドレス。ipv4-address

マルチキャスト IPv6アドレス。ipv6 ipv6-address

すべてのVLANで非 IPマルチキャストを設定します。トラフィックが通過
できるように、ワイヤレスマルチキャストを有効にしておく必要がありま

す。

non-ip

VLANごとに非 IPマルチキャストを設定します。トラフィックが通過でき
るように、ワイヤレスマルチキャストおよびワイヤレスマルチキャスト非

IPの両方を有効にする必要があります。

VLAN IDの有効な範囲は 1～ 4094です。

non-ip vlan
vlan-id

コマンドデフォルト なし

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、IDが 5の VLANに非 IPマルチキャストを設定する例を示します。
Device(config)# wireless multicast non-ip vlan 5
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wireless profile airtime-fairness
新しい Cisco ATFポリシーを作成するには、wireless profile airtime-fairness コマンドを使用し
ます。

wireless profile airtime-fairness atf-policy-name atf-profile-id

構文の説明 ATFプロファイル名を参照します。atf-policy-name

ATFプロファイル IDを参照します。指定できる範囲は 0～ 511です。atf-profile-id

コマンドデフォルト なし

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

次に、新しい Cisco ATFポリシーを作成する例を示します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wireless profile airtime-fairness <atf-policy-name> 1
Device(config-config-atf)# weight 5
Device(config-config-atf)# client-sharing
Device(config-config-atf)# end
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wireless profile ap packet-capture
ワイヤレス APパケットキャプチャプロファイルを設定するには、wireless profile ap
packet-capture コマンドを使用します。

wireless profile ap packet-capture packet-capture-profile-name

構文の説明 APパケットキャプチャプロファイル名。packet-capture-profile-name

コマンドデフォルト なし

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、APパケットキャプチャプロファイルを設定する例を示します。
Device(config)# wireless profile ap packet-capture test1
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wireless profile calender-profile name
カレンダープロファイルを設定するには、wireless profile calender-profile nameコマンドを使
用します。

wireless profile calender-profile name name

構文の説明 カレンダープロファイルを指定します。name

コマンドデフォルト なし

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.12.1

使用上のガイドライン

次に、カレンダープロファイルを設定する例を示します。

Device# configure terminal
Device(config)# wireless profile calender-profile name daily_calendar_profile
Device(config-calender-profile)# start 09:00:00 end 17:00:00
Device(config-calender-profile)# recurrance daily
Device(config-calender-profile)# end
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wireless profile fabric
ファブリックプロファイルパラメータを設定するには、 wireless profile fabric コマンドを使
用します。

wireless profile fabric fabric-profile-name

構文の説明 ファブリックプロファイル名。fabric-profile-name

ファブリックプロファイルパラメータを設定します。fabric

プロファイルパラメータを設定します。profile

コマンドデフォルト なし

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、ファブリックプロファイルパラメータを設定する例を示します。

Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wireless profile fabric fabric-profile-name
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wireless profile policy
WLANポリシープロファイルを設定するには、wireless profile policyコマンドを使用します。

wireless profile policy policy-profile

構文の説明 WLANポリシープロファイルの名前。policy-profile

コマンドデフォルト デフォルトのプロファイル名は default-policy-profileです。

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、WLANポリシープロファイルを設定する例を示します。
Device(config)# wireless profile policy mywlan-profile-policy
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wireless profile tunnel
トンネルプロファイルを設定するには、wireless profile tunnel コマンドを使用します。

wireless profile tunnel

構文の説明 トンネルプロファイルの名前。tunnel-profile-name

コマンドデフォルト なし

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.11.1

例

次に、トンネルプロファイルを設定する例を示します。

Device(config)# wireless profile tunnel tun1
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wireless rfid
スタティック無線周波数 ID（RFID）タグのデータタイムアウト値を設定するには、グローバ
ルコンフィギュレーションモードで wireless rfid コマンドを使用します。

wireless rfid timeout timeout-value

構文の説明 スタティック RFIDタグのデータタイムアウト値を設定します。timeout

RFIDタグのデータタイムアウト値。有効な値の範囲は60～7200です。timeout-value

コマンドデフォルト なし

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、スタティック RFIDタグのデータタイムアウト値を設定する例を示します。
Device(config)# wireless rfid timeout 70
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wireless security dot1x
IEEE 802.1xのグローバルコンフィギュレーションを設定するには、wireless security dot1x コ
マンドを使用します。

wireless security dot1x [{eapol-key {retries retries | timeout milliseconds} | group-key interval
秒 | identity-request {retries retries | timeout seconds} | radius [call-station-id] {ap-macaddress
| ap-macaddress-ssid | ipaddress |macaddress} | request {retries retries | timeout seconds} | wep
key {index 0 | index 3}}]

構文の説明 eapol-key関連パラメータを設定します。eapol-key

（任意）コントローラが無線クライアントに EAPOL（WPA）キー
メッセージを再送信する最大回数（0～4）を指定します。

デフォルト値は 2です。

retries retries

（任意）EAPまたはWPA/WPA-2 PSKを使用してコントローラが無線
クライアントに EAPOL（WPA）キーメッセージを再送信するまでに
待機する時間（200～ 5000ミリ秒）を指定します。

デフォルト値は 1000ミリ秒です。

timeout milliseconds

EAPブロードキャストキーを更新する間隔を秒で設定します（120～
86400秒）。

group-key interval sec

EAP ID要求の関連パラメータを設定します。identity-request

（任意）コントローラが EAP IDを要求する最大試行回数（0～4）を
指定します。

デフォルト値は 2です。

retries retries

（任意）コントローラが無線クライアントに EAP ID要求メッセージ
を再送信するまでに待機する時間（1～ 120秒）を指定します。

デフォルト値は 30秒です。

timeout seconds

RADIUSメッセージを設定します。radius

（任意）RADIUSメッセージで送信されるコールステーション IDを
設定します。

call-station-id

呼出端末 IDタイプを APのMACアドレスに設定します。ap-macaddress

呼出端末 IDタイプを ’APのMACアドレス':'SSID'に設定します。ap-macaddress-ssid

呼出端末 IDタイプをシステムの IPアドレスに設定します。ipaddress

呼出端末 IDタイプをシステムのMACアドレスに設定します。macaddress
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EAP要求の関連パラメータを設定します。request

（任意）ID要求または EAPOL（WPA）キーメッセージ以外の EAP
メッセージについて、コントローラが無線クライアントにメッセージ

を再送信する最大回数（0～ 20）を指定します。

デフォルト値は 2です。

retries retries

（任意）ID要求または EAPOL（WPA）キーメッセージ以外の EAP
メッセージについて、コントローラが無線クライアントにメッセージ

を再送信するまでに待機する時間（1～ 120秒）を指定します。

デフォルト値は 30秒です。

timeout seconds

802.1x WEP関連パラメータを設定します。wep key

WEPキーのインデックス値を 0として指定します。index 0

WEPキーのインデックス値を 3として指定します。index 3

コマンドデフォルト eapol-key-timeoutのデフォルト値：1秒。

eapol-key-retriesのデフォルト値：2回。

コマンドモード config

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン なし。

次の例では、 wireless security dot1x のすべてのコマンドをリストしています。

Device#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)#wireless security dot1x ?
eapol-key Configure eapol-key related parameters
group-key Configures EAP-broadcast key renew interval time in seconds
identity-request Configure EAP ID request related parameters
radius Configure radius messages
request Configure EAP request related parameters
wep Configure 802.1x WEP related paramters
<cr>
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wireless security dot1x radius accounting mac-delimiter
called-station-IDまたは calling-station-IDのMACデリミタを設定するには、wireless security
dot1x radius accounting username-delimiterコマンドを使用します。

called-station-IDまたは calling-station-IDのMACデリミタを削除するには、このコマンドの no
形式を使用します。

wireless security dot1x radius accountingmac-delimiter {colon | hyphen | none | single-hyphen
}

構文の説明 デリミタをコロンに設定します。colon

デリミタをハイフンに設定します。hyphen

デリミタを無効にします。none

デリミタをシングルハイフンに設定します。single-hyphen

コマンドデフォルト なし

コマンドモード グローバルコンフィギュレーションモード

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE 3.6.0
E

次に、called-station-IDまたは calling-station-IDのMACデリミタをコロンに設定する例
を示します。

Device(config)# wireless security dot1x radius accounting mac-delimiter colon
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wireless security dot1x radius accounting username-delimiter
デリミタのタイプを設定するには、wireless security dot1x radius accounting username-delimiter
コマンドを使用します。この設定を削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

wireless security dot1x radius accounting username-delimiter {colon | hyphen | none | single-hyphen}

構文の説明 デリミタをコロンに設定します。colon

デリミタをハイフンに設定します。hyphen

デリミタを無効にします。none

デリミタをシングルハイフンに設定します。single-hyphen

コマンドデフォルト なし

コマンドモード グローバルコンフィギュレーションモード。

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE 3.7.2
E

次に、デリミタをコロンに設定する例を示します。

Device(config)# wireless security dot1x radius acounting username-delimiter colon
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wireless security dot1x radius callStationIdCase
RADIUSメッセージで送信される呼出端末 IDの大文字小文字を設定するには、wireless security
dot1x radius callStationIdCaseコマンドを使用します。

RADIUSメッセージで送信される呼出端末 IDの大文字小文字の設定を削除するには、このコ
マンドの no形式を使用します。

wireless security dot1x radius callStationIdCase {lower|upper}

構文の説明 すべての呼出端末 IDを小文字でRADIUSに送信しますlower

すべての呼出端末 IDを大文字でRADIUSに送信しますupper

コマンドデフォルト なし

コマンドモード グローバルコンフィギュレーションモード

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE 3.6.0
E

次に、RADIUSメッセージで送信される呼出端末 IDを小文字に設定する例を示しま
す。

Device(config)# wireless security dot1x radius callstationIdCase lower
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wireless security dot1x radius mac-authentication
call-station-id

MAC認証用の呼出端末 IDタイプを設定するには、wireless security dot1x radius
mac-authentication call-station-idコマンドを使用します。設定を削除するには、このコマンド
の no形式を使用します。

wireless security dot1x radius mac-authentication call-station-id ap-ethmac-only | ap-ethmac-ssid |
ap-group-name | ap-label-address | ap-label-address-ssid | ap-location | ap-macaddress |
ap-macaddress-ssid | ap-name | ap-name-ssid | ipaddress | macaddress | vlan-id

構文の説明 呼出端末 IDタイプをAPのイーサネットMACアドレスに設定します。ap-ethmac-only

呼出端末 IDタイプを 'APのイーサネットMACアドレス':'SSID'という
形式に設定します。

ap-ethmac-ssid

呼出端末 IDタイプを APグループ名に設定します。ap-group-name

呼出端末 IDタイプを APラベル上の APのMACアドレスに設定しま
す。

ap-label-address

呼出端末 IDタイプを 'APラベル上のMACアドレス':'SSID'という形式
に設定します。

ap-label-address-ssid

呼出端末 IDタイプを APの場所に設定します。ap-location

呼出端末 IDタイプを APの無線MACアドレスに設定します。ap-macaddress

呼出端末 IDタイプを 'APの無線MACアドレス':'SSID'に設定します。ap-macaddress-ssid

呼出端末 IDタイプを AP名に設定します。ap-name

呼出端末 IDタイプを 'AP名':'SSID'という形式に設定します。ap-name-ssid

呼出端末 IDタイプをシステムの IPアドレスに設定します。ipaddress

呼出端末 IDタイプをシステムのMACアドレスに設定します。macaddress

呼出端末 IDタイプを VLAN IDに設定します。vlan-id

コマンドデフォルト なし

コマンドモード グローバルコンフィギュレーションモード
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コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE 3.7.2
E

次に、呼出端末 IDタイプを APのイーサネットMACアドレスに設定する例を示しま
す。

Device(config)# wireless security dot1x radius mac-authentication call-station-id
ap-ethmac-only
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wireless security dot1x radius mac-authentication
mac-delimiter

MAC認証属性を設定するには、wireless security dot1x radius mac-authentication mac-delimiter
コマンドを使用します。

MAC認証属性を削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

wireless security dot1x radius mac-authentication mac-delimiter {colon | hyphen | none |
single-hyphen }

構文の説明 デリミタをコロンに設定します。colon

デリミタをハイフンに設定します。hyphen

デリミタを無効にします。none

デリミタをシングルハイフンに設定します。single-hyphen

コマンドデフォルト なし

コマンドモード グローバルコンフィギュレーションモード

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE 3.6.0
E

次に、MAC認証属性をコロンに設定する例を示します。
Device(config)# Scurity dot1x radius mac-authentication mac-delimiter colon
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wireless security web-auth retries
特定のWLANでWeb認証の再試行を有効にするには、wirelesswireless securityweb-auth retries
コマンドを使用します。無効にするには、このコマンドの no形式を使用します。

wireless securityweb-authretriesretries
nowireless securityweb-authretries

構文の説明 特定のWLANでWeb認証を有効にします。wireless security web-auth

Web認証要求の最大再試行回数を指定します。範囲は 0～ 30で
す。デフォルト値は 3です。

retries retries

コマンドデフォルト

コマンドモード config

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン なし。

次に、特定のWLANでWeb認証の再試行を有効にする例を示します。
Device#configure terminal
Device# wireless security web-auth retries 10
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wireless tag policy
ワイヤレスタグポリシーを設定するには、wireless tag policyコマンドを使用します。

wireless tag policy policy-tag

構文の説明 ワイヤレスタグポリシーの名前。policy-tag

コマンドデフォルト デフォルトのポリシータグは、default-policy-tagです。

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、ワイヤレスポリシータグを設定する例を示します。

Device(config)# wireless tag policy guest-policy
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wireless tag site
ワイヤレスサイトタグを設定するには、wireless tag site site-tagコマンドを使用します。

wireless tag site site-tag

構文の説明 サイトタグの名

前。

site-tag

コマンドデフォルト なし

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、サイトタグを設定する例を示します。

Device(config)# wireless tag site test-site
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wireless wps ap-authentication
アクセスポイントのネイバー認証を設定するには、wireless wps ap-authentication コマンドを
使用します。アクセスポイントのネイバー認証を削除するには、このコマンドの no形式を使
用します。

wireless wps ap-authentication [threshold value]
no wireless wps ap-authentication [threshold]

構文の説明 （任意）無線 LANのWMM対応クライアントであることを指定します。し
きい値（1～ 255）。

threshold value

コマンドデフォルト なし。

コマンドモード config

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン なし。

次に、WMM対応クライアントのしきい値を設定する例を示します。

Device#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)#wireless wps ap-authentication threshold 65
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wireless wps client-exclusion
クライアント除外ポリシーを設定するには、 wireless wps client-exclusionコマンドを使用しま
す。クライアント除外ポリシーを削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

wireless wps client-exclusion {all | dot11-assoc | dot11-auth | dot1x-auth | dot1x-timeout | ip-theft
| web-auth}
no wireless wps client-exclusion {all | dot11-assoc | dot11-auth | dot1x-auth | dot1x-timeout |
ip-theft | web-auth}

構文の説明 コントローラが 802.11アソシエーションに連続 5回失敗すると、6回目の試行
を除外することを指定します。

dot11-assoc

コントローラが 802.11認証に連続 5回失敗すると、6回目の試行を除外するこ
とを指定します。

dot11-auth

コントローラが 802.11X認証に連続 5回失敗すると、6回目の試行を除外する
ことを指定します。

dot1x-auth

タイムアウト時および応答がない場合の除外を有効にします。dot1x-timeout

IPアドレスがすでに別のデバイスに割り当てられている場合は、コントローラ
がクライアントを除外することを指定します。

詳細については、「使用上のガイドライン」セクションを参照してください。

ip-theft

コントローラがWeb認証に連続 3回失敗すると、4回目の試行を除外すること
を指定します。

web-auth

コントローラが上記のすべての理由でクライアントを除外することを指定しま

す。

all

コマンドデフォルト イネーブル

コマンドモード config

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン IP窃盗シナリオに、古い Cisco IOS XEリリースと Cisco IOS XE Denali 16.xリリースの相違点
があります。
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Cisco IOS XE Denali 16.xリリース古い Cisco IOS XEリリース

有線とワイヤレスの間に基本的な相違はあり

ません。重視されるのは、エントリの信頼性

（優先度）、エントリの伝達経路となった機

能（ARP、DHCP、NDなど）、およびポート
に付与されているポリシーです。優先度が等

しい場合、古いエントリが到達可能であれば、

IPテイクオーバーは拒否されます。IPテイク
オーバーは、更新が信頼できるポートから発

信され、新しいエントリが DHCPサーバから
IPアドレスを取得した場合に発生します。そ
うでない場合には、明示的に許可する必要が

あります。古いエントリが新しいより信頼で

きるエントリに置き換えられた場合、IP窃盗
は報告されません。

優先順位に従って、有線クライアントはワイ

ヤレスクライアントよりも優先され、DHCP
IPはスタティック IPよりも優先されます。ク
ライアントのセキュリティタイプはチェック

されません。すべてのクライアントタイプの

セキュリティが同じ優先順位で処理されます。

既存のバインドが優先順位の高いソースに由

来する場合、新しいバインドは無視され、IP
窃盗の信号が送信されます。既存のバインド

が新しいバインドと同じ優先順位のソースに

由来する場合、新しいバインドは無視され、

IP窃盗の信号が送信されます。その結果、2
つのホストが同じ IPを使用してトラフィック
を送信した場合、バインドは切り替わらない

ことになります。最初のバインドのみがソフ

トウェアに格納されます。新しいバインドが

優先順位のより高いソースに由来する場合、

既存のバインドは置き換えられます。その結

果、既存のバインドの IP窃盗通知と、新しい
バインドの通知が送信されます。

次に、802.11アソシエーションに連続 5回失敗した場合にクライアントを無効にする
例を示します。

Device#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)#wireless wps client-exclusion dot11-assoc
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wireless wps mfp
さまざまな管理フレーム保護（MFP）パラメータを設定するには、wireless wps mfpコマンド
を使用します。

wireless wps mfp ap-impersonation | key-refresh-interval interval

構文の説明 MFPキーの更新間隔を時間単位で指定します。有効な範囲は 1～ 24です。デフォル
ト値は 24です。

interval

コマンドデフォルト なし

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.12.1

使用上のガイドライン

次に、さまざまな管理フレーム保護（MFP）パラメータを設定する例を示します。

Device# configure terminal
Device(config)# wireless wps mfp key-refresh-interval 1
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wireless wps rogue
さまざまな不正パラメータを設定するには、 wireless wps rogue コマンドを使用します。

wireless wps rogue {adhoc | client} [{alert mac-addr | contain mac-addr no-of-aps}]

構文の説明 Independent Basic Service Set（IBSSまたはアドホック）の不正なアクセ
スポイントのステータスを設定します。

adhoc

不正なクライアントを設定します。client

アドホックの不正を検出すると SNMPトラップを生成し、システム管
理者に即座にアラートを発信して、アドホックの不正アクセスポイン

トのMACアドレスに対し必要な措置を促します。

alert mac-addr

加害デバイスを阻止し、その信号が正規クライアントを阻害しないよ

うにします。

アドホックの不正なアクセスポイントをアクティブに阻止するために

割り当てられた、シスコのアクセスポイントの最大数（1～ 4）。

contain mac-addr
no-of-aps

コマンドデフォルト なし。

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン なし。

次に、システム管理者に即座にアラートを生成し、アドホックの不正アクセスポイン

トのMACアドレスに対し必要な措置を促す例を示します。

Device#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)#wireless wps rouge adhoc alert mac_addr
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wireless wps rogue ap rldp alarm-only
不正が検出された場合のアラームを設定するには、wirelesswps rogueaprldp alarm-only コマン
ドを使用します。アラームを無効にするには、このコマンドの no形式を使用します。

[no] wireless wps rogue ap rldp alarm-only monitor-ap-only

構文の説明 モニタAPのみでRLDPを実行します。monitor-ap-only

コマンドデフォルト なし

コマンドモード グローバル設定

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。

このコマンドのno形式が導入されました。Cisco IOSXE 3.7.3E

例

次に、検出された不正に対するアラームを設定する例を示します。

Devicewireless wps rogue ap rldp alarm-only
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wireless wps rogue ap rldp auto-contain
不正が検出された場合の RLDP、アラーム、自動阻止を設定するには wirelesswps rogueaprldp
auto-contain コマンドを使用します。アラームを無効にするには、このコマンドの no形式を
使用します。

[no] wireless wps rogue ap rldp auto-contain monitor-ap-only

構文の説明 モニタAPのみでRLDPを実行します。monitor-ap-only

コマンドデフォルト なし

コマンドモード グローバル設定

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。

このコマンドのno形式が導入されました。Cisco IOSXE 3.7.3E

例

次に、検出された不正に対するアラームを設定する例を示します。

Devicewireless wps rogue ap rldp auto-contain
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wireless wps rogue client
不正クライアントが有効なクライアントであるかどうかを検証するように AAAサーバまたは
MSEを設定するには、wireless wps rogue clientコマンドを使用します。

wireless wps rogue client{aaa |mse}

構文の説明 AAAまたはローカルデータベースを有効なMACアドレスを検出するように設定しま
す。

aaa

MSEを有効なMACアドレスを検出するように設定します。mse

コマンドデフォルト なし

コマンドモード グローバル設定

コマンド履歴 変更内容リリー

ス

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン なし

次に、AAAを有効なMACアドレスを検出するように設定する例を示します。
Devicewireless wps rogue client aaa

次に、MSEを有効なMACアドレスを検出するように設定する例を示します。
Devicewireless wps rogue client mse

Deviceshow wireless wps rogue client summary
Validate rogue clients against AAA : Disabled
Validate rogue clients against MSE : Enabled
Number of rogue clients detected : 0
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wireless wps rogue detection
さまざまな不正検出パラメータを設定するには、 wireless wps rogue detectionコマンドを使用
します。

wireless wps rogue detection [{min-rssi rssi |min-transient-time transtime}]

構文の説明 不正に必要な最小 RSSI値を設定します。これは、APが不正を検
出し、deviceで不正エントリが作成されるために必要な値です。

min-rssi rssi

不正が初めてスキャンされた後、APで不正スキャンを定期的に実
行する間隔を入力します。

min-transient-time transtime

コマンドデフォルト なし。

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されまし

た。

使用上のガイドライン なし。

次に、不正検出のための最小RSSI値と、一時的な定期的スキャンの最小間隔を設定す
る例を示します。

Device# configure terminal
Device(config)# wireless wps rogue detection min-rssi 100
Device(config)# wireless wps rogue detection min-transient-time 500
Device(config)# end
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wireless wps rogue rule
不正分類ルールを設定するには、 wireless wps rogue ruleコマンドを使用します。

wireless wps rogue rule rule-name priority priority {classify{friendly |malicious} | condition
{client-count number | duration | encryption | infrastructure | rssi | ssid} | default | exit | match{all
| any} | no | shutdown}

構文の説明 ルール名を指定します。rule rule-name

特定のルールの優先順位を変更し、それに応じて、リスト内のその

他のルールの優先順位を調整します。

priority priority

ルールの分類を指定します。classify

ルールを危険性のないルールとして分類します。friendly

ルールを悪意のあるルールとして分類します。malicious

不正なアクセスポイントが満たす必要のあるルールに条件を指定し

ます。

設定する条件のタイプ。条件タイプは以下のとおりです。

• client-count：最小数のクライアントが不正なアクセスポイント
にアソシエートされていることが条件となります。有効な範囲

は 1～ 10です。
• duration：不正なアクセスポイントが最短期間で検出されること
が条件となります。有効な範囲は 0～ 3600秒です。

• encryption：アドバタイズされたWLANで暗号化が無効になって
いる必要があります。

• infrastructure：SSIDがコントローラで認識されている必要があり
ます

• rssi：不正なアクセスポイントには、最小のRSSI値が必要です。
範囲は、–95～ -50 dBmです。

• ssid：不正なアクセスポイントには、特定の SSIDが必要です。

condition {client-count
number | duration |
encryption |
infrastructure | rssi |
ssid}

コマンドをデフォルトに設定します。default

サブモードを終了します。exit

ルールの一致基準を設定します。検出された不正なアクセスポイン

トがルールに一致していると見なされ、そのルールの分類タイプが

適用されるためには、ルールで定義されているすべての条件を満た

す必要があるか、一部の条件を満たす必要があるかを指定します。

match {all | any}

コマンドを無効にするか、デフォルト値を設定します。no
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システムをシャットダウンします。shutdown

コマンドデフォルト なし。

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されまし

た。

使用上のガイドライン なし。

次に、不正アクセスポイントを Friendlyとして組織および表示できるルールを作成す
る例を示します。

Device# configure terminal
Device(config)# wireless wps rogue rule ap1 priority 1
Device(config-rule)# classify friendly
Device(config)# end
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wireless-default radius server
複数のRADIUSサーバを設定するには、wireless-default radius server コマンドを使用します。

wireless-default radius server IP key secret

コマンドデフォルト なし

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

使用上のガイドライン このユーティリティを使用すると、最大 10の RADIUSサーバを設定できます。

例

次に、複数の RADIUSサーバを設定する例を示します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wireless-default radius server 9.2.58.90 key cisco123
Device(config)# end
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wlan policy
ポリシープロファイルをWLANプロファイルにマッピングするには、 wlan policy コマンド
を使用します。

wlan wlan-name policy policy-name

構文の説明 WLANプロファイルの名前。wlan-name

ポリシープロファイルをWLANプロファイルにマッピングします。policy

ポリシープロファイルの名前。policy-name

コマンドデフォルト なし

コマンドモード config-policy-tag

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1よりも前のリリー
スで導入されました。

Cisco IOSXEGibraltar 16.10.1

例

次に、WLANにポリシーをマッピングする例を示します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wireless tag policy demo-tag
Device(config-wireless-fabric)# wlan wlan1 policy policy1
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